
第7話

人体でも車でも
ボディを守ってくれる金属

　「金属を食べたことがありますか？」と聞かれた
ら、多くの人が否定するでしょう。でも実は、みんな
金属を食べています。たとえば「亜鉛」のサプリメン
トを見たことがある人は多いのではないでしょう
か。
　亜鉛は私たちが健康を維持するために必要な栄
養素で、ミネラルと総称されるもののひとつです。
牡蠣や豚レバー、牛赤身肉などに多く含まれ、免疫
システムが侵入してきた細菌やウイルスを防御する
のに役立つと言われています。そして「ミネラル」と

は、英語で「鉱物」の意味。つまり亜鉛は体に必要
な鉱物で、健康を守るうえで欠かせない存在なの
です。
　「守る」という意味では、亜鉛は現代社会におい
て、鉄を錆から守る「めっき」の材料として幅広く利
用されています。たとえば、自動車のボディや下回
りの鋼板。錆を防ぐために鋼材は亜鉛でめっきされ、
車体をピカピカの状態に保ちます。ほかにも、500
円玉や乾電池の材料にも利用されるなど、現代の
便利な社会を支える重要な金属のひとつなのです。
　私たちのボディもマイカーのボディも、ピカピカ
に守る亜鉛という名脇役。ぜひこの金属に、注目し
てみてください。
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資源は遠い存在、なんて思っていませんか？　観光で
訪れた名建築や初めて買った自慢のマイカー……。
実は、暮らしの中にも資源はたくさん隠れています。
見落としがちな暮らしと資源の関わり、ご覧あれ。
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新技術で鉱害防止事業の何が変わる？

日本で活用しづらかった
パッシブトリートメント導入の
ハードルが下がります

ほとんど手間をかけなくても
安定した坑廃水処理が
可能になります

莫大な処理コストが
大幅に削減できるように
なります！
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一般的な坑廃水処理

必要

常時添加

多くの装置が必要

高頻度

厳密なプロセス制御のもとで水質管理

電力 (動力)

薬剤

設備

メンテナンス

管理の難度

処理の柔軟性

JOGMECプロセス

不要

常時添加は不要

シンプルな構造物のみ

低頻度

定期的な水質確認のみ

管理は容易だが水量や水質の変化に弱い水量や水質の変化に対応しやすい

JOGMEC
PROCESS

米ぬかともみがらが鍵となる
日本に適した坑廃水処理の新技術

　日本では、79カ所の休廃止鉱山で、河川に坑廃水が
流出し、鉱害が発生することを防ぐため、坑廃水処理が
行われている。坑廃水とは、休廃止鉱山から排出され
る、有害な金属を含む水のこと。雨水や地下水の影響
で染み出した、金属を含む有害な水が河川に流出する
ことを防ぐため、酸性度を下げたり金属を除去するなど
適切な処理が行われている。日本の多くの坑廃水処理
施設では、処理に薬剤を使う方式を採用しているが、薬
剤や電力、設備の保守点検などに毎年莫大なコストが
必要になる。加えて、坑廃水処理は半永久的に続く「利
益を伴わない事業」であり、処理を行う民間企業や地
方自治体にとって、コストや労力の削減は喫緊の課題
となっている。このような中、2008年からJOGMEC
が研究開発を進めてきたパッシブトリートメント技術
「JOGMECプロセス」が実証試験に成功し、全国にあ
る休廃止鉱山への導入に向けた期待が高まっている。
　JOGMECプロセスは、自然の力で坑廃水を処理する
パッシブトリートメントと呼ばれる技術のひとつ。電力
や薬剤を必要としないことから、コストや管理の手間が
小さく環境負荷も低いという特徴を持つ。一方、広い敷
地が必要で、急峻な地形の多い日本では導入が難しい
とされてきた。JOGMECは長年の研究開発の末、課題
を解決する手法を考案し、導入のハードルを大きく下げ
ることに成功したのだ。
　JOGMECプロセスは、“硫酸還元菌”という微生物を
活用し亜鉛、鉛、銅、カドミウムなどの金属を除去する
プロセスで、処理する坑廃水に鉄が多く含まれる場合
は、前処理として“鉄酸化細菌”を活用したプロセスを
組み合わせることもある。
　ここでポイントとなるのが、硫酸還元菌を活用して金

JOGMECでは鉱害防止事業の効率化とコスト低減を目的に、
坑廃水処理に関する新たな技術の研究開発を進めてきた。
ここでは、実証試験に成功した「JOGMECプロセス」を紹介する。

