
第8話
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。

需要急増中のリチウムをはじめ
多くの金属が海水に溶けている

　「金属資源が存在する場所」として、どんな場
所を思い浮かべますか？　鉱山というくらいな
ので「山」を思い浮かべる人もいるでしょう。都
市鉱山という言葉から、「都市」を思い浮かべる
人もいるかもしれませんね。でも、「湖」や「海」
を想像する人は少ないのではないでしょうか。
　実は多くの金属が、「湖」や「海」に溶けてい
ます。電気自動車や携帯電話のバッテリーなど

に使われ、近年、需要が急増しているリチウム
（Li）もその一つです。リチウムの主要生産地で
あるチリでは、アタカマ塩湖のような塩分濃度
が高いかん水からリチウムの抽出が行われてい
ます。また、地球表面の70%を占める海には膨
大な量のリチウムが存在すると言われていま
す。しかし、海水に溶けているリチウムは濃度
が低いため、現時点では経済的な回収が困難
です。私たちの目に見えない状態で存在してい
る多くの金属が資源として利用できる、そんな
日がいつかくるといいですね。
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日本近海の海底に眠る
海洋資源の分布や量を
調査することです
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特 集

海底の掘削調査のほか、
音波を使用した
地形調査も行っています！

海底の鉱石を船に運び揚げる
技術の開発なども進めています！

海洋資源調査船『白嶺』の役割って？
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船上設置型掘削装置

RESEARCH
ABILITY

鉱物資源の安定供給を目指し
日本周辺の海底に眠る鉱物資源の
調査・開発を推進

　世界第6位の広さの排他的経済水域を持
つ日本。その海域内には、海底熱水鉱床やコ
バルトリッチクラストなど、多くの鉱物資源が
眠っている。JOGMECでは、これら海洋鉱物
資源の調査を目的に、2012年に海洋資源調
査船「白嶺」が就航し、調査を実施。陸上より
はるかに難度が高い海洋で鉱物資源の調査
をするため、白嶺は多くの最先端機器を搭載
している。
　まず、調査の初期段階では、音波探査機器
やファインダー付深海カメラ、有索式無人潜
水機（ROV）を用いることで、海底の地形や
表層の鉱物資源の分布などを把握できる。
ROVは、搭載されたカメラで海底面の様子を
見ながら採取する鉱石を決めたり、装着され
たマニュピレーターを利用して直接採取する
ことも可能だ。大きな塊状試料などを採取し
たい場合には、ファインダー付パワーグラブ
を使用する。表層の鉱物資源の分布状況の
把握に引き続き、鉱体の厚さを確認するため
の調査が掘削調査だ。白嶺では、海底鉱物資
源の種類などに応じて2種類の掘削装置を使
い分けている。1つ目は、船から海底までパイ
プをつなげて、海底の掘削を行う船上設置型
掘削装置。2つ目は、船とケーブルでつないだ
掘削機器を海底面まで下ろし、着底した場所
を掘削する海底着座型掘削装置だ。船内には
6つの研究室があり、採取した試料をその場
で分析することもできる。

JOGMECが管理・運用する海洋資源調査船「白嶺」。
これまでさまざまな海洋鉱物資源を調査し、大きな成果をあげてきた。
まずは白嶺が誇る調査能力を紹介しよう。

海の底で発揮する
白嶺の調査能力

深海でも
調査が
可能です

■白嶺による調査の概念図

■主な大型調査機器

大きなやぐらの
ような船上設置
型掘削装置。約
10mのパイプを
数百本つなげる
ことで、最大水
深2,000ｍの海
底から海底下
400m掘削する
ことができる。
白嶺のシンボル
とも言える装置
で、現在の掘削
調査のメインプ
レーヤー

船体の揺れが最も小さい中央部に、甲板か
ら船底まで開けてある開口部（ムーンプー
ル）から機器を海中に降ろすことができる

有索式無人潜水機（ROV）

ケーブルを通じて掘
削装置を海底に沈
め、着底した場所を
掘削する海底着座型
掘削装置。海底熱水
鉱 床は、最 大 水 深
3,000ｍで海底下50
ｍ掘削できる掘削装
置を、コバルトリッチ
クラストは、最大水
深3,000ｍで海底下
50㎝を掘削できる掘
削装置を用いる。な
お、最大水深6,000
ｍで 海 底 下20ｍ掘
削可能な掘削装置も
有しており、計3台を
運用することが可能

海底着座型掘削装置

高性能カメラを使った海底観察やロ
ボットアームによる試料採取のための
装置。船上で海底の様子をリアルタイ
ムに確認できるため、海底の状況に応
じて遠隔操作できる

ファインダー付パワーグラブ

6本の大きな鉄の
爪（左）と大きな
シェル型のバケッ
ト（右）を装備し
た、海底の試料を
採取する装置。コ
バルトリッチクラ
ストなど海底に堆
積する試料を直
接採取できる

船上からの遠隔
操作で海底の様
子や掘削装置を
観 察したり、ロ
ボットアームで試
料採取を行う

電導度水温と深
度センサーを搭
載した採水器。
船上からリアル
タイム観測と任
意の水深での採
水が可能

ターゲットとなる海底までパ
イプをつないで掘削する。
地形が急峻な場所でも掘削
できる

内径74mm、長さ60cmの採泥
管を8本搭載した採泥器。海底
の泥などの堆積物や海水を撹拌
することなく採取できる

深い水深での掘削が可能な装
置。海底に設置しコアと呼ばれる
円柱状の地質試料を採取する

6本の鉄の爪や大きなシェル型のバ
ケットを油圧で開閉し、海底の試料
を採取する

ワイヤーの先端に付けたバケッ
トで試料を採取する装置。主に
マンガン団塊の採取に使う

さまざまな最先端機器を使い、広域の音波探査からポイント
を絞った掘削調査まで、幅広い海洋資源調査に対応する。深
海で稼働できるよう、ほとんどの装置は耐圧仕様となっている

