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JOGMEC Techno Forum 2017
開催報告

技術ソリューション事業グループ JOGMEC Techno Forum 2017事務局

はじめに

　JOGMEC Techno Forumは、「日本
と資源国等との協力関係を深める活動
の一環として、日本企業等が有する幅
広い分野の優れた技術力（シーズ）を、
資源国等が抱える技術課題（ニーズ）に
対する解決策（ソリューション）として
提供する」という技術ソリューション
事業の理念に基づき、技術ソリュー
ション事業グループが発足した2013
年より各年開催し、5回にわたって実
施してきた国際イベントである。これ
までは「石油天然ガス・資源開発に関
する日本唯一の国際フォーラム」と
謳
うた

ってきたが、口コミ等を通じて年々
知名度を上げ、今やJOGMECの看板
事業の一つとして認識されるまでにな

り、石油天然ガス・資源開発に関する
類似の国際シンポジウムも誕生したと
聞く。もはや「日本唯一の」とは言えな
くなってしまったが、それだけ世の中
に本フォーラムが浸透し、評価されて
いることの証左でもあり、業界も活性
化しているのではないかと思われる。
　5 回 目 の 節 目 を 迎 え た 今 回 の
JOGMEC Techno Forum 2017 は、
2017年11月28 ～ 29日、東京・千代
田区のパレスホテル東京で開催され
た。国内外の講演者による25件の講
演とパネルディスカッション、日本企
業等による17ブースの展示、デモン
ストレーションの他、JOGMEC事業
を紹介するポスターや模型・実機の展
示が行われ、延べ約1,800名の来場者
があった。さらに、初回からの開催目

的である「ニーズ・シーズの出会いの
場」としての機能強化に取り組むべく、
ビジネスマッチングの橋渡し役として
の活動にも力を入れ、過去最多のビジ
ネス面談を組成した。
　本稿では講演内容や企業展示など、
JOGMEC Techno Forum 2017 の 開
催概要全般について紹介するととも
に、これまでの本フォーラムの意義と
成果を改めて振り返った。

Day1 開会挨拶

JOGMEC理事長 黒木啓介：
　5回目という節目を迎える今回の
JOGMEC Techno Forumは、本事業
の立ち上げ時の構想である産油・産ガ
ス国等の技術課題、いわゆる「ニーズ」
に対し、異業種、異分野を含む日本の

「シーズ」技術を活用したソリューショ
ンを提供し、ニーズとシーズの出会い
の場として業際的なプラットフォーム
をつくりたいという原点回帰の思いで
開催した。
　低油価の時代はもう少し続くと考え
られるなか、厳しい「トンネル」から抜
け出す条件も徐々にそろってきている
のではないかと感じている。これまで
企業が競争力強化のために行ったコス
ト削減や効率化のための取り組みは、
収益拡大につながることは言うまでも
ない。さらに、技術開発の成果は減退
油田の維持や増産をもたらし、ひいて
は、フロンティアも含む新たなエリア
での開発をも可能にする。目まぐるし
く変化するこの時代に、産油・産ガス
国の戦略的・技術的な取り組みと、各

出所：JOGMEC

写1 講演会場
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河野　裕人

種技術動向を再認識することは、既存
技術の新しい利用法や技術イノベー
ションを生み出す絶好の機会になると
考えている。
　JOGMEC Techno Forum 2017 で
は、技術イノベーションにフォーカス
し「技術イノベーションとその未来」を
テーマに、「油価に左右されない」「競
争力」「シナジー」をキーワードとした。
この数年間の状況変化と、技術進歩を
振り返ることで、技術シーズとニーズ
が結び付き、新たなイノベーションが
生まれることを期待する。

経済産業省　資源エネルギー庁
資源・燃料部　定光裕樹政策課長：
　日本は、海外へのエネルギー依存度
が非常に高く、エネルギーの安定供給
の確保は最も大きな課題の一つと言え
る。現在の低油価の局面においては、
短期的にはプロジェクトの中止・延期
等、資源開発企業にとって大変厳しい
対応が求められているが、それによっ
て必要な投資が停滞することになる
と、まず供給がひっ迫し、再び価格が
乱高下するということになりかねな
い。やはり継続的な投資が大事である。
　こうした厳しい環境下では、関係者
が抱えている技術的課題を共有し、ヒ

ト・モノ・アイデアをシェアすること
で革新的技術を創出し、油価変動にも
柔軟に対応することができるような足
腰の強い企業体質に変換させていくこ
とが求められている。
　日本はさまざまな産業分野で優れた
技術を有しており、先端技術開発の例
として、AIやBigDataの活用が注目・
期待されている。このJOGMEC Techno 
Forumが、日本の最先端技術を資源開
発分野に橋渡しする役割を担うことを
期待している。

Day1 基調講演

アブダビ国営石油会社（ADNOC）　
Manager, Technical Center
Mr. Qasem M. Al Kayoumi
≪資源供給の貢献へと続くADNOCの
道のり≫
　ADNOCでは、自国に眠る石油資源
の開発をメジャー企業のみならず、日
本をはじめとした世界各国の企業と戦
略的なパートナーシップの下、行って
いる。このパートナーシップは、アブ
ダビに投資や優れた技術・ノウハウを
呼び込むために重要である。特に、日
本は石油の25%近くをアブダビから輸
入しており、多くの企業がアブダビの
油田で権益を有していることからも、
今後とも両国の利益のためにこの関係

出所：JOGMEC

写2 JOGMEC理事長 黒木啓介による
フォーラム開会の挨拶

出所：JOGMEC

写4
アブダビ国営石油会社(ADNOC)
Manager, Technical Center
Mr. Qasem M. Al Kayoumi

出所：JOGMEC

写3 経済産業省 資源エネルギー庁 資源・燃料部
定光裕樹政策課長による共催の挨拶
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性を強化していきたいと考えている。
　先頃、ADNOCでは2030年に向け
た長期戦略を発表し、その実現に向け
た組織改編を行った。特に技術面に関
しては、操業最適化・生産効率向上・
利益増大に向けてデジタル技術適用の
必要性を認識している。Digital Oil 
Field導入の取り組みを進めており、
各油ガス田から取得したデータを一元
的に管理するシステムの構築に着手し
ている。この取り組みにより、例えば
2019年までに坑井掘削に係る時間を
30％削減し、10億ドルのコスト削減
効果を生み出すことを期待している。
　今後も、各国パートナーとの関係を
強化しつつ、世界へのエネルギー供給
の使命を果たすために取り組んでいく
所存である。

インドネシア・エネルギー鉱物資源省 
石油ガス総局（MIGAS）総局長
Dr. Ego Syahrial
≪インドネシアにおける資源インフラ
開発≫
　石油ガス業界において、インドネシ
アと日本は1970年からの長年にわた
り協力関係を維持してきている。また、
インドネシアでの石油ガス開発に携
わっている日本企業もあり、良好な
パートナーシップを築いてきた。

　インドネシアでは、エネルギーイン
フラの開発を重要な優先事項の一つと
して捉え、政策面からの後押しを図っ
ている。
　国内には、まだ探鉱活動が行われて
いない地域も多くあり、特に大水深域
での開発に取り組もうとしている。ま
た、既に開発されているフィールドへ
のEOR適用により、さらなる増産も
目指している。
　一方、インドネシア国内のインフラ
整備は完全とは言えず、今後は小規模
LNG、Floating LNG、LNGの開発な
どを含めたインフラの整備を行いた
い。また、石油ガスの開発以外に、備
蓄事業の強化にも取り組んでいる。こ
の分野でも、日本は多くの知見と経験
を有しているので、今後とも良好な協
力関係のなかで備蓄事業の策定に取り
組みたい。