ジャパン・メイド！
JOGMECプロセス

新技術の
実証試験に
成功しました

属を除去する反応槽に、「米ぬか」と「もみがら」を入れ
ること。硫酸還元菌には餌となる有機物が必要で、そ
の餌により活性度（坑廃水から金属を取り除く力）が異
なることがわかっていた。廃棄物として扱われる米ぬか
を採用することで、小さなコストで硫酸還元菌の活性
度を大幅に向上させることに成功。その下には硫酸還
元菌のすみかとして、同じく廃棄物として扱われるもみ
がらを敷き詰め、より多くの硫酸還元菌を定着させるこ
とで、処理能力の安定化も実現した。一般的に微生物
の活性が低下するとされる冬季でも安定的な坑廃水処
理が可能となるなど、処理能力の向上（高速化）と安定
化に成功したおかげで、急峻で狭い日本の環境でも導
入できる可能性が高まったのだ。
　JOGMECプロセスの実証試験では、鉄や亜鉛、鉛、
銅、カドミウムなどの金属が含まれる100リットル／分
の坑廃水を365日処理し続けることに成功。JOGMEC
では経済産業省から委託され、これまでの成果を踏ま
えて、パッシブトリートメント導入に関するガイダンスを
作成した。今後は、これまでに蓄積した知見や、新たに
作成したガイダンスを活用し、日本各地の坑廃水処理
施設へパッシブトリートメントが導入され、坑廃水処理
コストが大幅に低減されることを目指している。

■JOGMECプロセスの特徴■JOGMECプロセスの特徴

■今回開発した JOGMECプロセスの流れ

①鉄酸化細菌で鉄を除去

　かつて日本には、全国各地に鉱山があり、世界有数の銅
や銀の生産国であったことはご存じだろうか。現在はその
ほとんどが休止あるいは閉山しており、このような「休廃
止鉱山」は日本全体で約5,000カ所にものぼる。そしてそ
のうちの79カ所では、現在でも重金属を含有する坑廃水
が出続けており、適切な処理が行われている。そうした鉱
山を保有する民間企業や地方自治体は、坑廃水の処理に
年間数億円規模のコストをかけなくてはならない。今後も
半永久的に続くと予想されている社会問題のひとつだ。

全国79の休廃止鉱山で
半永久的な坑廃水処理が必要

鉄酸化細菌で坑廃水
中に大量に含まれる
鉄を除去する反応
槽。酸化した鉄が分
離し、槽の底に沈殿
する

米ぬかともみがらを活用

かつて「東洋一の硫黄鉱山」と呼ばれた旧松尾鉱山の新中和処理施設。
岩手県よりJOGMECが委託され、強酸性の坑廃水の処理を続けている

もみがらの役割

硫酸還元菌の
すみかとなり

坑廃水処理能力を
安定化

米ぬかの役割

硫酸還元菌の
餌となり

活性化させることで
金属除去を促進！

鉄酸化細菌は酸素が
多い方が活発になる
ため、坑廃水をシャ
ワー状に入れ、多くの
空気と接触させて処
理速度を上げている

②硫酸還元菌で有害金属を除去

硫酸還元菌で金属を
除去する反応槽。坑
廃水中に溶けている
亜鉛、鉛、カドミウム
などの有害な金属を
還元して除去

反応槽を深くするこ
とで、狭い場所でも
坑廃水を高速に処理
できるうえ、温度変化
を減らし、冬季でも硫
酸還元菌の活性の低
下を防ぐ



2つのミッションのもと
研究開発に勤しむ

　日本の坑廃水処理の常識を打ち破
るJOGMECプロセス。その研究開発
を担ったのは、秋田県鹿角郡小坂町に
ある「金属資源技術研究所」だ。小坂
町は明治時代、銀や銅の生産量日本一
を誇った秋田県北部の鉱山町。現在は
すべての鉱山が閉山しているものの、
今でも民間の鉱業拠点や研究機関が
点在している。また、長年培ってきた
製錬技術は、今では金属資源リサイク
ルに活かされている。このような過去
からの資産を活用するため、JOGMEC
（当時は金属鉱業事業団）が設立した
のが、金属資源技術研究所だ。

　金属資源技術研究所のミッションは
2つ。1つ目は、JOGMECプロセスに代
表される坑廃水処理に関する新たな技
術の開発。2つ目は、金属資源の回収
の効率化に資する技術の開発だ。
　企業や地方公共団体、さらには鉱害
防止事業を補助している国にとって大
きな負担である坑廃水処理は、半永久
的な事業であることから、今後数十年、
数百年も継続しなければならない。一
方で、これまでに坑廃水処理の省エネ
化に代表される技術開発は実施されて
きたが、コスト削減としては頭打ちの
状態であり、何か抜本的な技術革新が
求められていた。
　こうした背景のもとJOGMECが新た
な技術として着目したのが、欧米で導
入されていた、細菌を利用した坑廃水
処理技術「パッシブトリートメント」。
しかし、そのまま導入するには広大な
土地が必要で、日本の環境には適さな
い。そこで、米ぬかやもみがらを使うな
ど、日本独自のアレンジを施すことで、
急峻で狭い土地でも適用可能な処理
速度を実現したのがJOGMECプロセ
スだ。今でもJOGMECプロセスのさら
なる効率化や異なる環境への適用を目

