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クリーンでコスト効率に優れ、信頼性の高い地
熱エネルギーは、急速に世界中の重要なエネ
ルギー源になりつつあります。地球内部からの
熱を利用する地熱エネルギーは、気候や気象
に関係なく、昼夜を問わず安定した量のエネル
ギーを供給します。

今や地熱エネルギーは水力発電に次ぐニュー
ジーランドの第 2の重要な電力燃料源であり、
私たちはこの地熱資源の開発において長期に
わたって成功を収めてきました。その豊富な経
験と専門知識により、成長分野であるこの産業
において国際的に主導的な役割を果たしていま
す。

マオリ人にとって地熱エネルギーには歴史的な
意義があります。マオリ人は、私たちの天然資
源開発の多くを先導し、また天然資源に対する
カイティアキタンガを遂行しています。

カイティアキタンガとは、守護、保護、保全を
意味するマオリ語です。

カイティアキタンガは、国内だけでなく世界各
国のパートナーとともに、環境重視の持続可能
な地熱資源の管理を正しく進めるというニュー
ジーランドの先駆的手法にとって必要不可欠な
要素です。

1950 年代の、北島のワイラケイ地熱発電プ
ラントは、熱水卓越型地熱資源を利用して発
電を行った世界初の地熱発電プラントです。以
来、ニュージーランドで最も信頼性の高い電力
源を提供しています。

カウェラウ地熱地帯は、50年間にわたって、
世界で最も多くの地熱エネルギーを産業利用し
ている地域であり、さらに成長を続けています。
世界最大の単機地熱タービンは、ナ・アワ・プ
ルア地熱発電所にあり、また世界最大のバイ
ナリープラントはナタマリキにあります。

マオリが所有、管理する乳製品企業ミラカ
（Miraka）は、再生可能電力と蒸気を使用し
て粉乳加工業を運営する世界初の企業です。

ニュージーランドが有する科学・工学技術は、
広範囲にわたって地熱発電の国際的な開発に
貢献しており、またアフリカ、アジア、南米な
ど、自国から地理的に遠く離れた場所の潜在
資源の調査にも貢献しています。さらに今日一
線で活躍する地熱エンジニアや科学者の多く
は、ニュージーランドにあるオークランド大学
の世界最高峰の地熱研究機関で教育を受けて
います。

ニュージーランドは、世界有数の再生可能エネ
ルギーの専門技術により、革新的な支援と高
度な技術を求める国々が自国での再生可能エ
ネルギーの機会を生かしてそれを実現するため
の、最適なパートナーとなっています。

研究開発から、プロジェクト管理、探査、設計、
運営、保守、モニタリングに至るまで、ニュー
ジーランドはその専門技術と豊富な経験によ
り、この産業のあらゆる分野に対応することが
可能です。ニュージーランドの各企業と専門技
術の詳細については、以降のページを参照し
てください。

	
サイモン・ブリッジス（Simon	Bridges）

資源エネルギー大臣	
（Minister	of	Energy	and	Resources）

大臣からの 
ご挨拶
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ニュージーランドの地熱コミュニティは世界レベ
ルで地熱産業を立ち上げるために常に重要な
役割を果たしてきました。コミュニティの多くは、
国際的な活動に（ほとんどがプロジェクトチー
ムの一員として長期にわたって）従事している
か、あるいは政府や国際機関への助言を行う
役割を果たしています。

このような活動は相互に恩恵をもたらします。
私たちはさまざまな国であらゆる種類の資源に
対して経験を積むことができると同時に、とも
に活動する国々と知識を共有することができま
す。つまり、このプロセスを通じて、各国と共
同し、斬新なスキルと革新技術を新しい開発に
応用することができます。

このニュージーランド式手法の重要な要素は、
情報と経験の共有です。私たちは、国際共同
研究、プロジェクトでの経験、またオークラン
ド大学地熱研究機関における大学院プログラ
ムを通じて、同僚との同窓ネットワークを築い
てきたことを誇りに思っています。

ニュージーランド地熱協会（NZGA）は1990
年に結成された協会であり、ニュージーランド
地熱コミュニティの中核的役割を果たしていま
す。NZGAは、科学的および教育的な活動に
焦点を当て、ニュージーランドと世界各地の地
熱の研究開発および地熱資源の利用に関する
活動に対して、協調と協力を促進しています。

ごく最近結成されたジオサーマル・ニュージー
ランド・インク（Geothermal	New	Zealand	
Inc.:	GEONZ）は、特に地熱分野で強みをも
ち国際市場への関心も高いニュージーランド企
業に対して、輸出に焦点を当てた販売促進と
マーケティングを行う業界団体です。GEONZ
は、この広範囲の業界基盤を利用して、国際
的な請負業者と提携するチームを構築し、数々
の主要なプロジェクトを運営しています。

以上の2つの組織から、ニュージーランド地
熱コミュニティの熱意と能力が伝わってきます。
私たちはさらに強力なパートナーシップを待ち
望んでいます。ぜひ一緒に、この独特な資源
が持つ大きな価値が正当に世界的に認知され
るようになるまで、国際的な地熱産業を育成し
ていきましょう。