Pemex Exploracion y Produccion
（PEP）社 General Director
Mr. J. Javier Hinojosa Puebla
≪PEPの技術戦略≫
　Pemexでは、2021年までの取り組
みとして、探鉱から開発・生産にわた
るポートフォリオの見直しを通した生
産量の増加と、収益向上を図っている。
また、安全で効率的な操業を目指して

おり、操業員の安全を担保しながら、
国際的な競争力のあるレベルまで効率
を高めることを目標としている。
　技術開発に関しては、Pemexでは
特に回収率向上・生産増大・投資最適
化・コスト削減を目標に掲げて取り組
んでいる。例えば、多くの油ガス田が
成熟していることを踏まえ、減退して
いる油ガス田からの増進回収に力を入
れている。これらを達成するための技
術の開発・適用に関してはできるだけ
戦略的なアライアンス体制の下で行い
たい。
　既存の技術適用以外に、新たな技術
開発にも目を向けている。より精度の
高い地質モデルの構築、リアルタイム
の診断技術、ロボット技術をはじめと
するデジタル技術は重要である。その
ため、私たちはBigData分析を導入す
ることで、約400万ドルのコスト削減
も可能になると考えている。

Day1　パネルディスカッション

　テーマである技術イノベーションに
ついて、技術イノベーションとは何か、
それを促進する原動力は何か、資源開
発業界を代表するパネリストの見解を
紹介頂いた上で、技術イノベーション
の未来について議論を展開すべく、パ
ネルディスカッションを設けた。

出所：JOGMEC

写6
Pemex Exploracion y Produccion社 
General Director
Mr. J. Javier Hinojosa Puebla

出所：JOGMEC

写5
インドネシア・エネルギー鉱物資源省
石油ガス総局（MIGAS）総局長
Dr. Ego Syahrial
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IHS Markit社 Senior Director,
Upstream　Mr. Judson Jacobs
≪石油ガス技術の新しい道≫
　近年の低油価環境下においては、コ
スト削減のための技術開発が中心的役
割を果たしてきた。ポートフォリオ見
直しに伴う研究開発費の低減、また市
場変化に順応すべく企業戦略を判断す
るなかで、企業は技術イノベーション
という手段をいかに最大活用すべきか
を検討してきたことがうかがえる。
　イノベーションを起こした具体的な
技術はデジタル技術にある。注目すべ
きは、さまざまなデジタル技術に共通
する特徴として、その開発が資源開発
業界の「外側」で行われてきたにもかか
わらず、その技術が資源開発業界内で
の適用に求められている点である。言
い換えれば、資源開発業界はイノベー
ションのベース（根源）を拡大しつつあ
ることになる。
　十数年前と現在の研究開発の発信源
を比べると、現在では多くの企業が複
数の国や地域で研究開発を展開してい
ることが確認できる。さらには、業界
を越えたパートナーシップや協業は右
肩上がりの傾向にある。イノベーショ
ンがさらなるイノベーションを呼び、
イノベーションのグローバル化現象が
起こっているのである。

Total S.A.社 Deputy Senior Manager 
New Ventures, E&P Research and 
Development　Dr. Philippe Julien
≪CCUSを通じたイノベーション≫
　エネルギー分野でのイノベーション
は、油価を軸として後押しされるのと
同様に、CO2の排出量によっても定義
される。これは、パリ協定合意内容に
おいても国際的な目標として掲げられ
るCO2削減を十分に達成するためにも
必要な観点である。
　その目標達成に向けて、エネルギー
ミックスによる低炭素化を実現するこ
とが不可欠であり、さらに、環境に配
慮したプロジェクトを選択、推進する

にあたっては、CCUS（Carbon dioxide 
Capture, Utilization and Storage）が重
要であるとTotalは考える。
　技術自体はむろん重要であるが、資
源開発業界全体としての協力的取り組
みも同様に重要である。Totalは他10
社 と 共 同 で Oil and Gas Climate 
Initiativeを実施しており、エネルギー
生産・消費によって排出されるCO2の
減少に取り組んでいる。

国際石油開発帝石株式会社 技術本部 
参与　栃川 哲朗氏
≪今問われているのは新しい技術を効
果的に適用できる能力ではないか？≫

出所：JOGMEC

写8
Total S.A.社 Deputy Senior Manager New 
Ventures, E&P Research and Development 
Dr. Philippe Julien

出所：JOGMEC

写7
IHS Markit社 Senior Director, 
Upstream
Mr. Judson Jacobs

出所：JOGMEC

写9 国際石油開発帝石株式会社 技術本部 
参与　栃川 哲朗氏
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　変わりゆく環境への適応手段として
技術の価値と企業文化を取り上げる。
デジタル技術の台頭により、資源開発
業界以外のあらゆる産業に目が向けら
れており、われわれは資源開発業界の
後れについて考えざるを得ない。つま
り、デジタルというコンセプトは資源
開発業界にとって新しい技術ではない
が、その技術はまだ十分に浸透してい
ない。
　その背景には、技術やイノベーショ
ンの分野は研究開発レベルのものと見
なされていることがある。開発要素に
重点を置く分、人的要素についての検
討がないがしろにされている。技術は
一つの方法に過ぎず、本質的に重要な
ものは人であり、人による協力にある。
　人を主体とし企業全体としての協力
体制を促すためには、リーダーシップ
が欠かせない。特にデジタル革命を生
み出すには、強いリーダーシップの下、
革新的なアイデアをまずは小規模なパ
イロットプロジェクトで実行し、企業
上層部の理解を得るサイクルの確立が
必要である。
　100年前には空想でしかなかったデ
ジタル革命は、今、現実となった。変
化を導き出していくことが、未来への
道と考える。

BHGE社 Vice President, Digital 
Sales -Asia Pacif ic　Mr. Ahmed 
Elsherbini Ibrahim
≪資源開発業界におけるデジタル改革≫
　近年のキーワードとなっているデジ
タル革命だが、その多くの事例は既存
技術に付加価値を付けることで達成し
た。その意味では、革命というよりも、
進化という言葉が適切であろう。
　デジタル分野での進展には、正しい
データがそのデータを必要としている
人物に届くこと、データベースとして
必要以上の十分なデータを収集するこ
と、使用されるデータの最大活用が行
われること、そして最終的には技術が
自立して運用されることが肝要であ
る。この技術を資源開発業界に適用す
る際、ある特定のアセットデータのみ
では統計学的に不十分である。だから
こそBHGEでは他社とデータを共有
し、全ての当事者がメリットを享受で
きるシステムを構築している。
　デジタル技術はさまざまな手段の総
体ではあるが、包括的で万能な技術で
はない。特定企業の特定の目的に適う
ためには、デジタル技術を誰がどう
いったプロセスで適用すべきかを一つ
一つ検討しなければならない。

パネルディスカッション

　変化する市場環境に合わせて企業が
その戦略を検討するにあたり、デジタ
ル技術やCCUSの重要性が個別講演で
紹介されたが、これらは大きな意味で
あらゆる部門、分野に横断的影響を与
える。業界では伝統的に個別の部門、
分野を中心として技術開発が行われて
きただけに、われわれは今、新しい局
面に立っている。そして、デジタル化
への指向は、パートナーシップの必要
性が高まっていることを意識させる。
特に油価低迷を受けて、技術の研究開
発から具体的な実用化への転換が追求
されており、採用する技術の優先順位
の検討を迫られている。デジタル技術
を追い求めるためには、特定の用途に
適した機敏な技術開発を行うことが欠
かせず、これは、一種のリスクとも考
え得るが、新たなビジネスモデルの創
出にもつながると期待する。
　パートナーシップの形態は多様であ
る。しかし、デジタル技術に見られる
ような横断的かつ機敏さが求められる
技術開発を行う際、いかなる企業との
パートナーシップを組むべきかは瞭然
ではないのが現実だが、そこで必要な
のはオープンイノベーションの役割で
ある。
　過去には装飾的役割を果たしてきた