的に、研究開発が続けられている。
　そして2つ目のミッションである金属
資源の回収の効率化も、資源の安定供
給という視点で喫緊の課題となってい
る。近年、脱炭素社会の実現に向け、
電気自動車（EV）や再生可能エネル
ギーの普及が世界中で加速している。
それに伴い、電池に使われるニッケル、
コバルト、リチウム、モーターに使われ
るレアアースなどのレアメタルの需要は
高まるばかり。加えて、アジアを中心
に、経済発展が著しい国々では、電線
に使われる銅の需要も急増中だ。その
反面、金属の品位（鉱石中に含まれる
有用な金属の割合）が高く、地表近く
の採掘しやすい優良な鉱山はすでに開
発し尽くされている。現在、多くの鉱山
では鉱石の採掘に地下深くまで掘る必
要があるため、コストが高くなるうえ、
不純物を多く含む品位の低い鉱石が増
えている。しかも、不純物の中にはヒ素

などの有害物質が含まれるケースも増
えている。
　そのため、金属資源のほとんどを輸
入に頼っている日本では、「選鉱」技術
の重要性が高まっている。選鉱とは、
鉱石から有用な鉱物を分離する作業の
こと。鉱石を細かく砕いて粉にして、有
用な金属を含む鉱物を分離して金属の
割合を増やす工程だ。現在、選鉱工程
を経て得られる有用金属の割合は、銅
の場合20～30％程度。今後、不純物
を多く含む鉱石が増えるにしたがって、
その品位は低下していくことが予想さ
れる。低品位の鉱石から効率よく、よ
り多くの資源を取り出すために、新た
な選鉱技術の開発が求められている。

こうした問題に対し、金属資源技術研
究所では、従来の選鉱技術では対応で
きない処理の難しい鉱石に対応すべく、
日々、選鉱技術の研究開発に励んでい
る。それにより、有用な鉱物の回収効
率が高まり、これまで廃棄されていた
鉱石からも有用な鉱物が回収できるよ
うになれば、金属資源の安定供給にも
つながっていく。
　今後も金属資源技術研究所では、2
つのミッションの達成を目指し、金属
資源の安定供給と鉱害防止に貢献して
いく。

METAL
RESOURCESかつて、銅の生産量日本一を誇っていた秋田県の小坂町。

小坂町にある JOGMEC金属資源技術研究所では、
金属資源の回収の効率化と鉱害防止を目的に、新技術の研究開発を推進している。

JOGMECプロセスを開発した
金属資源技術研究所

2008年から
研究開発を
続けて
きました

1995年に秋田県北部の小坂町に設
置された JOGMEC金属資源技術研
究所。周囲には民間の鉱業拠点や研
究機関があり、共同研究も推進。金
属資源の研究に最適な立地となって
いるJOGMECプロセスの実証試験場で採集してきた坑廃水

の成分は研究所で毎日測定する。硫酸還元菌により有
害金属が除去され、含有量が基準値以下に保たれてい
ることなどを確認している

金属資源技術研究
所は秋田県北部の
小坂町に位置する。
小坂町は、1861年
に小坂鉱山が発見
されて以来、経済
や文化も鉱山産業
とともに発展し、鉱
山の町としての歴史
を歩んできた

❶日本に数台しかない最新の分析装置。鉱石に含まれる組成を測定できる
❷鉱石サンプルから、鉱物の種類とその含有量がわかる
❸選鉱技術の研究室。鉱石から金属を取り出すための一連の装置が揃う
❹鉱石から金属を溶かして取り出す技術の研究。低品位の鉱石に有用
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青森県

岩手県
秋田県

金属資源技術研究所

濱井昂弥
金属環境事業部
調査技術課

2008年入構。鉱害防止
支援業務に長く従事し、
金属資源技術研究所で
パッシブトリートメント
の技術開発に取り組む。
2018年より現職。同技
術の実用化に向け課題
解決を進める

