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まえがき
弘前大学グローカル人材育成事業学生市民等協働プログラムは、地域課題に対してグローバル
な考えで取り組み対応できる人材を育成するため、指導教員のもと、学生と市民及び企業人が一
体となって海外研修、海外事情調査を行うとともに、学生はこの体験を通じて、解決力、起業マ
インドなどを豊かにし、市民企業とともに地域活性化に貢献することを目的としています。この
事業は弘前大学が弘前市や弘前商工会議所などの支援を受けて、平成 26 年度から開始した新し
い形のグローバル人材育成事業です。とくに平成 27 年度からは公募方法が確立され、完全にオー
プンな形で学内横断的に公募が行われるようになりました。
この事業は平成 22 年度 10 月から一部局として北日本新エネルギー研究所となった当研究所に
とっても、また、平成 25 年度から理工学研究科の中に誕生した新エネルギー創造工学コースの大
学院生にとっても、大変に魅力的なものでした。たとえば、平成 26 年度に、青森市、弘前市、む
つ市の方々や弘前大学教員が経済産業省の予算によって、寒冷地アイスランドに、先進的地熱利
用に関する調査団を派遣しようとしていた際に、急遽、新エネルギー創造工学コースの第 1 期大
学院生 3 名が本事業を利用して合流することができました。このような直前における合流が実現
したことも、柔軟性に富むグローカル人材育成事業のお陰でした。
平成 27 年度には、
『地熱発電大国インドネシアにおける地熱開発状況・地熱フィールド実体験
プログラム』と題して、教育拠点のバンドン工科大学を含めて、地熱発電大国インドネシアの全
てをつぶさに視察するプログラムを計画しました。

謝辞
今回のプログラムに協力していただいた JICA ジャカルタ事務所、Star Energy 社、同社の
Wayang Windu 地熱発電所、バンドン工科大学、地質庁地質資源研究センターに感謝するととも
に、お忙しい中、この調査団に企業からの指導者として参加していただいた㈱大林組入矢桂史郎
統括部長、川崎重工㈱桧垣憲仁部長代理、東日本旅客鉄道㈱井上宏和課長に、御礼申し上げます。
また、このようなすばらしい機会を設けていただいた弘前市、弘前商工会議所、弘前大学の関係
者の皆様に深く感謝致します。

2016 年 3 月 10 日
弘前大学北日本新エネルギー研究所
村岡 洋文・井岡 聖一郎
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１．プログラムの概要
弘前大学北日本新エネルギー研究所
村岡 洋文・井岡 聖一郎

１）計画の概要
事業概要：インドネシアは我が国を凌駕する地熱資源大国であり、地熱発電を急拡大させ、す
でに 4％の電力を地熱発電で賄っている。たとえば、ワヤンウィンドゥー地熱発電所では富士電
機㈱が納めた 11 万 kw と 11.7 万 kW の巨大な 2 基のタービンが合計 22.7 万 kW の発電を実現
しており、地熱発電が必ずしも小規模とは言えないという事実を実証している。本事業は、現
在、世界で最も活動的な地熱発電開発国であるインドネシアを実体験することにより、これから
弘前市や青森県や我が国の地熱開発技術を担う大学院生に対して、グローバルかつ効果的な学習
を速やかに行うものである。
今回はこれに、八甲田山北西部において、地熱資源開発調査を進めておられる㈱大林組、川崎
重工㈱、東日本旅客鉄道㈱の 3 社からもご参加いただいた。これらの方々には地熱発電大国を視
察していただきつつ、大学院生に企業活動における実践的な技術開発のあり方や心構えを教授し
ていただいた。

２）研修期間
研修期間：平成 27 年 12 月 5 日（土）～12 月 13 日(日)、9 日間

３）研修場所
インドネシアにおける地熱開発と日本の支援の全貌に関するレクチャー


独立行政法人国際協力機構（JICA）ジャカルタ事務所（ジャカルタ）

インドネシアにおける地熱開発の実際に関するレクチャー


Star Energy 社（ジャカルタ）

インドネシアにおける地熱開発事例見学


Wayang Windu 地熱発電所（バンドンの東南東）

インドネシアにおける地熱フィールド見学


Tangkuban Parahu 火山及び Domas 地熱地域（バンドン北部）

日本インドネシア地熱ミニワークショップ


バンドン工科大学大学院地熱マスターコース（バンドン）
３

インドネシアにおける地熱ポテンシャル研究に関するレクチャー


地質庁地質資源研究センター（バンドン）

インドネシアにおける地熱開発中フィールド見学


Bedugul 地熱地域（バリ島）

４）研修目標
► 地熱発電が準主要電源になっているインドネシアという国や社会を視察し、同じ火山国
の国民として、地熱エネルギーへのパラダイム転換の可能性について習得する。
► インドネシアの地熱開発発展の背景に、JICA や JBIC など、日本の技術的・財政的支
援の役割が小さくなかったことを習得する。
► 日本のタービンメーカーや地熱コンサルタントは日本の地熱開発の失われた 15 年の間
（1997～2011 年）も、インドネシア等の海外に活路を見出していたことを習得する
► インドネシアの交通システムの不備や慢性的な交通渋滞の現状など、インフラ整備の未
成熟な点についても習得する。
► インドネシアという多民族国家・多宗教国家（イスラム教が主流ながら、バリ島のよう
にヒンズー教の地域もあり、スマトラ島やスラベシ島やインドネシア東部のように、カ
トリック教とイスラム教の共存地域も多い）の文化について習得する。
► ハビビ元大統領を輩出した同国理系最高峰のバンドン工科大学の地熱マスターコース
（2008 年開講）を視察し、地熱パラダイム転換には地熱教育拠点が必要であることを
習得する
► 英語による講演や質疑や交流を通じて、国際的感覚や視点を学ぶ