出所：JOGMEC

写10
BHGE社 Vice President, 
Digital Sales-Asia Pacific
Mr. Ahmed Elsherbini Ibrahim

出所：JOGMEC

写11 パネルディスカッション
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デジタル技術やCCUSが現在では義務
と化した。部門、組織、業界を越えた
オープンイノベーションによる協力が
あってこそ、既存技術を改めて再構築
できるのではないだろうか。なぜなら、
技術イノベーションの目的はある技術
を保有することではなく利用すること
で、そこに価値があり、ある者はリー
ダー、別の者はサポーターとして一体
化することである。新技術の確立より
も、技術の適用方法を見出すことが成
功の鍵となり得るからこそ、互いに利
益をもたらすイノベーションが研究開
発を補完するのである。
　さらに、技術イノベーションはある
特定の個人や部門の責任に委ねられる
ものではなく、あらゆる業務に携わる
全ての人が考えなければならない課題
なのである。

Day2

　フォーラム2日目は、より技術に特
化した講演プログラムを構成した。コ
スト削減や操業効率化など、資源開発
企業それぞれが抱える技術課題を克服
しながら、長期的な視点から競争力を
獲得するための技術項目として「海洋
開発技術」「非在来型資源開発」「IoT・
BigData」をセッションテーマに取り
上げ、それぞれのセッションに関して
海外企業からのニーズと、本邦企業か
らのシーズに関する講演を頂いた。

海洋開発技術セッション

①海洋・サブシーセッション
　原油の生産量の3割程度は海洋油田
から生産されているが、浅海域での開
発は減少し、深海域での開発が若干伸
びてきている。一般に海洋には高い資
源ポテンシャルがあると言われ、大水
深開発技術も進んでおり、油価さえ回
復すればチャンスがあると期待されて
いる。しかし、実際は案件によって開
発コストには幅があり、陸上か海洋か、
浅海か深海かという単純な議論ではな

く、一つ一つの探鉱開発プロジェクト
を精細に分析しなければならないと考
える。低油価というトンネルの出口が
見えつつある昨今、より具体的な情報
発信、より具体的な議論が必要だろう。
　そのため、この海洋・サブシーセッ
ションでは、
 ・ 世界の代表的有力NOCの一つであ

る Petronas社の技術開発部門で、
即現場適用可能な既存技術のみな
らず、有望であれば決して TRL

（Technology Readiness Level）が高
くない開発中の技術を含めて幅広
く技術開発を行っているPetronas 
Research 

・ 「グローバルニッチトップ企業」とし
て既に多くの安全弁納入実績を持つ
福井製作所

 ・ 海外企業とのアライアンス（パート
ナーシップ）を活用し海洋石油天然
ガス開発への取り組みを開始した
東洋エンジニアリング

の3社から講演を頂き、議論の深化を
図った。

Petronas社 Head , Techno l ogy 
Research & CEO, Petronas Research 
Sdn Bhd  Dr. Shahidah Mohd Shariff
＜Petronasの海洋石油天然ガス開発
技術におけるさらなる取り組み＞

　2014年の油価下落後、われわれは
戦略とアプローチを見直さざるを得な
い状況になった。ここで重要な役割を
果たすのは技術とイノベーションであ
り、技術に伴うリスクを取ることに
よって勝者になれる。
　この際に大事になるのは、協業・パー
トナーシップである。競争力強化のた
め、当社とリスクをシェアしてくれる
パートナーを探している。技術分野と
しては、地下イメージング技術、増進
回収技術、酸性ガスを含む海洋フィー
ルド開発技術、非在来型技術に加え、
Facilities of Future（未来の設備）を掲
げており、OPEXを50%削減するこ
とを目標としている。特にIoT、自動
検査、サブシーファクトリー等を想定
している。大水深用に開発された技術
を、浅海に適用する可能性はある。本
フォーラムの機会を利用し多くの日本
企業の人々に会った。ぜひ、シナジー
効果のある協業を達成したい。

株式会社福井製作所 代表取締役社長
福井 洋氏
＜グローバルニッチトップとしての生
き方 ～海洋開発市場に中小企業が挑
む～＞
　福井製作所は、安全弁を専門に製造
する従業員200名の会社で、海外には

出所：JOGMEC

写12
Petronas社 Head, Technology Research & 
CEO, Petronas Research Sdn Bhd
Dr. Shahidah Mohd Shariff
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事務所も製造拠点もないが、納入先の
84%は海外であり、タンカーやFPSO、
Petronas社向けのFLNGにも安全弁
の納入実績がある。企業理念として、
安全弁の製作のみに注力することを掲
げており、品質の向上に向けた取り組
みを絶えず続けている。
　安全弁に限らず、技術は日々進歩し
ているが、ビジネスを行う上で最も重
要なのは、人の行動による信頼関係の
構築である。当社がそのことを痛感し
たのは、次のような経験による。10
年前、当社の安全弁を搭載したLNG
船で漏れが発生するという、社にとっ
ての一大危機が訪れた際、改良品と交
換するため、速やかにオーナー・船会
社に事態を報告し、全ての安全弁を交
換することで対応した。
　最近、福井製作所の安全弁を長期に
わたってご使用頂いている企業の方と
話をした際、なぜ当社の製品を選んで
頂けたのか尋ねてみたところ、「10年
前の（安全弁交換の）ことをはっきりと
覚えている。サプライヤーはともすれ
ば悪い事実を隠したがるが、福井はす
ぐに報告した。だから、あなたの会社
の製品は信頼できる」との回答を得た。
私は感動した。と同時に、当時の同僚
に感謝した。
　この経験からも、会社の信頼は人の

行動から生まれると考えている。福井
製作所は今後ともこの信念を基に顧客
の信頼を勝ち得ていきたいと思う。

東洋エンジニアリング株式会社 資源
エネルギー事業本部 資源ビジネス本
部 シニアビジネスディベロップメン
トマネージャー　東野 慎氏
＜海洋石油天然ガス開発への取り組み＞
　2016年の本フォーラムでもアライ
アンス・シナジーについて報告させて
頂いたが、海洋・サブシーに関して
Aker Solutionsとの協業形態を再構築
した。これにより、東洋エンジニアリ
ングによる全体計画とトップサイドお
よび陸上設備、またAker Solutionsに
よる海底設備の知見を組み合わせ、海
洋開発全体を統合的にカバーするシナ
ジーとなっている。
　近年の油価状況では海洋開発案件の
最終投資を決定するため、CAPEXの
低減やシステムの最適化が求められ
る。そのため、地下を含めた出砂対策、
海底設備における1次処理やその監視、
またトップサイドにおける遠隔操作・
監視・診断、改修・リハビリ・廃坑、
施設の腐食対策、無人化運転、ロング
タイバック等の技術が求められている。
　今後は、資源開発業界以外でも日本
の革新的、かつ優れた技術が重要で、

まさに福井製作所のような一つ一つ丁
寧に物を作っていく会社がよりサブ
シーのシステムにマッチしているので
は、と思われる。弊社の役割は、技術
ニーズを現場レベルで捉え、それに適
用できる革新的な技術を見つけ出し、
技術パートナーと一緒にシステムの構
築をしていくことだと考える。