　金属資源技術研究所では約13年間に
わたり、JOGMECプロセスの開発に取り
組んできました。JOGMECプロセスは主
に金属資源技術研究所の職員が中心と
なり、「自らの手で作業し、足で国内外の
現場を調査し、そして頭で考え」考案し
た技術です。特に欧米で導入されていた
パッシブトリートメントでは、硫酸還元菌
の餌兼すみかにウッドチップなどを使っ
ていましたが、それでは処理速度が遅く、
広大な敷地が必要でした。そこで、日本
ならではの材料として、米ぬかともみがら
を試したことがブレークスルーに。最初
は「こんなもので本当に金属を除去でき
るの？」と半信半疑でしたが、実際坑廃
水に含まれる複数種類の金属が見事に
除去されているのを確認したときは、感
激しました。最初は小さなビーカーを使っ
た実験から始まり、徐々に規模を拡大し
た結果、遂に100リットル／分の坑廃水を
処理できるようになり、ようやく実用化の
目途が立ちつつあります。坑廃水処理は、
鉱害を未然に防止するため、多くの関係
者が日々苦労しながらも、絶対に流出さ
せてはならないという気概をもって取り
組んでいる事業です。この技術の導入に
より、そういったご苦労をされている関
係者、関係業界にJOGMECならではの
貢献ができると信じ、大きなやりがいを
持って技術開発に取り組んでいます。現
在、企業や地方公共団体からの問い合わ
せも増えており、実用化への期待が高まっ
ています。導入を検討されている方は気
軽にご連絡をいただければと思います。

坑廃水処理に
従事する人々の
役に立つことが
やりがい



厳しい自然と戦いながら
無事故・無災害で
処理施設を40年間運営

　北上川の上流に位置し、岩手県と秋
田県にまたがる八幡平は標高1,400
メートルを超える山々が連なる火山地
帯。その中腹に位置する旧松尾鉱山
は、かつて東洋一と言われ、年間約100
万トンもの硫黄鉱石が採掘されてい
た。しかし1960年代に入ると、石油精
製過程由来の回収硫黄との価格競争
により経営不振となり、1972年には鉱
業権が放棄された。
　一方、鉱山操業が成長期に入った
1932年頃から、鉱山から流出する強酸
性の坑廃水が北上川の支流のひとつ、
赤川に流れ込み、日本を代表する北上
川の清流が茶色く濁り、大きな社会問
題になっていたが、鉱山会社が鉱業権
を放棄し、倒産したことから、鉱害防止
義務者が不存在の休廃止鉱山となって
しまう。その危機を救ったのが、岩手
県が建設し、1982年より県から委託を
受けてJOGMECが運営管理する「旧
松尾鉱山新中和処理施設」だ。
　JOGMECが直接旧松尾鉱山の坑廃
水処理を担う理由は大きく2つ。それ
は、坑廃水の“量”と“質”。日本に79
ある坑廃水処理を必要とする休廃止鉱
山の中でも、旧松尾鉱山新中和処理施
設が処理しなければならない坑廃水
の量は桁違いに多く、1年間で東京ドー
ム7.3杯分、約900万立方メートルに及
ぶ。旧松尾鉱山の坑内に残る膨大な硫
黄鉱石に浸透した雨水や地下水が触れ

ることで、鉄やヒ素を含む強酸性水が
生成されるのだ。
　仮に新中和処理施設が停止した場
合、北上川流域の農業用水や工業用水、
生活用水への被害は甚大で、年間500
億円（平成13年度調査当時）の被害が
生じ、流域に住む約100万人に影響が
及ぶと想定されている。一方で、八幡平
は自然環境が非常に厳しく、豪雪に加
え、雷や暴風と常に戦い続けなければ
ならない。事実、1993年には雪解け水
と大雨により赤川が氾濫。原水送水ポ
ンプ室が浸水し、ポンプ停止の危機に

見舞われる。また、同年には大規模な陥
没も発生し、急激な坑内水の水位上昇・
水量の増加という危機に直面している。
　ほかにも、東日本大震災をはじめとす
る地震などの自然災害とは常に隣り合
わせ。それでも旧松尾鉱山新中和処理
施設では、約40年間にわたり、1秒も
休むことなく、無事故・無災害で24時
間365日、坑廃水処理を実施してきた。
長年の努力を継続できたのは、関係者
の助力と「坑廃水を一滴も流出させな
い」という歴代の職員の強い信念の賜
物と言えるだろう。

❶旧松尾鉱山新中和処理施設。冬に
は数メートルの雪が降り積もる
❷施設の管理に除雪は欠かせない
❸1993年の赤川氾濫の様子。このこ
とを教訓に、毎年赤川の除雪を実施
❹かつての松川と北上川の合流点
❺1993年の陥没。坑道の老朽化や地
震などの衝撃による落盤により陥没
が発生することもあるが、ここまで大規
模なものはごくわずか