５）研修プログラムの内容
インドネシア全般


自動車の大部分が日本車であり、インドネシアが日本の顧客であることを知る



日本車はトヨタの Kijang（鹿）等、現地仕様になっていることを知る



交通インフラの未成熟による慢性的交通渋滞を知る



GDP が着実に伸びているインドネシアのダイナミズムを体感する



人口が着実に伸びているインドネシアのダイナミズムを体感する



エネルギー需要が着実に伸びているインドネシアのダイナミズムを体感する

独立行政法人国際協力機構（JICA）ジャカルタ事務所（ジャカルタ）


レクチャーによりインドネシアにおける地熱開発状況の全貌を概観



レクチャーにより日本の技術的・財政的支援の貢献の大きさを知る



JICA 海外事務所中最大級のジャカルタ事務所を通じて、ODA や JICA を知る

４

Star Energy 社（ジャカルタ）


副社長による Wayang Windu 地熱発電所の事前レクチャー



Wayang Windu 地熱発電所開発の苦労話など、貴重な企業活動経験を学習

Wayang Windu 地熱発電所（バンドン東南東）


茶畑に覆われた火山体山頂付近の地熱発電所を見学



富士電機㈱社製の 11 万 kW と 11.7 万 kW の大型蒸気タービンを見学



インドネシアの地熱市場が日本メーカーにとっても大切な市場であることを知る

Tangkuban Parahu 火山及び Domas 地熱地域（バンドン北部）


バンドン北部でアクセスが容易な地熱フィールドを見学



観光地ながら、地熱開発対象となっており、公園規制の少なさを知る

バンドン工科大学大学院地熱マスターコース（バンドン）


バンドン工科大学大学院地熱マスターコースというおそらく世界最大の地熱教育拠
点を学習



日本インドネシア地熱ミニワークショップを開催



英語での講演や質疑を行い、国際交流能力を高める

地質庁地質資源研究センター（バンドン）


インドネシアにおける地熱ポテンシャル研究に関するレクチャー

Bedugul 地熱地域（バリ島）


インドネシアにおける地熱開発中フィールドを見学



ヒンズー教の宗教的理由により、バリ島では地熱開発に反対運動があることを学習

６）参加者
【大学院生】
（2 名）
理工学研究科 D1 鈴木 陽大
理工学研究科 M2 松田 雅司
【社会人指導者】
（3 名）
㈱大林組 入矢 桂史郎 統括部長
川崎重工㈱ 桧垣 憲仁 部長代理
東日本旅客鉄道㈱ 井上 宏和 課長
【引率指導教員】(2 名)

５

村岡 洋文 教授
井岡 誠一郎 准教授
【事務局予算担当】
（1 名）
白石 興介
—――――――――――――――
【合計】

8名

７）研修日程
① 青森発の 5 名は 12 月 5 日午後 16 時に青森空港に集合し、17 時発の JL148 便にて羽田
空港に移動し、羽田―成田リムジンバスにて成田空港に移動し、成田空港近傍のホテル
に宿泊した。
② 全員が 12 月 6 日 9 時に成田空港に集合し、出国審査を通過後、10 時 55 分発の JL725
便にて成田空港を離陸し、16 時 55 分にジャカルタのスカルノハッタ空港に到着した。
同空港には本出張のインドネシア側のアレンジ全般をお願いしたバンドン工科大学講師
の Asnawir Nasution 博士が迎えに来ており、3 台の車に分乗して、ジャカルタのホテ
ルに移動した。ここで、早速、交通渋滞の洗礼を受けた。
③ 12 月 7 日 10 時に JICA ジャカルタ事務所を訪問し、レクチャーを受けた。16 時に
Star Energy 社を訪問し、レクチャーを受けた。
④ 12 月 8 日 8 時にジャカルタを出発し、12 時に Wayang Windu 地熱発電所に到着した。
Wayang Windu 地熱発電所の見学後、15 時に出発し、18 時にバンドンのホテルに到着
した。
⑤ 12 月 9 日は選挙の日のため休日であり、9 時から Tangkuban Parahu 火山及び Domas
地熱地域を見学した。
⑥ 12 月 10 日 9 時にバンドン工科大学を訪問し、9 時 30 分から 11 時 30 分まで、ミニワ
ークショップを行った。14 時に地質庁地質資源研究センターを訪問し、インドネシアの
地熱ポテンシャル評価に関する簡単なレクチャーを受けた。その後、ジャカルタのホテ
ルに移動した。
⑦ 12 月 11 日 11 時 35 分発の GA408 便にて、ジャカルタを発ち、14 時 40 分にバリ島デ
ンパサールに到着した。その後、Bedugul 地熱地域を見学した。
⑧ 12 月 12 日の日中の大半は自由時間とし、17 時 30 分発 GA419 便でデンパサールを発
ち、18 時 30 分にジャカルタのスカルノハッタ空港に到着した。21 時 25 分には、
JL726 便で日本に向けて離陸し、当夜は機中泊であった。
⑨ JL726 便は 12 月 13 日 6 時 35 分に成田空港に到着した。ここでチームは解散した。そ
の後、青森組みは成田－羽田リムジンバスで羽田空港に移動した。10 時 15 分発の
JL143 便で羽田空港から青森空港に向かい、11 時 30 分に帰還した。ここで青森組みも
解散となった。