＊＊＊
　以上のように、海洋資源開発は、大
水深から浅海まで、経済性を獲得する
た め に は 多 く の 技 術 要 素 が あ り、
Made-in-Japan、アライアンス・シナ
ジーというキーワードを基に、ユー
ザーに対して真摯かつ丁寧に課題解決
に向けて対応していくべきであること
が示された。

②氷海セッション
　このセッションでは、実際に日本の
技術を適用し、氷海域における資源開
発に貢献した例を概観することによ
り、ニーズとシーズのマッチングがど
のようになされたのかを振り返るとと
もに、いまだ残る技術課題をどのよう
に解決していけばよいか、方策を議論
した。
　北極圏には、一般的に世界の未発見
資源量のかなりの割合が存在すると言
われている。今、この低油価時代だか

出所：JOGMEC

写14
東洋エンジニアリング株式会社　資源エネルギー事業
本部　資源ビジネス本部　シニアビジネスディベロッ
プメントマネージャー　東野 慎氏

出所：JOGMEC

写13 株式会社福井製作所　代表取締役社長
福井 洋氏
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らこそ、また、トンネルの出口が見え
つつある今だからこそ、この時点で将
来の資源について議論しなければなら
ないのではないか。また、大水深開発
と同様に開発コストには幅がある。そ
のため、一つ一つの案件で丁寧に検討
していく必要がある。
　今回は、ロシア・ヤマルLNGプロジェ
クトを例として議論を深めるべく、
 ・ ヤマルLNGプロジェクトの推進で

活 躍 し た Totalの LNG Shipping 
Project Managerと、同じくTotalよ
り世界的に著名な氷海工学の専門
家

 ・ 同プロジェクトのLNGプラントの
EPC（Engineering, Procurement 
and Construction）を担当し、氷海
を制してモジュール輸送を安全に
計画に沿って実行した日揮

 ・ 日揮のモジュール輸送を下支えし
た海氷解析予測技術を提供した
ウェザーニューズ

 ・ これまで氷海工学の研究開発を長年
実施してきた海上技術安全研究所

をお迎えし、それぞれの技術講演の後
にディスカッションを行った。

技術講演

Total - Gas, Renewables and Power/
Shipping, LNG Shipping Projects 
Manager　Mr. Frederic J.L. Hannon
＜北極海でのLNG輸送：砕氷LNG船
The SCF Christophe de Margerieを
例にとって＞
　ヤマルLNGプロジェクトはロシア
の西シベリア、ヤマル半島における
LNGプロジェクトである。プラント
はヤマル半島の北側サベッタに建設さ
れ、港が凍らないのは年間5カ月のみ
である。LNGの生産量は年産1,650万
トン（550万トン×3トレイン）で、こ
れは年間220回のLNG船による輸送
が必要となり、15隻の最新鋭のARC7
砕氷LNG船を建造した（欧州向けは通
年で西回り、アジア向けは夏季は東回
り、冬季は西回りで途中で通常の
LNG船に積み替える）。さらには2隻
の砕氷コンデンセートタンカー、11
隻の通常 LNG船、港、空港、宿舎、
タンクを建設した。LNGプラントの
モジュール輸送が完了し、運転開始が
可能となっている（注：2017年12月7
日付のTotalのニュースリリースで、
LNG初出荷の準備が整ったとの発表
があり、12月8日にオープニングセレ
モニーが実施された）。

日揮株式会社 オイル&ガス統括本部 
ロジスティックスエンジニア
植木 孝太氏
＜世界初の北極圏モジュール輸送＞
　北極圏という現場の地理的制約か
ら、現場での在来型（スティックビル
ト）の建設作業が困難であるため、
LNG液化プラントの建設にはモジュー
ル工法が採用された。モジュールは計
152 基、 総 重 量 約 38 万 ト ン、 最 長
103m、最も丈の高いもので約60mに
もなる。これら大型モジュールをアジ
アから運ぶため、合計23隻のモジュー
ル輸送船を傭

ようせん

船し、77航海に分けて
輸送した。
　ただでさえ複雑なモジュールのロジ
スティックスに加え、北極海の海氷に
よる航路上の制約、大規模な23隻のモ
ジュール船団をコントロールするフリー
トマネジメントのスキル、そして、スエ
ズ運河を経由するか、ベーリング海峡
経由で行くか、複数の輸送ルートから
の選択が非常に重要になった。プロジェ
クト期間中、北極圏の海氷状態に加え
て、船の揺れを監視し、航路や港の気象・
海象をリモートでモニタリング可能な
フリートオペレーションシステムを導入
した。その結果、152基の全モジュー
ルをスケジュールどおり、無事故で現
場に送り届けることができた。

出所：JOGMEC

写16
日揮株式会社 オイル&ガス統括本部 
ロジスティックスエンジニア
植木 孝太氏

出所：JOGMEC

写15
Total - Gas, Renewables and Power/
Shipping, LNG Shipping Projects Manager
Mr. Frederic J.L. Hannon
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株式会社ウェザーニューズ 氷海気象
チーム チームリーダー　佐川 玄輝氏
＜ヤマルLNGプロジェクトを支えた
海氷解析予測技術＞
　ウェザーニューズは民間の気象会社
として、ヤマルLNGプロジェクト向
けにモジュール船の気象面でのナビ
ゲーションサポートを実施した。われ
われのサービスは、まずデータ（衛星
データ、モデルによる将来の予測デー
タ、ロシアの機関によるアイスチャー
ト〈氷の天気図〉）を集めた上で海氷の
実況と予測を行い、海氷リスク、アイ
シング（海のしぶきが凍って船体に付
着）リスクを見積もる。それを基に最
適ルートを提案し、意思決定のための
判断材料を提供する。
　技術課題としては、データの取得や
シミュレーションによる予測が挙げら
れる。データの取得には、複数の手法
があるが、それぞれにメリット・デメ
リット（解像度、範囲、雲の影響等）が
あるため複数を組み合わせることが必
要と考えられる。また、予測について
は得られたデータからモデルを作成し
シミュレーションするが、例えば海氷
の圧力のような氷の力学的情報から航
行スピードを予測することが可能と
なってきている。

Total E&P TEC/GEO, Expert in Ice 
Engineering　Prof. Kaj Riska
＜氷海工学のニーズと発展＞
　氷海工学の技術課題（ニーズ）につい
てお話ししたい。気候変動によって氷
が溶けた場合、設計ベースをどう変更
しなければならないか、その影響をま
ず検討する必要がある。氷が溶けると
必ずしも設計条件が緩和されるとは限
らない。ridgeと呼ばれる氷と氷の間
のう

、 、

ねが増加するかもしれない。また、
海氷の状態は年ごとにかなりばらつき
があるのも難題であり、氷山やその軌
道の予測も必要である。氷の厚さはリ
モートセンシングでは正確には計測で
きない。氷荷重の計算方法も確立され
ているわけではない。氷の積み重なり
や侵食による防護壁や構造物、配管に
かかる荷重の数値計算方法と最適な設
計も重要である。Brash Ice（砕け氷）
と呼ばれる、一度割れた氷の所にもっ
と厚い氷が張る現象もある。海氷の動
力学による予測もTotalがスポンサー
となり研究を進めている。氷荷重を低
減させるための氷のマネジメント手法
も検討が必要である。ぜひ、このよう
な技術ニーズに対して、皆さんからの
ソリューション提供をお願いしたい。