1

2

3 4

5

岩手県と宮城県を流れる東北一の大河、北上川。
その上流の八幡平の中腹に位置するのが旧松尾鉱
山新中和処理施設だ

青森県

岩手県

秋田県

JOGMECでは坑廃水処理に関する技術開発以外にも
坑廃水処理施設の運営管理も行っている。
ここでは、40年間無事故で運営を続けたその奮闘を紹介しよう。

北上川を守り続けた
旧松尾鉱山新中和処理施設の40年

鉱害を防ぐもうひとつの戦い

北上川沿いの岩手県民の生活を守る旧松尾鉱山新中和処理施設。
2022年 3月に運転開始から40周年を迎えることから、
岩手県盛岡市で記念シンポジウムを開催します。
シンポジウムでは、新中和処理施設の坑廃水処理事業の紹介などを通して、
ゲストの「のん」さんらとともに環境保護の大切さを一緒に考えていく予定です。
オンラインでも開催しますので、ぜひご参加ください。

鉱害防止やSDGs達成に向けた
関係事業者の取り組みを発信

URL: matsuo-neutralization40th.jp

40周年記念シンポジウムを開催！
『北上川から、環境新時代を考える』

2022年1月26日（水）

～明るい未来へとつながる、SDGs・カーボンニュートラルの時代へ～

時間：13:00 ～ 16:00
会場：ホテルメトロポリタン 盛岡ニューウイング（岩手県盛岡市）

応募はこちらから！
開催日時：2022年1月26日（水）13:00 ～ 16:00
開催場所：ホテルメトロポリタン
　　　　 盛岡ニューウイング4階「メトロポリタンホール」
参加定員：会場での参加定員 250名（オンライン参加は上限なし）
参 加 費：無料
応募締切：会場参加は 2022年1月14日（金）まで。
              オンライン参加は当日まで。

プログラム
基調講演・感謝状授与

13：00-13：40

13：40-14：40

・主催者挨拶、祝辞紹介
・基調講演 1
　「松尾鉱山の鉱害防止事業について」
　（岩手県保和衛副知事）
・基調講演 2
　「山と川、地球を守るということ」
　（JOGMEC廣川満哉理事）
・基調講演 3
　「SDGs、カーボンニュートラルからみる
　「水」の問題」
　（早稲田大学所千晴教授）

14：50-16：00 パネルディスカッション
〔パネリスト〕
・特別ゲスト 女優・創作あーちすと のん
・早稲田大学理工学術院
  創造理工学部 教授 所 千晴
・岩手県立大学 総合政策学部 教授 辻 盛生
・一般社団法人いわて流域ネットワーキング
 代表理事 内田 尚宏
・日本鉱業協会専務理事 矢島 敬雅　　　他
閉会の挨拶（経済産業省）

第一部

パネルディスカッション第二部

　記念シンポジウムでは、「北上川から、環境新時代を考え
る」のテーマの下、岩手県の保和衛（たもつかずえい）副知事
やJOGMECの廣川満哉理事、早稲田大学の所千晴教授によ
る基調講演のほか、著名なゲストや環境関連の専門家を招
き、北上川における環境汚染問題、旧松尾鉱山新中和処理

施設の40年の歩みを振り返ります。パネルディスカッション
を通して、自然保護の大切さとこれからの環境保護のあり方
について一緒に考えていきましょう。また、会場では、資源関
係事業者による環境対策事業やSDGsやカーボンニュートラ
ルへの取り組みなどをパネル展示により紹介する予定です。
参加希望者は専用サイトにアクセスするか下の二次元バー
コードからご応募ください。

特別ゲストに女優で創作あーちすとの「のん」さん（左）、モデレーターにIBC岩手
放送アナウンサーの神山浩樹さん（右）を迎え、シンポジウムを盛り上げていく

旧松尾鉱山新中和処理施設



①天然ガス・LNG関連情報

④海外石油天然ガス動向ブリーフィング

③石油・天然ガスレビュー

②石油・天然ガス資源情報
価格動向も資源国の動向も
無料で公開しています

　最近、連日のように報道される原
油・天然ガスの価格高騰のニュー
ス。原油・天然ガスの価格や需給
バランスは刻々と変化しており、世
界経済に大きな影響を与えること
から、その背景や今後の動向を知
りたい人も多いはず。そこで石油・
天然ガスの専門サイトでは、世界の
石油・天然ガスの開発トレンドやマー
ケットの動きに関する情報を発信し
ています。特にJOGMECには各エ
リアを担当するリサーチャーを擁す
る調査部門があり、日々、情報を収
集し、政府機関として専門的な立
場で広く情報発信しています。最近
では、エネルギートランジションを
踏まえた各国政府や石油ガス企業
の動きなども多く取り上げ、最新の
ホットなトピックスを提供しています。