６

２．プログラムの結果報告
弘前大学北日本新エネルギー研究所
村岡 洋文・井岡 聖一郎

１）JICA ジャカルタ事務所
JICA 松野下氏から、インドネシアの地熱開発状況や課題について、最も包括的で、バランス
のとれた情報を得た。インドネシアの各機関では我々の目的にとって、狭過ぎたり、深過ぎたり
する情報が多いことから、最初に JICA インドネシア事務所を訪問し、包括的情報を得たことは
後の行程にとって理想的な背景知識となった。
インドネシアの地熱ポテンシャルは約 29,000 MW と推定され、米国に次ぐ地熱資源大国と目
されている。インドネシアの第 2 次クラッシュプログラム（2010～2014 年）の中では、この 5
年間にうちに合計 9,846 MW の新規電源開発計画が計画されており、そのうち約半分の 4,757
MW が地熱発電の計画となっている。JICA はこの推進を支援している。

JICA ジャカルタ事務所における松野下氏のレクチャー（2015 年 12 月 7 日）

２）Star Energy 社
予定にはなかったが、Asrizal Masri 副社長が Wayang Windu 地熱発電所に同行できないこと
から、わざわざ、本社に招待してくれ、面談してくれた。Wayang Windu 地熱発電所の開発中
の 3 号機では 3 坑目の掘削でようやく噴気に成功した話など、公式の場では聞けない貴重な情報
を提供していただいた。

７

Star Energy 社の Asrizal Masri 副社長を囲んで（2015 年 12 月 7 日）

３）Wayang Windu 地熱発電所
ビデオとスライドによる説明の後、地熱発電所内と生産井基地を案内してくれ、さらに昼食を
振舞ってくれた。もちろん、富士電機㈱製の 2 つの大型タービンは壮観であった。あいにく雨季
の典型的な豪雨の日であったが、その中で豪雨による地滑り現場とそのパイプライン復旧工事な
ども見ることができた。バンドン工科大学大学院と Star Energy 社との特別契約によって、地熱
マスターコースに在学しながら、Wayang Windu で働いている勤労大学院生にも遭うことがで
き、バンドン工科大学を訪問する前に、その成功事例に遭遇することができた。

Wayang Windu 地熱発電所の 11 万 kW と 11.7 万 kW のタービン（2015 年 12 月 8 日）

８

４）Tangkuban Parahu 火山及び Domas 地熱地域
当初、12 月 9 日にバンドン工科大学を訪問する予定であったが、入国直前に当日は National
Election Day（投票日）となることが判明したため、急遽、バンドン市北部の Tangkuban
Parahu 火山のフィールド調査を行った。とくに、噴気帯である Domas 地熱地帯は典型的な火
山性の噴気地帯として、訪問の価値があった。

Tangkuban Parahu 火山東麓の Domas 地熱地帯（2015 年 12 月 9 日）

５）バンドン工科大学大学院地熱マスターコース・ミニワークショップ
インドネシアの地熱ポテンシャルは約 29,000 MW と推定され、米国に次ぐ地熱資源大国と目
されている。インドネシアの第 2 次クラッシュプログラム（2010～2014 年）の中では、この 5
年間にうちに合計 9,846 MW の新規電源開発計画が計画されており、そのうち約半分の 4,757
MW が地熱発電に期待されている。この計画が速やかに実現されるためには，圧倒的に不足する
のが地熱開発の人材であり、毎年 120 名の地熱技術者の育成が必要と見積もられる。インドネシ
ア政府のこの政策を支えるために、バンドン工科大学は 2008 年 9 月（9 月に始まる Semester）
から地熱マスターコースを新設した。それは地球科学・資源工学関係の様々な学部生が進級でき
る課程であり、探査コースと工学コースを選択できる。入学定員は 20 名である。これまで地熱
人材の育成は海外に頼ってきたが，将来はバンドン工科大学をインドネシアだけでなく，アジア
や世界の地熱教育研究センターにしたいと考えている。
コース長の Nenny Saptadji 博士（女性）が SATREPS の関係で京都大学に出張中であったこ
とから、本コースのタスク・フォースの一員で講師の Suryantini 博士（女性）が丁寧に対応し
てくれた。40 名くらいの大学院生や教員が聴衆として参加してくれた。村岡は温泉発電の講演
を行ったが、スマトラ島全域の地熱資源の論文を多くの大学院生が読んでくれていて、むしろ、
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これに関する質問攻めに遭った。井岡は岩木山の地化学温度計の講演を行い、やはり、質問攻め
に遭った。弘前大学の鈴木君（D1）は青森県の地熱資源評価の講演を行い、松田君（M2）は八
甲田山地獄沼～新湯の混合モデルの講演を行った。やはり、多くの質問を受け、両君ともこれに
対してよく健闘した。質問することを礼儀と心得ているかのごとく、バンドン工科大学の大学院
生は非常に積極的であり、その姿勢には感銘を受けた。このミニワークショップが本出張のメイ
ンイベントであったことから、十分な成果が上がったものと考える。なお、バンドン工科大学大
学院地熱マスターコースは、オランダ（ユトレヒト大学）、米国（南カリフォルニア大学）
、ニュ
ージーランド（オークランド大学）
、アイスランド（アイスランド大学）、日本（京都大学）な
ど、世界中の大学から共同研究のラブコールを受けていた。そのため、本学がインドネシアの大
学と共同研究を行う場合には、バンドン工科大学だけではなく、Manado 大学など、インドネシ
アの他の大学も検討する余地があるように思われた。バンドン工科大学大学院地熱マスターコー
スは、地熱に特化した教育組織としては世界最大級と思われる。しかし、実験設備については、
地質学教室や地球物理学教室や鉱山学教室などの実験設備を借りていることが判明した。つま
り、この点では、小規模といえども、弘前大学の我が研究所の方が、はるかに実験設備に恵まれ
ているように思われる。