国立研究開発法人 海上・港湾・航空
技術研究所 海上技術安全研究所 特別
研究主幹　宇都 正太郎氏
＜海上技術安全研究所における氷海工
学研究の取り組みについて＞
　日本および海上技術安全研究所が取
り組んできた研究開発を技術的なシー
ズとしてご紹介したい。まず氷を知り、
その上でいかに荷重を推定するかが非
常に重要になる。
　氷を知る上で、氷の厚さは一番重要
な設計上のパラメータである。そのた
め、ヘリに搭載するEM-BIRDという
技術をJOGMECの技術ソリューショ
ン事業のなかで開発した。20ｍ上空
をセンサをつり下げて飛ぶと、その下
の氷の厚さや、氷の上に積もっている
雪の厚さ、表面の凹凸を面的に捉えら
れる。また、氷の動きや接近速度を知
るための技術として、固定式のパルス
ドップラー式レーダーも開発した。さ
らに、氷山が海底で削り取った物体の
大きさを測る技術としてSub-Bottom 
Profilerを開発した。さらに衛星も含
めた情報を集めるデータベースシステ
ムも構築した。
　氷を知った後に、それをいかにモデ
ル化して氷の荷重を予測するか。氷海
水槽で氷と構造物、船や浮体システム
への荷重を推定し、シミュレーション

出所：JOGMEC

写18
Total E&P TEC/GEO,
Expert in Ice Engineering
Prof. Kaj Riska

出所：JOGMEC

写17
株式会社ウェザーニューズ
氷海気象チーム チームリーダー
佐川 玄輝氏
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の精度を検証している。また、氷のマ
ネジメントとしては、例えばドリル
シップの周りに細かく砕けた氷が侵入
してくる場合、どの程度の推力があれ
ば位置保持ができるかの試験も実施
し、船の燃費を計算するプログラムも
作成した。加えて、環境保全技術とし
て、氷海中で油が流出した際の回収技
術の開発研究も行った。

テクニカルディスカッション

　ヤマルLNGプロジェクトを例に、
さらにニーズについて議論した。そも
そも、現状では、例えば構造物等の設
計に必要なローカルな情報が十分に得
られていないとの問題点が指摘され
た。そのため、砕氷LNG船の設計に
は既存の船やタンカーの設計情報を
フィードバックして建造したが、今回
の経験から再度フィードバックが可能
になることが示唆された。
　例1） フリートマネジメントとして

は、砕氷LNG船は15隻で本当
に最適だったのか？

　例2） 港のマネジメントに関しても、
現状の計画（タグボート3隻、
砕氷船1隻）で最適だったのか
検証の余地があるのではない
か？

　例3） 砕氷LNG船から通常のLNG船

に積み替える手法にも課題は
ないのか？

　開発が進んで船の通航量が多くなる
と氷の状況が変化するが、これをいか
に設計条件に組み込むかも検討が必要
になる。
　また、衛星のような広範囲の情報源
と、例えばEM-BIRDのようなローカ
ルな現場の情報をうまく組み合わせる
ことによって設計者が満足するような
情報を与えることができないかとの意
見が出た。衛星データは増加しており、
それを高度に解析する技術と、実際に
15隻もの砕氷船から得られる生の観
測の情報を集め、ここにridge（うね）
がある、ここは氷がないといった情報
をうまく活用できるような仕組みが理
想的という点に意見の一致が見られ
た。
　研究開発へのアプローチについて
は、現場での実証試験の重要性が指摘
された。氷海水槽やそれをベースに開
発したシミュレーションツールがある
が、氷荷重の推定には非常に大きなば
らつきがあり、やはり現場で実証試験
を実施することが必要と結論付けた。
実証試験をするため、今後のプロジェ
クトへの期待も寄せられた。
　北極圏の開発に関する技術として
は、中長期的なビジョンを持って、技

術ニーズとシーズを探索していくこと
が必要との意見があった。
　オープンイノベーションもキーワー
ドとして挙げられた。技術力のある
パートナーを探して、その人たちと
しっかり連携し今後の北極圏資源開発
に貢献していきたいとの意気込みが示
された。
　また、船の性能が上がった一方、乗
組員の質が落ちているという話も挙
がった。ヒューマンファクターは考慮
すべき重要な点であるとの指摘があ
り、氷海のオペレーションのためのト
レーニングの必要性や船の自動運転に
ついても言及があった。

＊＊＊
　海洋・サブシーセッションおよび氷
海セッション両方において、アライア
ンスやオープンイノベーションによる
シナジー効果の重要性が指摘された。
また、課題解決のためにはフィールド
情報の共有や実証試験の重要性は誰も
が 共 有 す る と こ ろ だ と 思 わ れ る。
JOGMECも積極的に貢献していきた
い。

非在来型資源開発セッション

　資源開発企業が技術競争力を強化す
る上で注目・期待する技術分野として、
非在来型資源開発が挙げられる。将来

出所：JOGMEC

写20 テクニカルディスカッション

出所：JOGMEC

写19
国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所
海上技術安全研究所 特別研究主幹
宇都 正太郎氏
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的にエネルギー需給のひっ迫が懸念さ
れるなかで、資源開発ニーズも、容易
に開発できる在来型資源にとどまら
ず、開発が困難な非在来型資源まで拡
大しつつあり、飛躍的な技術開発の進
歩も非在来型資源開発の機運の高まり
を後押ししている。
　JOGMECでは、石油・ガス開発に
おける重点技術4分野の一つとして非
在来型資源を挙げており、技術開発を
進めているところである。このような
非在来型資源の開発にあたっては、油
価に左右されない技術力により差別化
を図り、競争力をつける必要がある。
本セッションでは、
① 非在来型資源開発にあたっての近年

の技術イノベーション
② 既存技術を発展させ、非在来型資源

の効率的な開発を行うプロジェクト
③ 今後数年先に期待されている新規技

術開発
の各カテゴリーで、非在来型資源の技
術について議論の深化を図った。

Alberta Innovates（カナダ・アルバー
タ州）Vice President, Clean Energy
Dr. Z.（John）Zhou
＜カナダのオイルサンド業界における
近年の技術イノベーション＞
　カナダは、世界第3位の埋蔵量を誇

る資源大国であり、その多くを非在来
型資源に分類される超重質油、いわゆ
るオイルサンドが占めるが、このオイ
ルサンドの開発にあたっては、技術革
新が大きく貢献してきた。超重質油は
その粘度の高い性質ゆえに、地下から
生産する方法に課題を抱える。この課
題は、2002年に商業化されたSAGD 

（Steam Assisted Gravity Drainage）
法によりひとまず解決され、それまで
は開発が困難で資源として価値を持た
なかったカナダの地下資源が、一気に
200億ドルの価値を持つ資源に変貌し
た。
　現在では、多くの企業・団体がこの
SAGD法の改良や、生産した超重質油
の輸送問題の解決に取り組んでいる。
これらの技術開発により、原油の回収
率・生産率が向上するだけでなく、開
発にかかるコストの30％以上の削減
や、温室効果ガス排出の40%以上の
削減に貢献すると考えている。
　その一方、超重質油を燃料として燃
焼する以外の方法としてBBC （Bitumen 
Beyond Combustion）も提唱されてい
る。例えば超重質油を炭素繊維などの
材料の原料にすることで、燃焼による
温室効果ガスの排出削減にも貢献でき
る。環境に配慮した超重質油の開発を
促進するためには新たな技術革新が必