TVカメラやスチールカメラを搭
載した装置をケーブルにより曳
航し、連続的に海底面をリアル
タイムで観測する

海底表面の地質や性質、状態、海
底の地形を音波を使って調査する

エアガンで発生させた音波を受
信。音波は海底や地層の境界で
反射するため、その差から地形
や地質状況を推測する

二次元音波探査を行う際に、海上
で音波を発生させる。海底の地形
を調査するために欠かせない

水 深20～11,000mま で
の海底地形や水中音響
異常などを抽出するため
の音響測深装置

低周波の音波を
発振して、海底の
表層の堆積物を
調べることがで
きる音響装置

船上設置型掘削装置



HIDDEN
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白嶺の調査能力は、機器を搭載するだけでは完結しない。
実は、船底にある装置を活用した能力が必要不可欠だ。
ここでは、その船底の力を紹介しよう。

海底探査に必要不可欠
船底の隠れた能力

そのすごさは
見えない
ところに
ありました

アジマス推進器 バウスラスター

海上でも1メートル以内に
留まれる定点保持能力

　海底の鉱物資源調査の最も難しいところは、海流や
風、波により、調査船の停泊位置がずれること。海底
熱水鉱床などの鉱床を掘削する場合、水深2,000メー
トルの海底と調査船を直径約30センチのパイプでつ
なぐことになり、調査船の位置がずれればパイプが折
れる危険がある。それに対応するのが、「自動船位保
持装置（DPS：Dynamic Positioning System）」だ。

　DPSとは、船底に装備した2つの「アジマス推進
器」と3つの「バウスラスター」を精密に制御すること
で、船位を定点保持する機能。メリットは安全性だけ
でなく、効率的な調査にも貢献する。たとえば調査中、
近くで台風や積乱雲が発生すると、掘削を中断し、一
度退避し、天候が回復してから掘削を再開する必要が
ある。そのとき、数十センチ単位で船位を調整できる
白嶺は、途中まで掘った30センチほどの穴にドリルを
再度入れることができるのだ。調査再開時に新たな
穴を掘る必要がなく、効率的な調査が可能となる。

上）船舶を横方向に動かすためのトンネル式バウスラスター。調査船のほかクルーズ
船や軍艦など大型船に搭載していることが多い
下）昇降旋回式バウスラスター。アジマス推進器のように水平方向に360度回転させ
ることができる

白嶺が搭載するアジマス推進器。巨大なプロペラは圧倒的な存在感。白嶺の船底後
方に、左右に1基ずつアジマス推進器が装備されている。

佐藤 正氏

海洋技術開発株式会社
白嶺 船長

1989年、東京商船大学航海学科、同
年10月、乗船実習科を卒業。同年
12月、海洋技術開発株式会社入社。
三等航海士として白嶺丸、第２白嶺
丸に乗船した後、二等航海士、一等
航海士を経て2021年1月より現職

　豪華客船などの商船や、荷物を運ぶための貨物船など、船にはさまざま
な種類があります。船はどんなものでも、進めて舵を取れば曲がってくれま
すが、白嶺は資源調査船です。他の船とは違い、「1カ所に留まる」という特
殊な操作が求められます。
　船を海上に留めるのはDPSでほぼ自動ですが、それでも完全にまかせる
ことはできません。天気予報の精度が上がった今でも、海の天候は思い通
りにならず、外力、つまり風や潮、波の動きが刻一刻と変化し、予想していな
かった変化を見せることがあります。そのようなときはそれに合わせて船の

　船舶の推進装置の一種。水平方向に360度回転するポッドに巨
大なプロペラを備え、DPSで精密に制御している。これにより、
360度、あらゆる方向からくる波や風などの外力を相殺し、船の方
向を変えたり、船の位置を維持できる。しかも、白嶺は音響装置を
使って海底の地形や鉱物資源の調査を行うため、船から発生する
振動や雑音をできる限り抑えなければならない。そのためアジマス
推進器およびバウスラスターを含めた船の動力はすべて電気。船
を動かす際に発する雑音は60デシベルに抑えられている。

　「バウスラスター」とは、船舶を横方向に動かすための動力装置。
これにより、舵とアジマス推進器だけでは実現が難しい、横方向の
動きを船舶に与えることができる。白嶺には船首に近い場所にトン
ネル式バウスラスターが2つと、中央付近に昇降旋回式バウスラス
ターが1つ搭載されている。トンネル式バウスラスターは船の右舷
と左舷を貫通するトンネルの中に取り付けられている一方、昇降旋
回式バウスラスターは必要なときに船底から下ろすもので、アジマ
ス推進器と同様、水平方向に360度方向を変えることができる。

安全を第一に考えながら

操船という役割で海洋資源調査をサポートします

■海洋資源調査船『白嶺』DATA

・全長：118.3m
・深さ：9.2m
・航海速力：15.5ノット
・最大搭載人員：70名

・幅：19.0m
・総トン数：6,317t
・航続距離：約 9,000海里

白嶺の船長さんに話を聞きました
向きを変えなければなりません。空や雲の様子から天気を予測することを
観天望気と言いますが、まさにその重要性が身に染みる毎日です。天気以
外にも、地震に伴う海のうねりや海底火山の噴火といった自然災害にも注
意が必要です。2021年、海底火山の噴火に伴う大量の軽石が発生したこと
を覚えている方も多いのではないでしょうか。当時、白嶺はまさに掘削調査
中で、軽石による運行への影響が懸念されましたが、適切な対応により、安
全に航行することができました。
　このように、資源調査船である白嶺の航海は、四六時中、気を抜くことが
できません。それでも、調査がうまくいけば、JOGMECの調査員の方々をは
じめみなが笑顔になり、私も彼らの笑顔を見ることをうれしく感じます。こ
れからも、JOGMECの海洋資源調査に白嶺の操船という役割から貢献して
いきたいと思います。