レクチャー後、質問攻めに合う村岡

レクチャーを行う井岡

レクチャーを行う鈴木陽大君

レクチャーを行う松田雅司君
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ミニワークショップ終了後のグループ写真（2015 年 12 月 10 日）

６）地質庁地質資源研究センター
地質庁地質資源研究センターはインドネシア全国の地熱資源を調査し、毎年、その資源量を更
新している研究機関である。今回、バンドン工科大学訪問と同じ日の訪問となったことから、時
間的な余裕がなかった。しかし、2015 年 3 月に更新したばかりのインドネシア全国地熱資源量
マップを提供していただき、貴重な資料となった。

地質庁地質資源研究センターにて（2015 年 12 月 10 日）
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７）Bedugul 地熱地域
バリ島の住民はほとんどヒンドゥー教徒であることから、掘削という行為自体をきらってお
り、そのため、Bedugul 地熱地域はインドネシアにおいて珍しく地熱開発が中断している。しか
し、現地に行き、生産井の口元を確認することができた。

Bedugul 地熱地域の地熱井の暴噴防止装置（2015 年 12 月 11 日）
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３．インドネシア体験記
弘前大学大学院理工学研究科博士後期課程
安全システム工学専攻 1 年
15DS204

鈴木 陽大

1. 目的
今回幸運にも、学生市民等協働プログラムに参加して、インドネシアに行かせていただき
ました。私は研究者を志す理工学研究科の大学院生です。訪問したインドネシアは世界第 2
位の地熱資源量を有しており、世界第 3 位の地熱資源量を有する日本と並び、他国を圧倒す
る地熱資源大国であることが知られています。しかし、日本とインドネシアの地熱発電設備
容量には大きな差があります。2010 年時点で、インドネシアの地熱発電設備容量は 1,197
MW なのに対して、日本の地熱発電設備容量は 538 MW です。インドネシアと日本の地熱
発電設備容量の大きな差が何に起因するのか自分の目で確かめるという個人的な目的を持
ち、本事業に参加しました。
2. 日程概要
12 月 5 日−12 月 6 日 青森−東京−ジャカルタ 空路移動
12 月 7 日

JICA インドネシア事務所、Star Energy 社訪問

12 月 8 日 Wayang Windu 地熱発電所訪問
12 月 9 日 Tangkuban Parahu 火山、Domas 地熱地域でのフィールドワーク
12 月 10 日 バンドン工科大学でのミニワークショップ、地質庁地質資源研究センター訪問
12 月 11 日

Bedugul 地熱地域訪問

12 月 12 日−12 月 13 日 バリ−ジャカルタ−東京−青森 空路移動
3. 日程詳細
12 月 7 日
JICA インドネシア事務所では、インドネシアの地熱開発事情に関してレクチャーを受け
ました。私は 100 MW を超えるような規模の大きな地熱発電所が、インドネシアには多く存
在することに驚きました。なぜなら、日本では 100 MW を超えるような大規模地熱発電所
は、八丁原地熱発電所のみだからです。地熱資源量に大きな差は無いのに、発電設備容量に
大きな差がある理由として、国立・国定公園の問題が考えられます。日本はインドネシアに
比べて国立・国定公園が多く、開発が制限される地域が多いです。さらに、日本の地熱資源
の多くが国立・国定公園内に存在することが知られていることから、国立・国定公園での開
発規制問題の解決が今後の地熱開発には極めて重要な課題であると考えられます。青森県内
にも、八甲田山や恐山など、豊富な地熱資源が見込まれていながら国立・国定公園内のため
開発が難しい地域があります。
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午後は、Wayang Windu 地熱発電所を運営する Star Energy 社を訪問し、副社長と面談を
行いました。面談で特に印象に残ったことは、地熱開発には常にリスクが伴うということで
す。現在の技術では、掘削を 100 %成功させることはできません。そのことが、長年日本に
おける地熱開発促進を阻んできた大きな要因になっています。Asrizal Masri 副社長は、掘削
の成功率を上げるために、地下を詳細にイメージングするための新手法の開発が必須である
ということを話してくださいました。これは、将来の地熱開発を背負って立たなければなら
ない、若手研究者に課せられた重要な課題の一つです。
12 月 8 日
本事業では、借り上げたタクシーでの移動がほとんどでしたが、インドネシアは交通渋滞
が凄まじく、苦労しました。この日も、宿泊先のジャカルタからバンドン近郊にある
Wayang Windu 地熱発電所までおよそ 200 km の道のりですが、5 時間ほどかかってしまい
ました。また、川がごみ捨て場のようになっており真っ黒の水が流れていたり、片腕を失く
した物乞いに遭遇するなど、途上国の負の一面を目の当たりにしました。
Wayang Windu 地熱発電所には、日本の富士電機（株）が納めた 100 MW を超える巨大
な 2 基のタービンが併設して稼働していました。これほど大規模な地熱発電所は日本にはな
く、素晴らしい経験になりました。日本は多くの地熱資源を有していながら、地熱発電設備
容量は少なく、豊富な地熱資源を有効活用できていないことが知られています。しかし、日
本企業の技術力は優れており、日本製のタービンは世界の地熱発電所のシェアのおよそ半分
を占めています。日本は地熱開発を行うための、豊富な資源も、優れた技術も有していま
す。現在は再生可能エネルギーの需要が高まっており、地熱エネルギーの需要も今後より一
層高まっていくと思われますが、日本の地熱業界は若手の技術者や研究者が不足している状
態ですので、私のような学生が盛り上げていけるように頑張りたいと思います。