要となるが、その鍵はコラボレーショ
ンにあると考えており、日本の誇る先
端技術とのコラボレーションにも大き
な期待を寄せている。

石油資源開発株式会社 カナダオイル
サンドプロジェクト部 地質・油層グ
ループ長　泉 胤智氏
＜SAGD法によるカナダオイルサン
ド重質油開発 ─効率向上に向けたさ
らなる挑戦─＞
　石油資源開発では、1970年代後半
からカナダに賦存する超重質油の開発
に注目し、1999年以来、他社に先駆
けてSAGD法を用いた開発に取り組
んできた。2017年には開発区域を拡
張し、同8月には生産を開始している。
　超重質油の開発にあたって課題とな
るのが温室効果ガス排出マネジメント
と水・熱の有効利用であり、その対策
のためにコストが膨らむ傾向にある。
特に、SAGD法で必要となる蒸気生成
のための設備や操業にかかる費用がか
さむので、いかに蒸気使用量を減らす
かが鍵となる。こうした課題を踏まえ、
開発にかかるコストを削減し、低油価
環境下でも経済性を維持するため、超
重質油の効率的な生産に向けた取り組
みを実施している。
　現在、JOGMECのオープンラボも

出所：JOGMEC

写21
Alberta Innovates（カナダ・アルバータ州）
Vice President, Clean Energy
Dr. Z.(John) Zhou

出所：JOGMEC

写22
石油資源開発株式会社 カナダオイルサンド
プロジェクト部 地質・油層グループ長
泉 胤智氏
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活用しながら、地下に蒸気と溶媒を同
時に圧入することで、相対的な蒸気使
用量を削減しながら、より効果的に超
重質油を回収する技術の開発に取り組
んでいる。また、日本にはこれ以外に
も超臨界水を使った超重質油改質など
の先端技術もあるので、これらの技術
が超重質油の効率的な開発に貢献する
とも考えている。

日本電気株式会社 プラットフォーム
サービス事業部 Analytics Service 
Competence Center 主任　赤間 悟氏
＜非在来型資源をはじめとする石油資
源開発へのAI・BigDataの適用につ
いて＞
　北米で開発が盛んな非在来型資源の
代表であるシェールガスの開発にあ
たっては、地下に圧入する砂が地表面
に戻ってくる現象（サンドフローバッ
ク現象）が確認され、砂による地上設
備への摩耗等の影響が懸念されてい
る。これまで、特定の地層でこの現象
が発生することが確認されているが、
実際の要因の候補となるパラメータが
多数存在するために、特定するには
至っていない。
　一方、シェールガスの開発では、在
来型ガス田の開発と比較して、多くの
坑井を掘削するため、大量のデータを

短期間で取得することが可能である。
　今回、弊社のAI（Artificial Intelligence）
技術を用い、シェールガス田の開発
フェーズから得られる多種多様なデー
タを分析することで、サンドフロー
バック現象が発生する要因の特定を試
みた。その結果、20以上のパラメー
タのなかから、要因として考えられる
パラメータ群を特定し、エンジニアに
よる解釈も加えながら、サンドフロー
バック現象と地質的な要因の相関関係
を見出すことが可能になった。
　このように、非在来型資源開発では、
在来型資源開発よりも短期間でデータ
を収集することが可能であり、データ
分析によるコスト削減や生産性向上・
安全性向上が見込まれる分野であると
考えている。

IoT・BigDataセッション

　資源開発業界にとって厳しい環境が
続くなか、資源開発企業各社は開発コ
スト削減・操業効率化・生産量増大な
ど、さまざまな策を工夫して対応して
いる。特に先端技術の適用によりこの
目標を達成する動きが活発となってい
るところ、データの活用手法に注目が
集まっている。資源開発では探鉱から
開発・生産のいずれのフェーズにおい
ても、日々膨大な量のデータが収集・

蓄積されているが、今後はそのデータ
からいかに有用な情報を抽出し自社の
活動に役立てるか、が重要なデータ活
用の価値になる。
　Day1の講演者・パネリストから繰
り返し「IoT・BigData」をはじめとす
るデジタル技術への言及があり、さら
なるイノベーションを生み出すために
は “Digitalization”が大きな鍵となる
趣旨の発言もあったが、JOGMECで
も、IoT・BigDataをはじめとするデ
ジタル技術は今後の石油業界の成長に
なくてはならない重要な要素であると
考えており、昨年度に引き続き取り上
げることとした。
　本セッションでは、
① 資源開発におけるIoT・BigData適

用例
② 異業種異分野のアライアンス・シナ

ジーによるIoT・BigData技術の価
値増大

③ IoT・BigData技術活用によるビジ
ネス領域の拡大

の各カテゴリーで、デジタル技術につ
いて議論の深化を図った。

国際石油開発帝石株式会社（INPEX） 
ユーラシア・中東事業本部 アブダビ
ユニット シニアコーディネーター
山中 基由氏

出所：JOGMEC

写23
日本電気株式会社 プラットフォームサービス事業部 
Analytics Service Competence Center 主任
赤間 悟氏

出所：JOGMEC

写24
国際石油開発帝石株式会社 ユーラシア・中東事業本部 
アブダビユニット シニアコーディネーター
山中 基由氏
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＜AIは油・ガス田を発見することが
可能か?? ─未探鉱地域の根源岩分布
を数値モデルで予測する─＞
　石油探鉱を行う上で重要な鍵は、炭
化水素資源育成の基となる根源岩を見
つけることにあり、この根源岩の成立
には、地形・気候・海流が特定の条件
を満たしていることが求められる。こ
れらの条件を全て満たすエリアを予測
する方法として、BigDataの活用に期
待が集まっている。
　過去の地形・気候・海流の状態を理
解するために、過去の気象モデルを推
測する取り組みが始まっているが、こ
の気象モデルの予測にあたっては、過
去何万年、何億年ものデータをイン
プットする必要があるため、必然的に
BigDataを扱うことになる。将来的に
は、その解析にはAI等の分析技術を
使うことになるであろうことが予想さ
れ、既にメジャーをはじめとした石油
企業では、AIを探鉱に用いる取り組
みが始まっている。
　現在のところ、石油探鉱は不完全な
データを用いて探鉱しなければならな
いが、AIの力を借りることにより、
少しでも探鉱の精度を向上させること
ができるのではないかと考えている。

Halliburton-Landmark社 Digital 
Officer - Middle East, North Africa 
& Asia Pacific（MENA-AP）
Mr. Shashank Panchangam
＜デジタル時代の石油ガス業界─
BigData・クラウド・IoTがどのよう
に石油開発業界のビジネスを変革しよ
うとしているのか─＞
　 巷

ちまた

では、「デジタル改革 （Digital 
Transformation）」が大きく取り上げ
られている。デジタル技術の革新は目
まぐるしい速度で起こっており、数年
前までは不可能であったことが、デジ
タル技術の適用によって可能になって
きている。
　資源開発業界でも、日々膨大なデー
タが生み出されており、データの一元
管理を行うことで、より効率的な意思
決定を可能にするソリューションの開
発も行われている。全ての技術は明確
なビジネス課題から生まれており、そ
れぞれのユーザーが抱える課題を解決
するために開発されている。
　その一方、技術革新は、1社単独で
は容易にはできないことが多く、鍵を
握るのはコラボレーションである。
Halliburtonで も 同 様 の 問 題 意 識 を
持っており、多くの企業とコラボレー
トすることで新たなソリューションを
生み出せると考えている。そのため、