価格高騰の背景もメジャーの最新動向も！

資源エネルギー情報局 　「天然ガス・LNG関連情報」では、天然
ガス・LNGをとりまく動きを俯瞰して見る
ことができます。主なメニューは「日本着
スポットLNG月次価格」「月次レポート」
「天然ガス・LNGデータハブ」「LNG売買
契約における仕向地制限等に係る調査」
の４つ。中でも注目は、「価格動向」「在庫
動向」「プロジェクト動向」を定点的に発
信している「月次レポート」です。直近の
価格動向やその要因を解説するほか、日
本と米国、欧州の天然ガス・LNGの在庫
量、世界各国の天然ガス・LNGプロジェ
クトの動向をまとめており、天然ガス・
LNGをめぐり世界で何が起きているの
か、毎月クイックにファクトを確認できま
す。また2021年度から新たに開始した
「日本着スポットLNG月次価格」では、日
本のスポットLNGの調達価格を調査して
公表しています。

　JOGMECでは、毎月「海外石油天然ガ
ス動向ブリーフィング」と呼ばれるオンラ
インセミナーを開催しています。調査部
の職員が、担当するエリアにおける石油・
天然ガス関連のトピックスを30～40分に
わたり解説するというものです。オンライ
ンセミナーは事前登録により参加でき、
質疑応答なども可能です。当日参加で
きなくても、後日「JOGMEC channel」
（YouTube内）のバックナンバーから視聴
することもできます。

　「石油・天然ガス資源情報」では、調査
部の各エリアの担当者や、海外事務所の
現地職員が収集したホットなニュースを
発信しています。開発プロジェクトの進
展や生産国の動向など、世界の最新動向
を日本語で知りたいときにチェックしてく
ださい。

JOGMECではHPを通して、資源・エネルギーに関する情報を無償で発信しています。
石油・天然ガスや金属資源に関する最新動向などを、誰でも自由に閲覧できます。
ここでは各種コンテンツの内容と利用方法を紹介していきましょう。

石油・天然ガス
に

ついて調べたい

石油・天燃ガス資源情報

URL: oilgas-info.
jogmec.go.jp

石油・天然ガスに関する各種情報を
専門サイトで発信中です。HPのトッ
プページにある「専門情報サイト」を
クリックすれば簡単にアクセス可能。

「データハブ」にも注目！
多彩なデータをエクセルで提供

ニーズの高いテーマを選んで
わかりやすい解説を配信

④海外石油天然ガス動向ブリーフィング

　石油・天然ガスに関する詳細な情報を
得たい人や業界全体を深く理解したい人
は「石油・天然ガスレビュー」をチェック。
奇数月に発行しており各種トピックスを調
査部の職員や外部専門家が詳しく解説し
ています。

専門家の視点で
話題のテーマを深堀り

③石油・天然ガスレビュー

業界のホットトピックスを
地域ごとに発信

②石油・天然ガス資源情報

天然ガス・LNGに関わる
情報を包括的に発信

①天然ガス・LNG関連情報

「天然ガス・LNGデータハブ」では、天然
ガス・LNGに関する世界の統計情報やプ
ロジェクト・企業情報などあらゆる情報・
データを年ごとに発信しています。

JOGMECでは日々天然ガ
ス・LNG価格を追ってお
り、「月次レポート」では
値動きや在庫量とその要
因を分析しまとめている

従来オフラインで開催していた「海外石油天然ガス動
向ブリーフィング」。コロナ禍を機に現在はオンライン
で開催中

「石 油・天 然
ガス資源情
報」上 部 メ
ニューの「天
然ガス・LNG
関連情報」→
「日本語」とク
リック

「天然ガス・LNG関連情報」の中の「天然ガス・
LNGデータハブ」をクリック。エクセルで多彩
なデータを提供している

天然ガス・
LNG
価格動向

毎号60ページ以上で、業界や資源エネルギーに関す
る分析記事を掲載

年次を選ぶと
タイトルから記
事を選べるの
でおすすめだ

わかりやすさや見
やすさにこだわり、
できるだけ各種
データを表やグラ
フで掲載している

エリア担当や海外事務所現地職
員が収集した新鮮な情報を日本
語で読むことができる

上部メニュー
から「レポー
ト・刊 行 物」
→「石油・天然
ガス資源情
報」とクリック

上部メニュー
「レポート・刊
行物」→「石油
・天然ガスレ
ビュー」を選
択

上部メニュー
の「セミナー・
報告会」をク
リック。受講
したい セミ
ナーを選択



内容と深さにこだわって
幅広いデータを発信

　脱炭素社会への世界的な取り組みが進
む中、レアメタルや銅の需要が高まってい
ます。JOGMECでは専門サイトを通し、鉱
種別、資源国別に、金属企画部調査課や現
地事務所の職員が、価格や生産量、需給動
向などさまざまな情報を発信しています。