富士電機（株）が納めた 100 MW 超級のタ

凄まじい交通渋滞。バイクが多く、車の間

ービン、迫力に圧倒されました。

に割り込むのでとても身の危険を感じまし
た。

12 月 9 日
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私は、自分の目で見て、肌で感じることが地熱開発には重要であるとの思いから、フィー
ルドワークを重要視して研究を行っています。今回は、私にとって人生初の海外でのフィー
ルドワークでした。インドネシアでは、マラリアやデング熱、狂犬病など、日本にはない危
険が多く潜んでいます。本事業に参加することで、日本にいただけでは得られない知見を得
ることができ、研究者を志す私にとって大変良い経験になりました。
夜は、ガイドとして全日程に同行してくださったナスティオン博士が、自宅での夕食に招
待してくれました。私は、翌日にバンドン工科大学でのワークショップを控えていたことか
ら、直前まで準備に追われ、ナーバスになっていましたが、暖かい家庭料理が緊張をほぐし
くれました。また、日本から同行していただいた企業参加者の方々から、発表に対する心構
えなどを教授していただきました。

Tangkuban Parahu 火山。地熱の研究をするものとして、噴気地帯では興奮して多くの写真
を撮りました。
12 月 10 日
バンドン工科大学でのミニワークショップに参加しました。私にとって初めての英語での
口頭発表でした。バンドン工科大学の学生は熱心に発表を聞いてくださり、多くの質問をい
ただきました。口頭発表は事前に準備ができますが、質疑応答は即興で対応しなければなら
ないので、英語での返答に苦労しました。研究者を志す私にとって、英語力の向上が重要な
課題であると改めて認識しました。また偶然にも、九州大学から留学している修士課程の学
生に出会い、話をすることができました。彼らは、英語とインドネシア語を使って講義を受
けなければならず、言葉の壁で苦労していることを話してくれました。また、インドネシア
料理は、味付けの濃いものや辛いものが多く、体調を崩すことも頻繁にあるということでし
た。厳しい環境に身を置いて、自分の目標のために頑張っている彼らの姿に、強い刺激を受
けました。
午後は、地質庁地質資源研究センターを訪問しました。地質庁地質資源研究センターは、
インドネシア全域の地熱資源を調査している研究機関です。そのため、最新版のインドネシ
ア全国地熱資源量マップをいただくことができました。私も青森県内全域の地熱資源量に関
する研究を行っているので、今回の訪問は大変参考になりました。
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12 月 11 日
Bedugul 地熱地域を訪問しました。バリ島の住民の多くがヒンドゥー教徒であることか
ら、掘削を嫌い、開発が進んでいない現状を目の当たりにしました。日本では、宗教的背景
を理由に地熱開発が滞ることはあまりないかもしれませんが、温泉事業者など地域住民から
反対されることはよくあります。地熱開発を進める上では、地域住民の理解が必要不可欠で
あることを再認識しました。