新たな鉱床発見、鉱量増加を目指し、

新たな調査手法にも挑戦していきます。

MARINE
RESOURCE
SURVEY

海洋資源調査
の担当者に
聞きました

海洋資源調査において、白嶺の能力はどのような意味を持つのか。
白嶺で鉱物資源の調査を実際に行う本居正幸に

海洋鉱物資源調査に白嶺がもたらした効果について話を聞いた。

就航 10周年を迎えた海洋資源調査船、白嶺。
2012年の就航以来、沖縄、小笠原付近を中心に
毎年多くの調査を実施。
さまざまな海底資源鉱床の発見、
そして生産技術の試験を行ってきた。
ここでは、これまでの成果を年表で振り返り、
海洋資源調査の今を紹介する。

海洋資源調査に
白嶺がもたらしたものとは？

白嶺10年の歩み

海洋資源調査船「白嶺」完成2012

2013

2014

2015

2016

2017

採掘要素試験機による
海底熱水鉱床の掘削試験に成功

沖縄海域に大規模な
海底熱水鉱床を発見

沖縄海域で2つの海底熱水鉱床を確認

沖縄本島北西沖に
新たな海底熱水鉱床を確認

国際海底機構とコバルトリッチクラストの
探査契約に調印

久米島および沖永良部島沖で
新たな海底熱水鉱床を確認

沖縄県久米島沖に
有望な海底熱水鉱床を確認

2018

2019

2020

2021

2022

世界で初めて
海底熱水鉱床の連続揚鉱に成功！

世界初！
コバルトリッチクラストの掘削試験に成功！

伊豆・小笠原海域青ヶ島沖に
新たな海底熱水鉱床を確認

奄美大島沖に
有望な海底熱水鉱床を発見

白嶺の能力、搭載機器で
効率的な資源量調査が実現

　2012年の白嶺就航から10年が経ち
ました。約1カ月の航海を年に10回行
い、物理探査や資源量の調査を進めて
います。航海には JOGMEC職員も4
名以上乗船し、全体を指揮する団長、
取得した試料を分析する地質担当、音
響調査を行う物理探査担当でチームが
構成されます。
　私が担当する物理探査の役割は、鉱
床を見つけることです。我々が鉱床を
発見して初めて掘削へとフェーズが移
行し、資源量評価へとつながるため、海
洋資源調査の第一歩と言えるでしょう。
　白嶺の物理探査では、マルチビーム

測深器（MBES）と呼ばれる音響測深
装置が使われます。多数の音波を海底
に向けて発生させ、その反射を捉える
ことで、海底の様子を広範囲に、正確
に知ることができる装置です。「面でと
らえる魚群探知機のようなもの」という
とわかりやすいかもしれません。海底
熱水鉱床を見つけるには、この装置で
“プルーム”と呼ばれるゆらぎ（音響異
常）を探します。MBESでは、海底から
湧き上がるもやのような姿で観測でき
ます。このプルームは海底からの熱水
やガスなどの活動を反映していると考
えられ、海底熱水鉱床を探す指標とさ
れています。出航前に精密地形調査や
海底観察サンプリング調査を計画し、
実施していますが、広大な海底からプ
ルームを見つけることは容易ではあり
ません。以前、奄美大島周辺海域の調
査でプルームを発見しましたが、自ら
調査計画を立案し、プルームを発見で
きたことは私自身の一番の思い出であ
り、物理探査担当としてとても大きなや
りがいを感じた瞬間です。
　この10年、資源量調査が飛躍的に
進みました。その背景には、白嶺自体
の性能、搭載するさまざまな機器が大

きく貢献しています。雑音が小さく抑え
られた駆動装置は音響調査の精度向
上を支え、効率的なプルーム発見につ
ながります。掘削段階では、DPSによ
る定点保持機能を搭載していること
で、船上設置型掘削装置の利用が可能
になり、鉱床の広がりを立体的に評価
できるようになりました。
　そうした白嶺の驚くべき能力、そして
10年間にわたって調査に関わった多く
の方々の努力により、JOGMECは、沖
縄近海および小笠原近海を中心に、海
底熱水鉱床およびコバルトリッチクラ
ストの資源量に関わるデータを少しず
つ蓄積してきました。現在、日本の排
他的経済水域には、多くの鉱物資源が
眠っていることが確認されています。
陸上に比べ、海洋の鉱物資源の採掘は
コストも難度も比べ物にならないほど
高いですが、資源外交上、国内資源で
あるということが重要です。そのため
には、国内に海洋鉱物資源がどれくら
いあるのかをより正確に把握すること、
さらに、海洋鉱物資源を採掘するため
の技術を確立することが不可欠です。
今後も資源の安定供給に向け、海洋鉱
物資源の調査にまい進していきます。

金属海洋資源部
海洋資源調査課

本居正幸
2013年早稲田大学大学院創
造理工学研究科地球・環境資
源理工学専攻探査工学研究
室を卒業し、JOGMECに入構。
資源探査部探査第3課、探査
技術開発課を経て、2018年よ
り現職。物理探査を担当し、
これまで6航海に参加、通算
半年程度を船で過ごす