異業種異分野の企業とのコラボレー
ションに注力しており、幅広い業種の
企業がそれぞれの強みを持ち合い、
Halliburtonのデジタルプラットフォー
ム上で自由にコラボレートできるOpen 
Earth Communityという組織を立ち
上げた。
　日本には多くの先端技術を持ってい
る企業があることを認識しており、今
後はぜひともそれらの技術とコラボ
レートすることで、さらなるデジタル
技術革新を起こしていきたいと考えて
いる。

株式会社小松製作所 ICTソリュー
ション本部 ビジネスイノベーション
推進部 部長　浅田 寿士氏
＜コマツにおけるIoTビジネス活用＞
　コマツは建設機械のメーカーとし
て、長年にわたりビジネスを行ってき
た。近年では建機から収集する運転
データを利用した無人ダンプカーも開
発し、資源開発関連企業にも納入して
いる。
　建機メーカーとしてビジネス領域を
確立した一方、その領域を広げるべく、
顧客に対してさらなる付加価値を提供
するにはどのようなサービスを顧客が
必要としているかに注目し、顧客とと
もにソリューションの創出に取り組ん

出所：JOGMEC

写26
株式会社小松製作所 ICTソリューション本部
ビジネスイノベーション推進部 部長
浅田 寿士氏

出所：JOGMEC

写25
Halliburton-Landmark社 Digital Officer-
Middle East, North Africa & Asia Pacific
 （MENA-AP）Mr. Shashank Panchangam
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でいる。
　その取り組みの一つの結果が無人ダ
ンプカーでもあり、機械の納入だけで
はなく保守保全・メンテナンスまでも
サービスとして提供することで、顧客
の生産性・安全性の向上に貢献してい
る。
　この活動を支えるものとしてBigData
やテレマティックス、IoT・AIを活用
している。
　これらのデジタル技術の活用により
効率的にデータを取得して分析できる
ようになってきているが、結局は人間
がその分析結果を受けてどう意思決定
していくか、が重要なポイントとなる。
特に、パートナーとの信頼関係の下、
新たなソリューションの創出が可能に
なると考える。

クロージングセッション

国際石油開発帝石株式会社（INPEX） 
技術本部 フェロー　難波 隆夫氏
＜INPEXの新技術への取り組み＞
　資源開発にとって技術は非常に重要
であり、特にこの低油価時代において
はより必要性が増している。技術には、
既存のプロジェクトに適用して短期的
に利益をもたらすものと、自らの強み
を生かして新しいビジネスチャンスを
創出する、中長期的なものがあると考

える。
　INPEXでは、特に自社プロジェク
トを推進するにあたって不可欠な技術
に注力している。既存のプロジェクト
の例として、INPEXの初めてのLNG
オペレーター案件であるIchthys（豪
州）プロジェクトがある。このプロジェ
クトでは、遠洋でのガス田開発という
性質とも相まって、探鉱から開発まで、
さまざまな課題を抱えたが、一つ一つ
解決することで生産開始までたどり着
いた。
　また、中長期的な技術に関しては、
自社の10年後、20年後の姿を想像し、
自らの強みを生かしながら理想像にた
どり着くまでのロードマップを作成し
た。今後も、オペレーターとしての能
力向上のための中長期ビジョンにのっ
とった取り組みを行っていきたいと考
えている。

JX石油開発株式会社 技術戦略部 部長
久保 国雄氏
＜JX石油開発の重点技術ロードマッ
プ＞
　JX石油開発の理念として、環境負
荷低減や地球温暖化対策を掲げてお
り、その理念に沿った技術開発に取り
組んでいる。
　環境貢献事業の一つとして2017年

2月より、米国で石炭火力発電所から
の排ガスに含まれる CO2 を回収し、
EORに使うCCUS事業を開始してい
る。この技術では、油田からの増産が
見込まれる上に、環境に排出される
CO2の量の削減にも貢献することがで
きる。このような取り組みを通して、
自社内でCO2-EORに関する経験、知
見の蓄積を図っている。併せて、国内
外の大学・研究機関とも共同研究を行
いながら最先端技術の開発に取り組ん
でいる。
　その一方、マレーシア等での大水深
油ガス田開発にも取り組んでいる。プ
ロジェクトの資産価値を向上させるた
め、最適な開発コンセプトの検討にあ
たっては近い将来実用化されるであろ
う技術の導入も含めたスタディを行っ
ている。
　Gas-EORや大水深油ガス田開発技
術は、Easy Oilでないプロジェクトを
進めるために必要な技術であり、開発
コストの削減を図る上でも新しい技術
による効率化や最適化を積極的に進め
ていきたい。

石油資源開発株式会社 技術本部 技術
研究所 所長　手塚 和彦氏
＜E&P事業を強化するための技術イ
ノベーションへの取り組み＞

出所：JOGMEC

写27 国際石油開発帝石株式会社 技術本部 フェロー
難波 隆夫氏

出所：JOGMEC

写28 ＪＸ石油開発株式会社 技術戦略部 
部長　久保 国雄氏
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　資源開発業界が直面している環境は
厳しく、低油価という逆風にさらされ
ているなかで事業を強くしていくため
には、新しい技術によるコスト削減や
効率的な生産量の増大、あるいは新規
埋蔵量の追加に取り組む必要がある。
　弊社の課題として、国内での新規埋
蔵量の追加、非在来型資源の効率的な
開発、海外における新規の油田の発見
が挙げられる。その一方、全ての技術
分野において技術開発を行うことは難
しく、インハウスでどの分野に注力す
るかを特定することが重要となるた
め、技術戦略を策定し、優先的に取り
組むテーマを選定した。また、オープ
ンイノベーションにも取り組んでおり、
弊社の技術力のみならず、大学・研究
機関・企業とwin-winの形で協力して
進めていきたいと考えている。

JOGMEC 理事 石油開発技術本部長　
市川 真
　前回のTechno Forum 2016では、
テーマを「激動の資源開発業界を生き
抜くために」と掲げた。しかし今年は
見え始めてきたトンネルの先の世界を
意識し、今後10年間、20年間を長期
的な目で見極めようという機運のなか
で、産油・産ガス国、あるいは資源開
発企業が発展していくために必要な技

術、いわゆる「技術イノベーション」と
はどういうものなのかをテーマに掲げ
て開催した。
　各国、各企業がしのぎを削って技術
適用による新しい価値の創造に取り組
んでいるなか、JOGMECとしても、
引き続き先端的な技術を取り込み、産
油・産ガス国をはじめとする各国関係
機関への技術的なソリューションの提
供をし続けていくとともに、その活動
を通して、各国との関係強化につなげ
ていきたいと思う。
　JOGMEC Techno Forumが、産油・
産ガス国が抱える生のニーズと、異業
種、異分野を含む日本の優れた技術
シーズが出会うプラットフォームとし
て機能し、ソリューションを導き出す
機会を引き続き生み出していくべく、
今後も役職員一同邁進したいと考えて
いる。

企業展示

　 今 回 の JOGMEC Techno Forum 
2017では、講演会場に隣接した会場
で企業展示会を開催した。本企業展示
会の目的の一つは、日本企業が有する
技術力を、技術課題を抱える国内外の
潜在的パートナーに対し効率的に発信
することである。そのため、出展企業
数を前回よりも増加させ18企業17ブー