ミニワークショップで、質問を受ける筆者。

バリ島には寺院や遺跡が多く、独自の文化

英語力向上の必要性を痛感しました。

を肌で感じることができました。

4. まとめ
インドネシアと日本の発電設備容量の差は、国立・国定公園の開発規制が主な原因である
と思われます。また、発展途上国であるインドネシアの右肩上がりの経済や産業に起因する
パワーも大きな要因になっていると感じました。そのパワーは研究の場からも感じることが
でき、バンドン工科大学では学生たちの積極的な姿勢に圧倒されました。バンドン工科大学
でのミニワークショップでは、同行された村岡教授と井岡准教授も講演されましたが、バン
ドン工科大学の学生たちは発表が終わった後も先生方を取り囲み、質問を浴びせていまし
た。私自身にも言えることですが、日本人はディスカッションが苦手であると言われていま
すが、若手こそアグレッシブに研究に取り組む姿勢が必要であるということを学びました。
また、Wayang Windu 地熱発電所での巨大なタービンの見学や、Tangkuban Parahu 火山や
Domas 地熱地域でのフィールドワークなど、日本では決してできないような経験をするこ
とができました。私は主に青森県全域の地熱資源に関する研究を行っております。本事業で
得られた経験を、今後の研究活動に生かすことで、地域に貢献したいと思います。
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４．インドネシア体験記
弘前大学理工学研究科博士前期課程
新エネルギー創造工学コース 2 年
14MS703 松田 雅司
12 月５日～13 日にかけて「学生市民等協働プログラム 地熱発電大国インドネシアにおける
地熱開発状況・地熱フィールド実体験プログラム」に参加し、インドネシアでの地熱の状況や取
り組みについて学びました。
12 月 5 日 弘前大学の参加者は青森空港から羽田空港を経由して成田空港まで国内の移動。
12 月 6 日 成田空港で弘前大学以外の参加者と結団式を行い一路ジャカルタのスカルノハッ
タ国際空港へ。空港で現地の案内を引き受けてくださったナスティオン博士と合流しました。ジ
ャカルタの到着は 17:00 くらいでしたがほどなくして日没を迎えすぐに暗くなってしまい車窓は
街の灯りになりました。ホテルへ移動する際に交通量の多さと追い越しの多さに驚きました
12 月 7 日 インドネシアでの初めての訪問先である JICA インドネシア事務所でインドネシア
における地熱の行政や開発状況の説明があり、開発鉱区を確保したにも関わらず試掘できていな
い事例が多く存在することや、売電時の取引通貨を米ドルからインドネシアルピアに変更する政
策が進められていることについて学ぶことができました。
12 月 8 日 ジャカルタからバンドンへ移動し、ワヤン・ウィンドゥ地熱発電所を訪問し、日本
から導入したタービンを見学しました。また、新たな生産井を開発中とのことで敷地内を案内し
ていただきました。敷地内には茶畑が多くあり、パイプラインに囲まれていました。
12 月 9 日 タンクバン・プラフ火山及びドマス地熱地域を見学しました。タンクバン・プラフ
火山は車で火口まで行けるようになっており、観光地として多くの人がいました。また、そのす
ぐそばに位置するドマス地熱地域は熱水活動の活発な地獄であり、研究対象の地獄沼と似た印象
でした。
12 月 10 日 バンドン工科大学にてミニワークショップとして研究の紹介を中心としたプレゼ
ンテーションを行い、交流をすることができました。また、九州大学からの留学生もおり、イン
ドネシア語での講義に苦戦した話などを聞くことができました。
12 月 11 日 ジャワ島からバリ島へ移動し、ブドゥグル地熱地域の地熱調査井を見学しました。
バリ島はヒンズー教がメジャーな宗教の地域で、宗教的に掘削に対して否定的であり、開発が停
止し放置されている状況でした。
12 月 12 日、13 日は移動がほとんどで帰国しました。
本プログラムに参加してインドネシアにおける地熱発電の現状を学ぶことができました。国ご
とに抱えている問題は異なりますが、試掘のリスク、コストの高さは共通であることが印象的で
した。インドネシアでは開発の権利が鉱区という形で決まっていますが、その開発鉱区を手に入
れても掘削できていない地域が多く存在することを知ることができました。また、宗教による文
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化の違いを感じる機会があり、地元理解を得る難しさを感じました。

ワヤン・ウィンドゥ地熱発電所 生産井

ドマス地熱地域の沸騰泉
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５．インドネシア地熱発電に関する調査に参加して
株式会社大林組テクノ事業創成本部
統括部長 入矢 桂史郎
12 月 6 日（日）から 12 月 13 日（日）の 8 日間、弘前大学村岡教授を団長とした「学生市民等
協働プログラム 地熱発電大国インドネシアにおける地熱開発状況・地熱フィールド実体験プログラム」
に参加しました。私はゼネコンに籍を置く土木技術者ですが、4 年前より発電事業に取り組み、現
在八甲田下湯における地熱発電事業の可能性調査に参画しております。
出発当日、朝の結団式に参加後、私だけ飛行機の関係で 6 日の夜便で成田を出発、翌日 0 時こ
ろにジャカルタ空港に到着しました。夜だけあって特に違和感なく、センチュリーパークホテル
に到着宿泊することができました。
翌日 12 月 7 日（月）は JICA 訪問から始まりました。ここで目にしたのはジャカルタの激しい
交通渋滞。1km 進むのに 20 分はオーバーでしょうか？車より歩いた方が早そうです。ただ車の運
転が荒く、日本人が歩くと危険です。JICA の方からのお話では、日本企業がインドネシアの地熱
発電に参画しているが、売電量の支払いが現在 US ドルであるところが、今後インドネシアルピー
に変わりそうだということで、かなり大きな問題となっているという話を聞きました。日本の発
電事業者として、海外で発電事業を行う場合、支払い通貨の問題は為替が大きく変動する現在の
状況では大きな問題です。確かに、電力は国民になくてはならないインフラですので、外国企業
に外貨で支払うことはインドネシア国として抵抗があるかもしれません。
12 月 8 日は、バンドンに移動し Wayang Windu 地熱発電所を訪問しました。Star Enaery 社の方
が親切に案内してくれました。地熱発電所のスケールの大きさには驚かされましたが、お茶つく
りへの援助など地元対策もしっかりおこなわれていました。地滑りで蒸気を供給する配管が損傷
し、長期にわたり送電できなかったことなど苦労も多いようです。しかし、系統連係が発電所隣
接地で行われていて、インドネシアの電力事業に関する条件の良さを感じました。日本では既設
の変電所まで発電事業者が連繋線を構築しなければならず、人里離れた地に発電所を建設する地
熱発電においては大きな負担となっています。
12 月 9 日は地熱開発が中断している Tangkuban Parahu 火山及び Domas 地熱地域を訪問した。
温泉として自噴している場所が一般に立ち入り可能で、手を付けたものの 60℃以上はあろうかと
思うお湯で、とっても入浴できそうではありませんでした。このような高温の自噴地帯にも観光
客が直接行けることが、インドネシアの魅力かもと感じました。
12 月 10 日のバンドン工科大学の訪問では、アジアの学生と接していつも思うことですが、先
端的な研究者とデスカッションすることに喜びを感じ、質問や意見の内容やレベルにかかわらず
積極的に議論していく姿勢が強いことです。今回も村岡教授、井岡准教授とのデスカッションが
非常に活発に行われたこと、時間が過ぎてもまだ議論する姿勢にインドネシアの学生の研究に対
するパワーを感じました。弘前大学の学生の方々もプレゼンのみならずこういった交流の場で多
く学ばれたと思います。
12 月 11 日はバリの地熱 Bedugul 地熱地域を訪問しました。ジャカルタからデンパサール空港ま
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で 2 時間、さらに 2 時間以上かかったでしょうか、サイトに着いたら日没寸前でした。このサイ
トは地元の反対で中断していますが、生産井 2 本が掘られて放置されている状況でした。現時点
で 10MW クラスの発電ができるそうです。サイトは蒸気がバルブから漏れていて、硫化水素のにお
いが充満していました。場所的に良いところだと思いますが、今回の訪問では、宗教的な問題も
あり住民の反対はそう簡単に解決しそうになく、バリでの地熱発電はほぼ困難との意見をもらい
ました。
12 月 12 日は土曜日で ようやくバリ島の海に立つことができた。ホテルの前はプライベート
ビーチでとても快適でした。しかし、オフのためか観光客は少なく、特に日本人は少なく、ほぼ
中国系の観光客の印象でした。インドネシアでは車の移動が主でしたが、あちらこちらで渋滞し、
時間が読めないので、調査もほぼ 1 日かかったのが実情です。ジャカルタ～バンドン間の高速鉄
道も着工すると聞いていますが、車のみに依存した交通網での生活がこんなに不便であるという
ことが実感でき、鉄道の早期開業が望まれるところです。バリでは疲れた足をフットマッサージ
してもらって、日本に帰る元気が戻ってきたほど結構ハードな 1 週間でした。
全体を通して、村岡先生、井岡先生にはこのような機会を作っていただいたことに感謝申し上
げます。また、地熱発電のみならず、地質学から岩盤工学など貴重な議論ができたことも私にと
って実りある経験でした。また、インドネシアの案内をしてくださったナスティオン博士には、
本音の話も含めて色々な情報を提供していただきました。この場を借りて感謝申し上げます。