沖縄本島の北西、水深1,600m
で、日本企業と開発した採
掘要素試験機を用いて海
底熱水鉱床を対象とした世
界初の掘削試験を実施。軟
弱な泥の上での約30mの
走行試験などを行った

沖縄海域で海底熱水鉱床調査を実施。海底面付近の鉱床
に亜鉛、鉛、金等が豊富に含まれ、資源量は340万トンと算
定。加えて、より深い深度に、大規模と推測される海底熱水
鉱床の新鉱体の存在を確認

沖縄本島北西沖に海底熱水鉱床を発見

南鳥島の南東沖の公海域
において、コバルトリッチ
クラストの探査活動を行う
ための探査契約に調印。
公海域の深海底鉱物資源
を管理する国際海底機構
との契約により、コバルトリッチクラストの探査鉱区の15
年間にわたる排他的権利が確保され、将来の開発に向けた
探査活動が可能になった

有索式無人潜水機（ROV）を使った調査で海底熱水鉱床を
発見。多数のチムニー、マウンドで構成され、銅、亜鉛など
が高品位で含まれていることを確認

伊平屋島北西に、銅、鉛、亜鉛、金、銀を含む海底熱水鉱床
を発見

沖縄県久米島沖、鹿児島
県沖永良部島沖で海底熱
水鉱床を発見。いずれの
鉱床でも広い範囲に分布
しているのを確認

沖縄近海の海底約
1,600mの海底熱水鉱
床を掘削、集鉱し、水
中ポンプで海水ととも
に連続的に洋上に揚げ
るという世界初の採
鉱・揚鉱パイロット試
験を実施し、見事成功。
一連のシステムの技術
的検証やデータ取得を
行った。周辺環境への
影響も事前に検討し、
深刻な影響が生じない
ことを確認し、試験後
も継続して環境影響評
価を実施している

南鳥島南方の排他的
経済水域内で、世界で
初めてコバルトリッチ
クラストの掘削試験に
成功。海底熱水鉱床用
に開発した採掘機をコ
バルトリッチクラスト
用に改造して試験を実
施し、海底の傾斜地や
砂地を含む条件のも
と、掘削効率や走行性
能などの掘削技術に関
するデータを取得する
とともに、649キログラ
ムのコバルトリッチク
ラスト片を回収した

伊豆諸島青ヶ島沖で高品位の金・銀を含む銅・鉛・亜鉛を主
体とした海底熱水鉱床の存在を確認

鹿児島県奄美大島沖で、沖縄海域の他の海域よりも浅い水
深にある海底熱水鉱床を発見。調査対象海域の拡大の可
能性を見出す



海外で進む地熱利用と
地熱発電の魅力

安川　2021年11月22日に福島県会
津若松市で開催した「地熱シンポジウ
ム」では、パネルディスカッションにご
登壇いただきありがとうございました。
小橋　こちらこそ、地熱に関する意識
が高まりました。安川さんが2022年1
月に国際エネルギー機関（IEA）の地
熱部門（GIA）の議長に就任されたと伺
いましたがどんな役割なんですか？
安川　GIAは地熱の利用促進を目的

に、地熱技術に関する情報の収集と共
有を図るための組織です。世界的には
地熱の発電量は増えていますが、技術
情報交換が進んでいないので、今後ど
のように進めていくかを話し合う予定
です。また、加盟しているのはわずか
15カ国ですので、加盟国を増やしてい
く方針です。
小橋　現在の国内外の地熱発電はど
のような状況なのですか？
安川　海外では年々増えてきています。
特に最近はトルコやインドネシア、ケニ
アでの増加が顕著です。資源さえあれ

ば、安定的かつ比較的安価に発電でき
るので注目されています。また、ヨー
ロッパでは二酸化炭素排出量が少ない
再生可能エネルギーとして、地熱資源
にあまり恵まれない地域でも、小規模
の地熱発電を行うところが増えていま
す。日本でも、温泉地でのバイナリー
発電等、地域の特性を活かした開発は
進んでいるものの、海外と比べると十分
な開発が進んでいないのが現状です。
小橋　環境保護や自然エネルギーの
循環という長期的な視点で見ると、地
熱発電の経済合理性は高いと思います

いいわけではないんですね。
安川　長所、短所を活かし、いろいろ
な発電方法を選んでいくことが重要で
す。太陽光発電も地熱発電も別々のメ
リットを持っています。太陽が照ってい
る時間に使わなければ蓄電池に充電す
るしかない太陽電池は、食材に例える
とお魚のような発電方法です。新鮮な
うちはお刺身として食べ、余ったら干物
として保存するといったイメージです。
小橋　おもしろいですね。地熱発電は
どんなイメージですか？
安川　地熱発電は大豆のイメージで
す。枝豆にも、乾燥させて保存食にも
できる大豆は、常に発電できていつで
も使える地熱と似ています。さらに、豆
腐やしょうゆ、味噌に加工できる点は、
観光や農業など、使い方の幅が広い地
熱発電の特徴と重なる感じがします。

海外と国内で差のある
地熱の活用事例

安川　地熱は多くの可能性のある資源
ですが、海外では広く活用される一方、
日本ではまだまだ理解が進んでいない
のが現状です。小橋さんは海外に行か
れることが多く、海外の地熱利用施設
をよくご存じと伺いました。
小橋　以前、アイスランドの一大観光
地、ブルーラグーンに行きましたが、世
界最大の屋外温泉プールは圧巻でし