スの態勢で、Day 2の技術テーマと関
連した最新技術を紹介した。出展企業
はそれぞれ趣向を凝らした展示をし、
実際に体感可能な機器などで来場者の
関心を引き付けた。展示会場には講演
者をはじめ国内外から集まった多くの
参加者が足を運び、展示物を前に活発
な議論を交わした。会場中央に設置し
たデモンストレーションスペースで
は、気象・海象データをリアルタイム
で表示するシステムや、地下構造を
VRで再現するシステムのデモンスト
レーションが行われ、数多くの来場者
が技術を実際に体験するなどし、企業
展示会は大いに賑わった。
　また、ニーズとシーズのマッチング
というフォーラム全体の目的に対して
も、企業展示会は効果的役割を果たし
た。出展企業と講演者の間で多くの個
別面談が持たれた他、本フォーラム参
加者および出展関係者の情報交換・交
流の場としても機能し、例年以上に有
効なマッチングの場となった。出展企
業からも、新規顧客との新たなビジネ
ス成立に向けた取り組みにつながった
との報告も受けており、本展示会を
きっかけとして生じたビジネスチャン
スが成功裏に発展していることを確認
することができた。

出所：JOGMEC

写30 JOGMEC 理事 石油開発技術本部長
市川 真

出所：JOGMEC

写29 石油資源開発株式会社 技術本部
技術研究所 所長　手塚 和彦氏
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参加者の声

　本フォーラムの参加者は、石油・天
然ガス、資源開発分野の関係者に限ら
ない。業種別に集計すると、異なる事
業分野からの参加者が占める割合は約
60%に及ぶ。このことから、参加者
の方々にとって、本フォーラム立ち上
げ時の構想である「業種を越えたニー
ズとシーズの出会いの場」として定着
しつつあることがうかがえる。毎年会
場で協力して頂いているアンケートで
は、それぞれの分野の視点から本
フォーラムを評価して頂いており、以
下に参加者から頂戴した回答・コメン
トのとりまとめを一部を紹介する。
 ・フォーラム全体について
　本フォーラムで得た知見を自社の今
後の事業戦略の材料にしたいという参
加者もおられ、年々内容の質が向上し
ていると好評を頂いている。また、ニー
ズ・シーズ双方の観点から、異分野と
の技術交流を通じて新規ビジネスの開
拓、および既存チャンネルの拡大が達
成されたと、資源開発分野のビジネス
マッチングに対する本フォーラムの貢
献を評価して頂いた。
　講演者・出展企業とのビジネス展開
や関係強化においては、JOGMECに
仲介役としての支援を期待するととも
に、来年度以降も継続開催を求める意

見が多く寄せられた。
 ・Day 1について
　基調講演で産油国側の講演者から直
接語られた、最新の事業環境下で各講
演者が目指す方針は、資源開発業界に
対する考え方について示唆に富むもの
だったと高い評価を受けた。
　一方、「技術イノベーション」をテー
マとしたパネルディスカッションで
は、登壇者が各社の技術革新への取り
組み事例を紹介しながら議論したこと
に関し評価を得た。

 ・Day 2について
　個別技術セッションの講演では、各
企業が抱える問題点とそれに対する挑
戦の過程が具体的に明示され、各社の
動向把握に役立っただけでなく、幅広
い業界のパートナーとの協業の重要性
を認識できたと、本フォーラムの構想
に合致する感想が寄せられた。
　特に、近年急速に発展している
IoT・BigDataについては、現場への
貴重な適用事例を聞くことができたと
のことで、次回以降もテーマに取り上

出所：JOGMEC

写31 企業展示会場

出所：JOGMEC

写32 企業展示会場

マスコミ（報道・出版） 2％

官公庁・団体 5％

大使館・公館 4％

研究機関・大学 7％

商社 7％

コンサルタント 5％

宇宙 1％

水処理・ガス処理 1％

造船・重工 4％

サービスカンパニー
4％

電力・ガス 1％ 産業機械・ロボティクス 2％

IT・エレクトロニクス 4％

その他
6％

資源開発
21％

Major or National
Oil Company
1％

エンジニアリング
  企業
  11％

化学製品・素材メーカー 8％

その他メーカー 5％

出所：JOGMEC

図1 参加者の業種（参加者アンケートより）
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執筆者紹介

河野　裕人（こうの　ゆうじん）
学　　歴：2015年、早稲田大学大学院　先進理工学研究科　応用化学専攻修了。
職　　歴： 2015年、JOGMEC入構。技術ソリューション事業グループ　技術開発チーム所属。主に重質油開発技術、

BigData分析技術、ロボット技術の技術調査事業や技術開発事業に従事。
趣　　味： 日頃は楽器演奏（バイオリン）、映画鑑賞、読書、とインドア派ながら、時には遠くの国へ行って、読書し

たり羽を伸ばすのがマイブーム。
近　　況： 最近は東南アジアがお気に入り。なかでも個人的に大ブレークしているのが東ティモールとブルネイ。同

じ東南アジアでも両極端の風景が見られるのが旅することの魅力。

Global Disclaimer（免責事項）
本稿は石油天然ガス・金属鉱物資源機構（以下「機構」）調査部が信頼できると判断した各種資料に基づいて作成されていますが、機構は本稿
に含まれるデータおよび情報の正確性又は完全性を保証するものではありません。また、本稿は読者への一般的な情報提供を目的としたもの
であり、何らかの投資等に関する特定のアドバイスの提供を目的としたものではありません。したがって、機構は本稿に依拠して行われた投
資等の結果については一切責任を負いません。なお、本稿の図表類等を引用等する場合には、機構資料からの引用である旨を明示してくださ
いますようお願い申し上げます。

げてほしいとの要望がある。
 ・企業展示会について
　活気があり、技術紹介とネットワー
キングの両面から、年々よくなってい
ると好評を頂いている。各社が最新の
技術開発状況をアピールした展示会で
は、たくさんのコミュニケーションが
生まれ、世界的連携の重要性を実感で
きる場となった。

おわりに

　既述のように、今回のフォーラムも
2日間にわたって資源開発・技術イノ
ベーションに関する講演、展示を実施
し、多くの方々に参加頂き、成功裏に
終了することができた。協力頂いた関
係者、企業の皆様に厚く御礼申し上げ
る。
　フォーラム冒頭の開催者挨拶のなか
で、JOGMEC理事長 黒木啓介より、

「厳しい低油価時代（トンネル）はもう
しばらく続くと見られるが、トンネル
から抜け出す条件が徐々に整ってきて
いるのではないか。トンネルを出た時
には、これまでのコスト削減や効率化
といった競争力強化につながる活動の
成果が顕在化するだろう」といった話
があった。
　一方、その後メディアからは、「一
部のメジャーは苦境をバネに筋肉質を
取り戻しつつあり、油価50ドル/バ
レル以下でも利益を出せるようになっ
た」「Shellは大水深等のフロンティア
にも再び積極的に取り組む模様」と
いった情報とともに、「アジアの国営
石油企業はメジャーと比べて将来の成
長性に差が出ている」という情報も発
信されている。これはまさに、各社が
これまで実施してきた資産の選択・集
中やコスト競争力強化といった、戦略
の結果として積極的な活動を行ってき

た企業とそうでない企業の差が顕在化
していることを示唆するものではない
か。企業の努力は収益拡大につながり、
それは新たな開発へと循環される。油
価の回復にはまだ時間がかかるもの
の、守りから攻めに転ずるタイミング
が来ているのかもしれない。
　JOGMEC Techno Forumでは、厳
しい状況を打開するためのベースとな
るのはやはり技術力であり、経済性の
向上や権益の獲得・維持には絶え間な
い技術への挑戦が必要であることを命
題として、テーマを設定し、ニーズと
シーズの出会いの場を提供している。
ご来場くださった方々が、本フォーラ
ムを通じて現状のビジネス環境につい
て理解を深め、時宜を得たよりよい戦
略を立てるための前向きのヒントを得
てくだされば幸いである。