Domas 地熱地域（露天の温泉？ ）

Bedugul 地熱（何とか写真の撮れる時間にたどりつく）
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６．グローカル事業

研修レポート
川崎重工業株式会社
部長代理 桧垣 憲仁

１．日程
12 月 7 日 JICA インドネシア事務所訪問
12 月 8 日

Star Energy 社 Wayang Windu 地熱発電所訪問

12 月 9 日 Tangkuban Parahu 火山 及び Domas 地熱地域見学
12 月 10 日 バンドン工科大学訪問（ミニワークショップ）
12 月 11 日 Bedugul 地熱地域／生産井見学
２．地熱発電大国インドネシアにおける地熱開発状況・地熱フィールド実体験プログラムに参加
して
成田からジャカルタまで約８時間。米国出張等に比べれば短いものの、ほぼ丸一日かけて初
めてのインドネシアに降り立ちました。そこで最初のカルチャーショックが激しい交通渋滞で
した。しかも、インドネシアには信号機がありません（本当はところどころあるのですが、基
本的に交差点は無信号です）
。車線も有って無いがごとく、ある時は３列、ある時は４列と、一
見無秩序に、しかし、意外と秩序だって車とオートバイが渾然となって走行しています。自分
で運転をすると 10 分も保たず事故を起こしそうです。インドネシア人は全員スーパーマンに
見えてきました。
翌日からは、地熱関連の施設やフィールドを訪問し、インドネシアの地熱開発状況を肌で感
じることができました。特に、地熱関連の研究者、開発者から、学生に至るまで非常にアグレ
ッシブで、日本人が忘れつつある熱気に満ちあふれた世界に触れることができました。やはり、
成長著しい社会は活気がある、日本人も見習わなければと強く感じました。今回のプログラム
では、これからの日本を背負っていく大学院生２名（鈴木さん、松田さん）が、こうした発展
著しい国の専門家と直接対話をし、地熱先進国であるインドネシアの最新状況を目の当たりに
でき、貴重な体験ができたのではないかと思います。今後のご活躍をお祈りいたします。
最後になりましたが、私自身、地質学というサイエンスな部分から、数百 MW クラスの大型
地熱発電所見学まで、地熱発電に関して様々な勉強ができる良い機会となりました。
村岡先生、井岡先生、大学関係の皆様、並びに、現地をご案内くださった Nasution 先生に感
謝申し上げます。
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Wayang Windu 地熱発電プラント（217MW）

Wayang Windu 地熱発電 1 号 蒸気タービン（富士電機製）
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Wayang Windu 発電中の開発済み地熱井（1500m 級）

Wayang Windu 新規掘削中の地熱井
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Domas クレーター（巨大カルデラ）

バンドン工科大 地熱ワークショップ

２４

圧力 135psi？（約 9atm？）
（175℃水蒸気圧相当？）

バリ島中部の地熱開発井（噴気確認済み）

蒸気噴気用サイレンサー
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７．地熱発電大国インドネシアにおける地熱開発状況・
地熱フィールド実体験プログラムに参加して
東日本旅客鉄道株式会社電気ネットワーク部
課長 井上 宏和
１．はじめに
今回は、八甲田北西地域地熱調査でお世話になっている村岡先生のご紹介で当プログラム
にご同行させていただくこととなりました。世界第二位の地熱国であるインドネシアでの状
況を体感することができ、有意義な渡航となりました。
２．訪問箇所での感想
JICA インドネシア事務所では、インドネシアの地熱開発の全体像をご説明いただき、基本的な
事項の確認ができました。
3 日目は、Wayang Windu 地熱発電所を訪問し、生産井および地熱発電所内を視察しましたが、
現地は地滑りを受けた直後とのことで、パイプライン復旧工事が盛んに行われておりました。あ
いにくの雨天の中での視察となりましたが、現地では思いがけず社員食堂を利用させていただき、
本場のインドネシア料理を味わうこともできました。
4 日目には Tangkuban Parahu 火山及び Domas 地熱地域を訪問した際には、火山での地熱調
査の情報や火山性の噴気地帯の現状を確認することができました。（写真１）

