
最適な手段の検討・実施

　プロジェクトが順調に進むと思
われた矢先、掘削深度200ｍに到
達したところで中断の危機に追い
込まれる。原因はぜい弱な水供給
システムにあった。今回の掘削で
は地層の性質から大量の水が必要
であったので、標高差400mある
水源から距離約９kmのパイプラ
インを設置し揚水していたが、給
水ポンプの老朽化などで水が安定
的に確保できなくなったのだ。
　水供給を含め、その他エチオピ
ア側が負担することになっていた
現場で日々必要となる細かな資機
材の提供も、エチオピア側が手を
尽くすものの、財政面や制度上の
制約もあり、なかなか予定どおり
に進まない事情も見えてきた。
　JICSおよびWest JECは、事態
を打開するべく日本側およびエチ
オピア側関係機関と協議の上、エ
チオピア側の掘削作業を日本側が
手配する掘削専門チームが補強す
るなど、ハード・ソフトの両面で
対応することで、今年２月の掘削
再開にこぎつけた。エチオピアで
は初めてとなる、難易度は高いが
効率的な“傾斜掘削”の技術を用
いるなどして、４月下旬にターゲ
ットであった地熱貯留層に到達し、
その後の噴気試験により、６月９
日に噴気が確認された。
　円借款のインドネシアにおける
地熱開発案件で、調達関連業務の
経験を持つ業務第二部特別業務第
二課の井上圭三氏は、「地熱開発
は掘削深度が2,000ｍという高深
度になることもあり、掘削工事に

は予測不可能な事象が多く発生す
る。その際の掘削会社との契約条
件は、地上に建設・施工する土木
建設案件とは免責範囲などが大き
く異なり、プロジェクトの規模な
どを勘案しつつ適切に設定する必
要がある」とした上で、「現場管
理においても、必要な資機材や人
材を適切なタイミングで調達する
ことが不可欠だ。これまでの調達
代理業務で培ってきた経験、ノウ
ハウをベースに、地熱開発に特有
のノウハウを蓄積する必要があ
る」と話す。
　また、久保氏は「１本目の噴気
まで長い道のりだったが、その分
学んだことも多い。次の段階でし
っかり生かしていきたい」と、２
本目の成功に向け、関係者一同全
力で取り組む意気込みを強調する。
　これまで資機材・役務の調達経
験をベースに培ってきた“プロジ
ェクト・マネジメント”という能
力、既存の手法や枠組みにとらわ
れない柔軟な発想こそが、JICS
の『強み』だと言える。この『強

み』は、地熱開発といった新興分
野にとどまらず、さらに新しい分
野や事業、援助形態を産み出す原
動力になるだろう。

初めての地熱開発案件

　環境プログラム無償での対エチ
オピア「森林保全計画」の一環と
して、アルト・ランガノ地熱開発
支援が実施されている。
　エチオピアを縦断する大地溝帯
は世界で有数の地熱開発のポテン
シャルが高い地域と言われ、プロ
ジェクトサイトであるアルト・ラ
ンガノ地区では1980年代に開発
が始まり、90年代には欧州の援
助により小規模な地熱発電のパイ
ロットプラントが建設されていた。
その後、継続的な開発が行われな
かった同地区において、既存掘削
機材の修復や必要な資機材の供与
に、掘削技術者や作業員のキャパ
シティー･ビルディングを組み合
わせた、ソフト･ハードの両面で
2,000m級の地熱井掘削を行うの
が本プロジェクトである。これは

JICSにとって初めての地熱開発
プロジェクトへの関与であり、ま
さに「道なきところに道を作る」
（久保徹・業務執行理事）難しい
取り組みが続いている。
　地熱開発という未知の分野に飛
び込むプロジェクトに、JICSは
日本国内外の地熱開発分野で有数
の知見・経験を有する西日本技術
開発（株）（West JEC）と連携
し、「調達」のプロであるJICS
と「地熱開発」のプロである
West JECとの二人三脚で挑むこ
ととなった。
　｢１本４～６億円」が相場と言
われる地熱井掘削を、限られた無
償資金の枠内でいかに実施してい
くかが課題となった。そこで90
年代に使われていた既存掘削機材
を有効活用し、併せてエチオピア
側の技術者に技術移転を行うこと
で現地のリソースを最大限に生か

す計画となった。
さらに、地熱井
掘削用のパイプ
やセメントなど
大量の必要資材
を世銀ローンに
て調達すること
とし、アルト・
ランガノでの地

熱開発案件は“エチオピア側リソ
ースの有効活用”、“被援助国へ
の技術移転”、“国際機関との協
働”という援助構想で、始動した
のである。

構想と現状の乖離

　掘削は、当初世銀ローンで調達
される必要資材が整う2013年３
月ごろに開始予定だったものの、
この調達の手続きが遅れ、スケジ
ュールの見直しが必要となった。
　また、以前行われた予備調査時
での想定と異なり、掘削経験を有
するエチオピア側技術者の多くは
第一線を退いており、新スタッフ
に対する一からの技術指導や、長
期にわたるメンテナンス不足で既
存掘削関連機材の全面補修が必要
になるなど、プロジェクトの進行
に伴い、当初構想とは程遠い現状
に直面することとなった。
　さらに、JICSが新たに調達し
た主要掘削機材が輸送途中の事故
により全損するという不運にも見
舞われた。この状況下でJICS、
West JEC、エチオピア側などプ
ロジェクト関係者は協力して事態
の打開に尽力し、13年11月、１
本目の掘削開始にこぎ着けたので
ある。

無償資金協力では初めてとなる地熱開発案件がエチオピアで実施されている。プロジェクト
管理や資金管理などに当たる日本国際協力システム（JICS）は、日々、想定外の事態が発
生する中、「最適な手段」（関係者）をもって案件を進めている。

地熱開発分野に専門性生かす

噴気するアルト・ランガノの地熱井

現地に設置された掘削機

エチオピアでの新たな挑戦

久保 徹氏業務執行理事 井上 圭三氏業務第二部特別業務第二課

【対象国・地域】　パキスタン、ヨルダン　（対象国の拡大を検討中）
【 基 本 料 金 】　●アポイント成立１件あたり 1万2,000円（税込）
　　　　　   　  ●現地スタッフによる同行サービス１件あたり 2万5,000円（税込）（オプション）　
【お問い合わせ・ご相談はこちら】
　　　　　　　  一般財団法人日本国際協力システム　担当者：阿部、鮎川、稲葉
　　　　　　　  連絡先：Tel： 03-5369-7243　E-mail：jics_apo@jics.or.jp

一般財団法人 日本国際協力システム（JICS）

●「アポイントを申し入れているが、返事が全く返ってこない」　
●「面談時刻の調整がなかなかできない」 

こうした悩みはありませんか？　
アポイントメントの取得に関する面倒事を、JICSが代行致します！

JICSの開発途上国アポイントメント代行サービス
ジックスＪ-apo

http://www.jics.or.jp/j-apo/index.htmlお申込み/利用規則/免責事項等の詳細はこちら
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