た。周辺には、地熱により冬でも収穫
できるトマト農園があり、隣接するオー
ベルジュで素晴らしい料理を提供して
いて、地熱と観光が上手に融合してい
ました。
安川　オーストリアには、自ら地熱発
電をしているホテルがあります。すごく
ファッショナブルで素敵なんですよね。
有名な芸術家が建てたということで、
いつも大勢の宿泊客であふれていま
す。日本でも、伊豆の熱川バナナワニ
園が地熱を使ってバナナなどの熱帯植
物やワニを育てています。
小橋　僕も熱川バナナワニ園には行っ
たことがありますが、あそこも地熱を利
用していたとは知りませんでした。
安川　日本でも地熱活用の例はあるん
です。岩手県八幡平市では地熱の蒸
気で生地を染める「地熱染め」を行っ
ていたり、福島県の土湯温泉では地熱
発電に使った温水でエビの養殖を行う
など、地熱を観光に活用しています。
ただし認知度は限定的で、より多くの人

に知ってもらうことが大きな課題です。

新しい価値を生み出し
広めていくことが重要

安川　小橋さんは花火とテクノロジー
を融合させたエンターテインメント
『STAR ISLAND』などに携わっていた
り、多くのイベントを成功させていま
す。地熱の魅力を広めるには何が必要
だと思いますか？
小橋　人々がファンになるような、新し
い価値を訴求することだと思います。
『STAR ISLAND』は伝統文化の花火と
テクノロジーを組み合わせたイベント
ですが、別のイベントで花火師さんと話
していたとき、「広告収入が減っている
ため、小規模にして有料化しないと生
き残れない」と聞きました。そのとき2
つの違和感を覚えたんです。1つは「今
まで無料だったものをそのまま有料に
して受け入れられるのか」ということ。
もう1つは、「伝統を守るだけでいいの
か」ということです。
安川　「伝統を守ろう」ということは花

火に限らずよく言われることですが、な
ぜ違和感を覚えたのでしょうか？
小橋　伝統とは、大昔の人たちがもの
すごい熱量を込めて、それまでにな
かったものをクリエイトしたものだと思
うんです。だからこそ、当時、それを体
験した人たちは全身鳥肌が立つような
体験をし、後世に残そうとしたはずで
す。それが今になって「伝統を守ろう」
と若い人に押し付けても、「しなければ
ならない」意識が先行します。それで
はファンが増えないんです。やはりファ
ンが増えないと伝統を残していこうと
いう気持ちになりません。花火もこの
時代の才能やテクノロジーを融合し
て、新しいエンターテインメントとして
昇華させたいと感じたんです。
安川　『STAR ISLAND』の背景にはそ
んな熱い想いがあったんですね。
小橋　地熱も同様で、メリットを単純
に押し出すのではなく、何か新しい価
値を生み出す必要があると感じていま
す。地熱があることによって、自分たち
の生活がこんなに豊かになるとか、新た
な魅力的な観光地ができるとか、地熱

と個人との関係性が構築されて、初めて
自分事になり、地熱発電の存在やメリッ
トが認知されていくのだと思います。

才能豊かな人が集まることで
地熱の可能性はもっと広がる

安川　地熱で豊かになるという点で
は、海外では地熱を使って農作物を栽
培しているところが多いです。同様に、
日本でも農業や料理などの切り口で地
熱をアピールできると思っています。
小橋　今、農業を始める若者が増えた
りと、農業が見直されてきていますよ
ね。地熱を使った農業や料理を中心に置
くのはとてもよいアイデアだと思います。
安川　小橋さんだったら地熱を使った
農業や料理をキーワードに、どのよう
な広げ方を考えますか？
小橋　僕なら、時代の先端を走る若い
シェフを巻き込みます。才能豊かな若
い人たちに地熱を活用してもらい、彼ら
なりの切り口で素材を料理してもらうん
です。これは料理でなくてもファッショ
ンなどでもいいと思います。地域がそ
れぞれがんばることも重要ですが、何
かを広く社会に知ってもらうには、時代
を動かしている人たちを巻き込んで
ムーブメントを起こすことが大切です。
そのためには、エンタメやアートなど新
しい匂いや勢いがあるものや人との組
み合わせが必要ではないかと思います。
安川　地熱シンポジウムも、もっと力
を抜いて楽しめるとより多くの人に興
味を持ってもらえるかもしれませんね。
地熱を使ったサウナに入りながらパネ
ルディスカッションを聞いたり、地熱発
電で得られる電力で音楽イベントを開
いたりしたら話題になりそうです。イベ
ント以外にも、地熱をテーマにしたゲー
ムアプリを作れないかと思ったりしま
す。地熱と関わりのある場所に行くと
ポイントを得られたり解説を見られる
ようなものです。地熱が身近なことが

伝わるのではないかと思います。
小橋　地熱ではありませんが、実験的
なまちづくりを行う企業もありますよ
ね。それと同じように、地熱を活用した
まちづくりができたらおもしろいと思い
ます。才能ある人たちが集い、普通の都
市のようにおいしい野菜が生産され、
魅力的なレストランがあり、日本中から
人が集まるイベントも開催される。で
も「実はすべて地熱でできている」とな
れば、地熱の魅力が伝わると思います。
安川　興味深いアイデアですね。地熱
に関しては、地熱利用施設を1つ作る
より、地熱発電所、温泉、火山が作り出
した壮大な風景など地域全体をエコで
心豊かな、一大テーマパークのような
街にするとよいかもしれませんね。
小橋　欲を言えば、アイスランドのブ
ルーラグーンのように目玉となる場所
も必要だと思います。そしてその場所
で得られる感動が、訪れる人の想像を
超えることができれば、大きなムーブメ
ントを生むと思います。これは以前、
脳科学者の方に伺った話ですが、「大
人になると記憶力が低下する」といい
ますよね。でもそれは脳の衰えが原因
ではないそうです。子どもの頃はあら
ゆるものに感動するので記憶に残る一
方、大人は想定外のことに出合う機会