写真１

Tangkuban Parahu 火山のカルデラ

写真２

晩餐風景

その夜は、今回の視察をコーディネートしていただいた Dr.Nastion 氏のお宅にお邪魔して、奥
様お手製の料理をいただきました。
（写真２）
5 日目には、バンドン工科大学にてミニワークショップが実施され、弘前大の皆様のプレゼン
に対して活発な議論が行われました。
終了後は、私だけ別行程とさせていただき、インドネシア国鉄の現地調査ということで、バン
ドンからジャカルタまで鉄道で移動することにしました。
当時、インドネシア政府が中国による鉄道建設を発表した直後であり、現地滞在中も、
「中国が
鉄道を作ることをどう思うか？」とよく聞かれたことも記憶しています。
ちなみに、今回利用したのは Argo Parahyangan 号の EKSEKTIF クラス（日本でいうグリ
ーン車：約 850 円）でしたが、ジャカルタまでの３時間の間、警備員がひっきりなしに車内警備
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をするなど安心して乗車できました。車内販売のコーヒーも約 100 円（チップ込）とは思えない
おいしさで、とても快適な時間を過ごすことができました。
線路状況は概ね良好な状態でしたが、一部区間では急曲線であったり、地形上の問題で軌道状
況が悪く、速度が著しく抑えられており、線形改良が望まれる状況も分かりました。
また、事前情報で知っていましたが、営業している線路の上で遊んでいる子供や、線路に腰掛
け、井戸端会議に花を咲かせているおばちゃんたちなど多数確認できました。
ジャカルタ郊外に入ると、通勤輸送のため、当社で役目を終えた電車（205 系）や東急電鉄、東
京メトロの中古車両も走っているなど、非常に興味深いものがありました。

写真３ バンドン駅で出発前の
Argo

写真４

混雑した道路

Parahyangan25 号

最終訪問箇所のバリ島では、Bedugul 地熱地域を訪問し、開発が中断している地熱施設を確認
することができました。
バリ島での夕食時に、レストランがサービスで出してくれたフルーツに、
「氷」が浮かんでおり、
あまり気にしなかったのですが、翌日おなかの調子が悪くなってしまいました。
今回、色々な箇所を訪問しましたが、移動のほとんどを自動車に頼ったため、写真４のとおり
終始渋滞に巻き込まれ、スケジュール通りいかないことばかりでした。これは、鉄道利用が不十
分であることも一因であり、早期の鉄道整備が急がれる理由も分かった気がしました。
最後に、本プログラムを通じてお世話になった弘前大学の皆様、関係者の皆様に御礼申し上げ
ます。
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まとめ
弘前大学北日本新エネルギー研究所
村岡 洋文・井岡 聖一郎
大学院生たちは今回の出張で、熱帯雨林地域に存在する雨季というものの存在を体験しまし
た。Jakarta でも、Bandung でも、バリ島でも、いずれも深刻な交通渋滞の存在を体験しまし
た。また、川がゴミ捨て場のようになっていること、水道水には色がついており、飲めないこ
と、氷はミネラルウォーターからつくられていないことが多いことから食するには危ないことな
ど、発展途上国が抱える多くの負の事情を学びました。他方、右肩上がりのインドネシア経済や
産業や教育のダイナミズムについて学び、とりわけ、地熱発電開発が我が国をはるかに凌駕して
いることを学びました。私たち日本人が国際的な場で活躍するためには、清濁併せ飲む姿勢が必
要であり、インドネシアにはまさにそのような素材が溢れていました。本来のイスラム教が決し
て危険な宗教ではなく、寛大な面が多いことも学びました。学生たちが社会に出て、地域活動や
研究活動や企業活動を進める中で、発展途上国と交流する機会が非常に増えていると思われま
す。このことから、今回の経験は単に地熱という分野に留まらず、多くの啓発と示唆に富んでい
たものと考えます。
企業から参加していただいた皆様は、大林組や JR 東日本や川崎重工の方々であったことか
ら、インドネシアの活発な地熱開発の状況だけでなく、深刻な渋滞など交通インフラの状況につ
いても、大いに考察されていました。そして、大学院生に対しては、講演前の緊張を和らげて下
さったり、企業のグローバル展開のあり方を御教授いただいたり、多岐に渡る教育をしていただ
きました。
さらに、2013 年 11 月 17 日の「地熱発電国際シンポジウム in 弘前」に来日していただいた
バンドン工科大学講師のアズナビル・ナスティオン博士には全行程のガイドをお願いし、我々の
チームが 8 名もの大所帯にもかかわらず、12 月 9 日に全員をご自宅の夕食に招待して下さいま
した。
以上、今回のプログラムは、学生にとっても、企業参加者の皆様にとっても、教員にとって
も、弘前市や青森県や我が国における将来の地熱発電開発の展開を構想し、国際的視点を獲得す
る上で、大変貴重な機会になったものと考える次第です。
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