　金属資源に関する各国のニュースを知
りたい場合は、各国の鉱業ニュースを毎
日発信している「ニュース・フラッシュ」
をチェック。これらのニュースをまとめ、
専門家の視点で分析したものが「金属資
源レポート」です。鉱種別や国別にまとめ
られており、より深く理解できるでしょ
う。金属資源に関するホットなトピックス
とその背景についてより簡潔に知りたい
人向けには、「カレント・トピックス」も用
意しています。各国、企業が開催した各
種セミナー等で得られた情報を発信して
いるため、業界の最新の動きを知ること
ができます。

金属資源に関する情報を専門サイト
で発信中。HPのトップページにあ
る「専門情報サイト」をクリックすれ
ばさまざまな情報を入手可能。

　非鉄金属（銅、亜鉛、ニッケル、金・白金族）に関する価格および需給動向に関する内
容を毎月まとめている「非鉄金属市況と需給動向」。鉱種ごとの需給動向や在庫状況、
在庫の推移、市況動向など、資源価格に関わる情報を、表やグラフでわかりやすく掲載
するほか、資源メジャーの動きや需給動向など、市況に影響を与えた出来事などを簡潔
に示しています。近年の脱炭素化の動きに伴い電気自動車（EV）などの普及が進む中、
銅やニッケル、白金族への関心が高まっており、閲覧者数が増えているレポートです。

価格動向を中心に
鉱種ごとの情報を毎月発信

②非鉄金属市況と需給動向

最終製品までの流れを
鉱種ごとに整理・発信

③鉱物資源マテリアルフロー

金属資源情報

URL: mric.jogmec.go.jp

「カテゴリーを選択」から、内容や深さなど
ぞれぞれのニーズに応じて10種類のレ
ポート・刊行物を無償で提供中。ここでは、
主なレポート・刊行物の特徴や内容を紹介
していきましょう。

金属資源
レポート

カレント・
トピックス

「金属資源レポート」は各種金属の需
給動向や技術動向、資源国の動きなど
をまとめたもの。最近はバッテリーメ
タルなど、下流を意識した情報も発信

金属資源
に

ついて調べたい

「ニュース・フラッシュ」では各国の鉱
業ニュースを毎日掲載。現地で報道
されている金属資源に関するニュー
スを日本語に訳して発信している

「カレント・トピックス」は金属資源に
関するホットなトピックスとその背景に
ついてまとめたショートレポート。海外
事務所の職員などが随時アップする

ニュース・
フラッシュ

JOGMECでは2014
年4月から毎月1回、
非鉄金属に関する価
格および需給動向に
関するレポートを発
行。グラフや表を使
い動向をわかりやす
く表示

金属価格の推移を毎
日ウォッチしており、
主要非鉄金属の鉱種
別の価格推移を1日単
位で見ることができる

それぞれの金属
の主な生産国と
消費国、貿易状
況なども掲載し
ている

金属資源がどんな素
材に加工され、どの
用途に使われている
かがわかる

　ベースメタルおよびレアメタルの国内需給、輸出入動向などを
調査、分析した「鉱物資源マテリアルフロー」。年1回発行してい
る本資料では、原料としての鉱物資源が下流の最終製品に至る
までのマテリアルフローを鉱種別にまとめ、発信しています。金
属資源の生産から利用まで、全体的な流れを鉱種別に把握した
いときに有用です。現在、22種類の鉱種に関する情報を提供して
います。

注目度の高い資源国の
トピックスや政策を紹介

④世界の鉱業の趨勢

資源国の概要を紹介するレポート。国ご
とにトピックスなどを掲載

データ集はプロジェクトの場所や投資企
業一覧、需給動向などを掲載

　各国の鉱業の概要を調査・分析してまとめた「世界の鉱業の趨
勢」。注目度の高い約45カ国について、地質学的なポテンシャル
や政策、現在進行中の資源開発プロジェクトなどを毎年、国ごと
に発信しています。「世界の鉱業の趨勢2020」からは、鉱業に係
る動向を解説する概要と、豊富な統計データをまとめたデータ集
の2部構成にすることで、俯瞰的な理解と詳細な情報収集の両
面に応えています。資源国単位で動向を知りたいときに便利です。

●ニュース・フラッシュ

●金属資源レポート／
　カレント・トピックス

「ニュース・フラッ
シュ」は専門サイ
トのTOPに掲載
されている。担
当の海外事務所
や国・地域でソー
トできる

ページ上部
の「カ テ ゴ
リーを選択」
→「金属資源
レ ポ ート」
「カレント・ト
ピックス」を
それぞれ選
択しよう

ページ上部の「カテゴリーを選択」
をクリックしたら、コンテンツ一覧
が表示。「非鉄金属市況と需給動
向」「鉱物資源マテリアルフロー」
「世界の鉱業の趨勢」のうち読みた
いものを選択しよう