が減り、感動も減り記憶に残らなくなる
そうです。人々に強いインパクトを与
え、感動させることが大切だと思います。
安川　今日は興味深い話をありがとう
ございました。小橋さんの考えも参考
に、JOGMECでも地熱のよさを広く届
けていきます。JOGMECとしては、
2021年には自然公園法が改正され規
制が緩和されたことから、自然公園の
環境を守りながら、今まで調査できな

かった場所を中心に、地熱資源の探査
を進めていく方針です。国としても地
熱発電を支援しているので、民間企業
には地熱開発に参画してほしいと願っ
ています。同時に一般の方々のご理解
も重要です。イベントの開催などを積
極的に行っていきます。これからもご
鞭撻のほどよろしくお願いします。
小橋　こちらこそ、今後ともよろしくお
願いします。

小橋氏、安川がパネルディスカッションに登壇した地熱
シンポジウム in 会津若松。「温泉と地熱の共存」をテー
マに、来場者とオンラインの視聴者合わせ1,744名が
参加した

が、短期的に見ると進みませんよね。
安川　おっしゃる通りです。地熱発電
は経済合理性だけでなく、エネルギー
ミックスの視点でも重要な要素です。
エネルギーミックスというと堅く感じま
すが、社会でどのようなエネルギーを
作り、使うかは、私たち一人ひとりがも
のを食べ、そのエネルギーで活動する
ことと似ています。スーパーフードと
いっても、それだけ食べればよいわけ
ではないですよね。バランスよく食べる
ことが健康的なのと同じです。
小橋　電力も1つの発電方法に絞れば

INNOVATION GARDENでも
2人の対談を実施

2月18日、「エネルギーシフトとウェルビーイン
グ」のテーマのもと、小橋氏と安川で地熱発電の
可能性について活発な議論を行った

　2022年 2月18～20日、「Innovation 
Garden 2022」が開催された。小橋氏×安川
をはじめ、国内外からさまざまなジャンルの第
一級イノベーターが登壇し、オンラインでトー
クセッションを実施。成長の種について探る
3日間となった。

地熱のミライ
大阪・関西万博催事企画プロデューサー小橋氏と考える

小橋賢児
The Human Miracle株式会社代表／

クリエイティブディレクター

安川香澄
地熱事業本部 特命審議役

2025年大阪・関西万博の「催事企画プロ
デューサー」に就任した、クリエイティブ
ディレクターの小橋賢児さんをお迎えし、
国際エネルギー機関（IEA）地熱部門議
長に就任した JOGMECの安川香澄と、
地熱のミライについて語り合いました。
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な開発が進んでいないのが現状です。
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な発電方法を選んでいくことが重要で
す。太陽光発電も地熱発電も別々のメ
リットを持っています。太陽が照ってい
る時間に使わなければ蓄電池に充電す
るしかない太陽電池は、食材に例える
とお魚のような発電方法です。新鮮な
うちはお刺身として食べ、余ったら干物
として保存するといったイメージです。
小橋　おもしろいですね。地熱発電は
どんなイメージですか？
安川　地熱発電は大豆のイメージで
す。枝豆にも、乾燥させて保存食にも
できる大豆は、常に発電できていつで
も使える地熱と似ています。さらに、豆
腐やしょうゆ、味噌に加工できる点は、
観光や農業など、使い方の幅が広い地
熱発電の特徴と重なる感じがします。

海外と国内で差のある
地熱の活用事例

安川　地熱は多くの可能性のある資源
ですが、海外では広く活用される一方、
日本ではまだまだ理解が進んでいない
のが現状です。小橋さんは海外に行か
れることが多く、海外の地熱利用施設
をよくご存じと伺いました。
小橋　以前、アイスランドの一大観光
地、ブルーラグーンに行きましたが、世
界最大の屋外温泉プールは圧巻でし

た。周辺には、地熱により冬でも収穫
できるトマト農園があり、隣接するオー
ベルジュで素晴らしい料理を提供して
いて、地熱と観光が上手に融合してい
ました。
安川　オーストリアには、自ら地熱発
電をしているホテルがあります。すごく
ファッショナブルで素敵なんですよね。
有名な芸術家が建てたということで、
いつも大勢の宿泊客であふれていま
す。日本でも、伊豆の熱川バナナワニ
園が地熱を使ってバナナなどの熱帯植
物やワニを育てています。
小橋　僕も熱川バナナワニ園には行っ
たことがありますが、あそこも地熱を利
用していたとは知りませんでした。
安川　日本でも地熱活用の例はあるん
です。岩手県八幡平市では地熱の蒸
気で生地を染める「地熱染め」を行っ
ていたり、福島県の土湯温泉では地熱
発電に使った温水でエビの養殖を行う
など、地熱を観光に活用しています。
ただし認知度は限定的で、より多くの人

に知ってもらうことが大きな課題です。

新しい価値を生み出し
広めていくことが重要

安川　小橋さんは花火とテクノロジー
を融合させたエンターテインメント
『STAR ISLAND』などに携わっていた
り、多くのイベントを成功させていま
す。地熱の魅力を広めるには何が必要
だと思いますか？
小橋　人々がファンになるような、新し
い価値を訴求することだと思います。
『STAR ISLAND』は伝統文化の花火と
テクノロジーを組み合わせたイベント
ですが、別のイベントで花火師さんと話
していたとき、「広告収入が減っている
ため、小規模にして有料化しないと生
き残れない」と聞きました。そのとき2
つの違和感を覚えたんです。1つは「今
まで無料だったものをそのまま有料に
して受け入れられるのか」ということ。
もう1つは、「伝統を守るだけでいいの
か」ということです。
安川　「伝統を守ろう」ということは花

火に限らずよく言われることですが、な
ぜ違和感を覚えたのでしょうか？
小橋　伝統とは、大昔の人たちがもの
すごい熱量を込めて、それまでにな
かったものをクリエイトしたものだと思
うんです。だからこそ、当時、それを体
験した人たちは全身鳥肌が立つような
体験をし、後世に残そうとしたはずで
す。それが今になって「伝統を守ろう」
と若い人に押し付けても、「しなければ
ならない」意識が先行します。それで
はファンが増えないんです。やはりファ
ンが増えないと伝統を残していこうと
いう気持ちになりません。花火もこの
時代の才能やテクノロジーを融合し
て、新しいエンターテインメントとして
昇華させたいと感じたんです。
安川　『STAR ISLAND』の背景にはそ
んな熱い想いがあったんですね。
小橋　地熱も同様で、メリットを単純
に押し出すのではなく、何か新しい価
値を生み出す必要があると感じていま
す。地熱があることによって、自分たち
の生活がこんなに豊かになるとか、新た
な魅力的な観光地ができるとか、地熱

と個人との関係性が構築されて、初めて
自分事になり、地熱発電の存在やメリッ
トが認知されていくのだと思います。

才能豊かな人が集まることで
地熱の可能性はもっと広がる

安川　地熱で豊かになるという点で
は、海外では地熱を使って農作物を栽
培しているところが多いです。同様に、
日本でも農業や料理などの切り口で地
熱をアピールできると思っています。
小橋　今、農業を始める若者が増えた
りと、農業が見直されてきていますよ
ね。地熱を使った農業や料理を中心に置
くのはとてもよいアイデアだと思います。
安川　小橋さんだったら地熱を使った
農業や料理をキーワードに、どのよう
な広げ方を考えますか？
小橋　僕なら、時代の先端を走る若い
シェフを巻き込みます。才能豊かな若
い人たちに地熱を活用してもらい、彼ら
なりの切り口で素材を料理してもらうん
です。これは料理でなくてもファッショ
ンなどでもいいと思います。地域がそ
れぞれがんばることも重要ですが、何
かを広く社会に知ってもらうには、時代
を動かしている人たちを巻き込んで
ムーブメントを起こすことが大切です。
そのためには、エンタメやアートなど新
しい匂いや勢いがあるものや人との組
み合わせが必要ではないかと思います。
安川　地熱シンポジウムも、もっと力
を抜いて楽しめるとより多くの人に興
味を持ってもらえるかもしれませんね。
地熱を使ったサウナに入りながらパネ
ルディスカッションを聞いたり、地熱発
電で得られる電力で音楽イベントを開
いたりしたら話題になりそうです。イベ
ント以外にも、地熱をテーマにしたゲー
ムアプリを作れないかと思ったりしま
す。地熱と関わりのある場所に行くと
ポイントを得られたり解説を見られる
ようなものです。地熱が身近なことが

伝わるのではないかと思います。
小橋　地熱ではありませんが、実験的
なまちづくりを行う企業もありますよ
ね。それと同じように、地熱を活用した
まちづくりができたらおもしろいと思い
ます。才能ある人たちが集い、普通の都
市のようにおいしい野菜が生産され、
魅力的なレストランがあり、日本中から
人が集まるイベントも開催される。で
も「実はすべて地熱でできている」とな
れば、地熱の魅力が伝わると思います。
安川　興味深いアイデアですね。地熱
に関しては、地熱利用施設を1つ作る
より、地熱発電所、温泉、火山が作り出
した壮大な風景など地域全体をエコで
心豊かな、一大テーマパークのような
街にするとよいかもしれませんね。
小橋　欲を言えば、アイスランドのブ
ルーラグーンのように目玉となる場所
も必要だと思います。そしてその場所
で得られる感動が、訪れる人の想像を
超えることができれば、大きなムーブメ
ントを生むと思います。これは以前、
脳科学者の方に伺った話ですが、「大
人になると記憶力が低下する」といい
ますよね。でもそれは脳の衰えが原因
ではないそうです。子どもの頃はあら
ゆるものに感動するので記憶に残る一
方、大人は想定外のことに出合う機会

が減り、感動も減り記憶に残らなくなる
そうです。人々に強いインパクトを与
え、感動させることが大切だと思います。
安川　今日は興味深い話をありがとう
ございました。小橋さんの考えも参考
に、JOGMECでも地熱のよさを広く届
けていきます。JOGMECとしては、
2021年には自然公園法が改正され規
制が緩和されたことから、自然公園の
環境を守りながら、今まで調査できな

かった場所を中心に、地熱資源の探査
を進めていく方針です。国としても地
熱発電を支援しているので、民間企業
には地熱開発に参画してほしいと願っ
ています。同時に一般の方々のご理解
も重要です。イベントの開催などを積
極的に行っていきます。これからもご
鞭撻のほどよろしくお願いします。
小橋　こちらこそ、今後ともよろしくお
願いします。
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が、短期的に見ると進みませんよね。
安川　おっしゃる通りです。地熱発電
は経済合理性だけでなく、エネルギー
ミックスの視点でも重要な要素です。
エネルギーミックスというと堅く感じま
すが、社会でどのようなエネルギーを
作り、使うかは、私たち一人ひとりがも
のを食べ、そのエネルギーで活動する
ことと似ています。スーパーフードと
いっても、それだけ食べればよいわけ
ではないですよね。バランスよく食べる
ことが健康的なのと同じです。
小橋　電力も1つの発電方法に絞れば