①各種レポート

②非鉄金属市況と需給動向
③鉱物資源マテリアルフロー
④世界の鉱業の趨勢

性格の異なる3つのレポートで
金属資源の“今”を発信

①各種レポート



　CCSという言葉を聞いたことはありますか？　CCSと
は、二酸化炭素（CO₂）を回収し、地中に貯留する技術で
す。2015年のパリ協定で合意された「世界の平均気温上
昇を産業革命以前に比べて1.5度に抑える」という目標の
達成に不可欠とされている重要な技術です。
　CCSを推進するうえでは、CO₂をどこに貯留するか、ど
のように経済性と両立させるか、そして国内だけでなく国
際的な枠組みで、どのように制度を策定するかも喫緊の
課題です。そうした環境の中、CCS推進グループでの私
の役割は、主に2つあります。
　1つ目は、CCS事業が先行しているヨーロッパ、アメリ
カ、カナダ、オーストラリアでのCCS動向の情報収集、調
査、分析。2つ目は、世界全体でCCSを普及させるための
国際連携。これには、CCSによるCO₂削減量算定の国際
的なルールづくりの推進も含まれます。気候変動は国境
を超えた問題なので、CCSも世界全体で協調して進める
必要があります。
　CCSプロジェクトの成功に国際連携は不可欠です。
CCSは、数十年単位のスパンで多様なステークホルダー
が関わる規模の大きな事業で、いまのところ確立した
CCSのビジネスモデルは存在していません。課題を一つ
ひとつクリアするためには、国際連携による制度設計や
技術の知見の共有が鍵です。
　私は元々、アメリカの大学で音楽を専攻し、長年、多様
な人種、文化の人 と々音楽を一緒に作っていました。機構
職員としては珍しい経歴だと思います（笑）。このユニー

クな経験は、個性豊かなチームメンバーとの協力やさまざ
まな国や地域、関係機関との国際連携業務にとても役立っ
ています。
　目下、メンバーが一丸となって取り組んでいるのがCCS
ガイドラインの作成です。これは、日本企業がCCSを実
施するうえで、JOGMECとして推奨する作業指針を示す
もので、CCS普及の後押しになれば、という想いで作って
います。メンバーがそれぞれの強みを活かし、試行錯誤し
ながら協力して仕事を進めるプロセスは、音づくりととて
も似ています。
　CCS推進グループ以外にも、JOGMECが組織全体で
カーボンニュートラルを推進するための企画立案をする
カーボンニュートラル推進本部にも所属しています。資源
業界の方 と々の意見交換や横連携の強化を目的としたイ
ベントの開催などを行い、2050年のカーボンニュートラ
ル達成に貢献するべく日々活動しています。
　このように、エネルギーと地球環境問題という非常に
重要な事業に関わっていることから、小学1年生と保育園
児の2人の子どもにも、気候変動などについて話して聞か
せることがあります。先日、出勤しようとしていると、子ど
もが「お母さんは二酸化炭素を急いで埋めにいかないと
いけないんだね！」と送り出してくれたので、子どもなりに
私の仕事を理解してくれているのだなとうれしく思いまし
た。気候変動とエネルギーに対する意識がこうして若い世
代に受け継がれていくことを少し誇りに思ったりします。
　今後もJOGMECの強みを活かし、国際連携による
CCSの普及に取り組むことで、エネルギーの安定供給に
貢献していきます。

国際社会とのハーモニーを大切に

気候変動に配慮した

エネルギーの安定供給に貢献します

カーボンニュートラル事業やCCS事業を担当する西岡さくらさん。

元々音楽家で、多様な人種や文化を持つ人々との豊富な音楽経験を

国際連携という役割に活かしています。

そんな彼女に、現在の事業に対する思いを聞きました。

JOGMECの持続可能な開発目標（SDGs）への取組方針はこちら
URL: www.jogmec.go.jp/about/about_jogmec_01_000018.html

大学での勤務を経て2013年入
構。資源外交、経営企画等の業
務を経て、2020年よりCCS推進
グループ、2021年よりカーボン
ニュートラル推進本部にて現職。
博士（社会科学）

西岡さくら
カーボンニュートラル推進本部総括・企画チーム
CCS推進グループ総括・国際連携チーム

人事部ダイバーシティ推進室

サステナブルな世界を創る
JOGMECのお仕事。

第 3回
人々が幸せに暮らせる社会をつくる
ひとつの原動力になりたい

110月20日 に 開 催 さ れ た
「Japan-Asia CCUS Forum 
2021」では、西岡自身も講演者と
してスピーチ
2カーボンニュートラル推進本
部では JOGMEC内外問わずさま
ざまなイベントを開催。裏方に回
り、イベントの運営をサポート 1 2