1小 橋 さん が 携 わ る「STAR 
ISLAND」。花火にテクノロジー、
パフォーマンスをかけ合わせた感
覚拡張型エンターテインメント
2地熱発電を敷地内で行うログ
ナー・ホテル。ハンガリー国境に近
く、おしゃれな外観のほか、温水
プールや温泉セラピー施設が人気
3北海道弟子屈町では、近年、野
菜や果物の通年栽培に地熱が利
用されており、マンゴーは町の特
産品のひとつになっている
4アイスランドのブルーラグーン。
地熱発電に利用した熱水を観光向
けに利用し、今やアイスランドを代
表する観光地に
5JOGMECが進める、地熱資源ポ
テンシャルの評価とともに、新規
地熱開発案件の抽出の加速化を目
的としたボーリング調査
6地下の物性を調べることで地熱
資源の分布を推定する空中物理探
査の様子。JOGMECが主導し、各
地のデータ収集を行う

1 2 3

4 5 6

出典：エイベックス・エンタテインメント株式会社
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　わずか数ミリの、薄くて小さな岩石のかけら。そんなも
のが資源エネルギーの安定供給やカーボンニュートラル
につながるなんて信じられますか？
　私が所属する石油天然ガス事業本部では、石油・ガス
の増産や操業現場の課題解決に向けた技術開発を行っ
ています。そのうち技術部で私が担当する業務のひとつ
が、石油・ガスを生産する井戸を掘る際に出る岩石のかけ
らから、その強度を測るという技術です。
　石油・ガスを地下深くから取り出すためには、貯留層と
地上をつなぐ井戸を掘削する必要があります。掘削中は、
周囲の岩石が崩れないよう地層の強度を考慮しなければ
なりません。また、生産量を増やすために地層に人工的
なき裂を作る際や、貯留層に水や二酸化炭素（CO₂）を圧
入する際にも、地層の強度は重要な情報となります。つま
り、岩石の強度を知ることは、石油・ガスの増産や安全な
操業のために必要な作業なのです。しかし、地下深くに
ある岩石の強度を知ることは容易ではありません。通常、
岩石の強度を測るには、円柱状の地層サンプル（コア）を
採取して試験をする必要がありますが、評価したい地層の
コアが採取されていない場合や、割れやすいコアが崩れ
て試験ができないことも多くあります。そのような場合で
も、掘削の際に必ず出てくる岩石のかけらから強度を測る
ことができないかという現場からの要望に応じて、この技
術開発が始まりました。このように、産油国や資源開発会
社が抱える課題を解決すべく、これまで技術や機器の整

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

備を行ってきました。
　そしてこの「地下の岩石の強度を知る」という技術は、
実はカーボンニュートラルの実現にも貢献しています。
カーボンニュートラルに資する技術として注目されている
CCS（Carbon Capture and Storage）は、温室効果ガス
であるCO₂を地下深くの地層に貯留するというものです。
CO₂を漏洩のリスクなく安全に地下に貯留できるかを評
価するには、貯留層やその上部にある地層の強度の情報
を得ることが重要となります。最近はCCSの検討を行う
資源開発会社からの相談が増え、これまでに培ってきた
岩石の強度を知る技術でCCSの現場にも貢献できるとい
うことを実感しています。私が学生時代から取り組んでき
た岩石力学の知識や経験が、資源エネルギーの安定供給
だけでなく、地球温暖化対策にも役立つとは思ってもい
ませんでした。
　幼少期を離島で過ごした私は、小学生のときに島と隣
の島をつなぐ橋ができたことで、生活が劇的に便利になっ
た経験をしました。そのときの感動から「人の役に立つ仕
事がしたい」と思うようになり、学生時代は土木工学を専
攻していました。そこで得た知識や専門性を活かすことが
でき、資源エネルギーの安定供給を担うJOGMECに魅力
を感じ、この分野で働くことになりました。
　JOGMECは育児休暇などの制度も整い、女性の多い職
場です。2人の子どもを出産後は育児休暇を取得し、復職
後も子育てと仕事を両立できています。職場の環境にも
恵まれたおかげで幼い頃に思い描いた夢を叶えることが
でき、そしてこれからも挑戦し続けられることに感謝とと
もに、大きなやりがいを感じています。

岩石のスペシャリストとして

エネルギーの安定供給だけでなく、

CCSの要となる存在を目指します。

石油天然ガス事業本部に所属する長野優羽さん。

JOGMECに入構以来、11年間にわたり、

岩石のスペシャリストとして資源エネルギーの安定供給に貢献してきました。

現在はこの知識と技術をカーボンニュートラルにも生かしている長野さんに、

仕事の意義や思いについて聞きました。

大学院修士課程修了後、研究員を
経て2010年入構。技術部で石油・
ガス開発における課題解決に向け
た技術支援、研究開発を担当。主に
岩石力学分野の実験やシミュレー
ション業務を行う。博士（理学）

長野優羽
石油天然ガス事業本部
技術部　開発技術課

出典：MH21-S研究開発コンソーシアム

サステナブルな世界を創る
JOGMECのお仕事。

第 4回

一本の橋から始まった私の夢。
「人の役に立つ」仕事に誇りを感じています

1数ミリ角の薄い岩石の強度を、
JOGMECが所有する特殊な計
測機器を使って計測しているとこ
ろ。岩石の強度を調べることが、
石油・ガスの増産や安全な操業
につながる
2業務で取り扱う岩石はさまざ
まで、写真は海底面下から採取
された地層のコアを船上で選定
している様子。そのまま船内のラ
ボで実験を行う 1 2