以降のページでは、ニュージーランドの地熱資
源の文化的および商業的意義について、また
60 年以上にわたる研究開発、運営、そして
最近行われた新発電プラント（すなわち年間需
要量の16.2%* 程度を供給する地熱発電）へ
の投資についてご説明します。

ブライアン・キャリー（Brian	Carey）

会長（President）
ニュージーランド地熱協会
（New	Zealand	Geothermal	Association）
geothermal@gns.cri.nz

バーナード・ヒル（Bernard	Hill）

社長（President）
ジオサーマル・ニュージーランド・インク
（Geothermal	New	Zealand	Inc.）
b.hill@hawkins.co.nz

業界団体からの
ご挨拶

*出所：Ministry	of	Business,	Innovation	and	Employment（ニュージーランド・ビジネス・イノベーション・雇用省）、2014
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He	aha	te	kai	ō	te	
rangatira?	He	Kōrero,	
he	kōrero,	he	kōrero.
リーダーの糧は何ですか?		
それは知識です。そして、	
コミュニケーションです。
ニュージーランドのワイラケイ地熱発電プラン
トは、熱水卓越型地熱資源を利用して発電を
行った世界初の地熱発電所です。運転開始以
降、半世紀以上、ワイラケイはニュージーラン
ドで最も信頼性の高い電力を提供し続けてい
ます。ワイラケイの新しいプラントやその他の
いくつかの現場は、今後も長年にわたって地
熱による恩恵を確実にもたらしてくれます。

早くから地熱を導入したニュージーランドは、
発電および直接利用のどちらにおいても地熱
エネルギーの利用では何十年もの経験を有し
ています。今日では、年間国内発電量の約
16.2%*をこの地熱電力がしめています。こ
れにより、革新的で世界トップレベルの人材が
生み出され、その専門技術は地熱に関する科
学、工学、および建設の分野に及んでいます。

昨今、エネルギーの安全性に対する関心が高
まる中、再生可能エネルギーに対する需要が
急増しており、地熱エネルギーに国際的な注
目が集まりつつあります。

ますます多くの国で、埋蔵量が減少しつつあ
る炭素系化石燃料に代わる信頼性の高い、よ
りクリーンな燃料として地熱を積極的に調査す
るようになり、拡大する電力市場の中で安定し
たベースロード電源として提供されています。
ニュージーランドのように豊かな地熱資源があ
る地域では、地熱は最も魅力的な商用エネル
ギーの選択肢の1つになります。

公および民間の電力事業者、法人、および金
融機関でも、採算性のあるビジネスチャンスと
して地熱エネルギーを捉えるようになっていま
す。これらの投資家の多くは、さまざまな発電
ポートフォリオを準備していますが、地熱の経
験はほとんど、あるいはまったくありません。

ニュージーランドは、この成長著しい国際的な
産業において主導的な役割を果たすことがで
きる最適な状況にあります。ニュージーランド
では最近、いくつかの革新的な地熱発電プラ
ントの稼働が開始しました。カウェラウ、ナ・
ファ、ナ・アワ・プルア、テフカ、ナタマリキ、
およびテミヒです。これらの新しいプラントによ
り、ニュージーランドは世界第 4位の地熱生
産国となりました。この他にも、多くの産業規
模の直接利用プロジェクトが立ち上げられてお
り、利用可能な熱の利用価値を認識する企業
が増えています。

ニュージーランドにとって、地熱発
電量を大きく増やすことが、2025
年までに再生可能エネルギー比率
90％の目標を達成する計画成功の
重要なポイントです。

現在の全世界の地熱発電量はおよ
そ 12,600MW です。推定では、
次の 10 年でこの数値は 2 倍を超
えるとされ、約 500 億米ドルの投
資が見込まれます。 

なぜ地熱なのか？	
クリーンで、再生可能で、
信頼性が高いから
クリーンでコスト効率に優れていることに加え
て、地熱エネルギーでは、他の再生可能エネ
ルギー資源とは比較にならない高い信頼性を
備えた大容量プラントが実現可能です。

地球内部からの熱を利用する地熱エネルギー
は、気候や気象に関係なく、昼夜を問わず安
定した量のエネルギーを提供します。エネル
ギー価格が不安定な世界において、地熱エネ
ルギーはプロジェクトの開始時点で価格がほと
んど固定され、未開発な形で提供されるので
す。

地熱発電所の設備稼働率は90パーセントを
上回り、同一規模（容量）の風力発電所の約
3倍のエネルギーを生産することができます。
地熱は、水力、風力、太陽など、再生可能
エネルギー・ポートフォリオの幅を広げる、非
常に貴重なベース電力となっています。

はじめに 
ニュージーランド
との提携

*出所：Ministry	of	Business,	Innovation	and	Employment（ニュージーランド・ビジネス・イノベーション・雇用省）、2014
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能力

本書では、30の主要企業のプロフィールを紹介していますが、地熱の専門技術をもつニュー
ジーランドの企業は、規制、許認可、探査、掘削から、設計、プロジェクト管理、建設と運営、
管理と保守および環境監視に至るまで、バリューチェーンの全体を見れば70を超えていま
す。世界のほとんどの地熱開発には、この専門技術が何らかの役割を果たしており、関連
サービスの提供、あるいは提携国の教育や研修を通じて貢献しています。

教育
および研修 

  

規制

許認可

探査
および
掘削

設計

プロ
ジェクト

管理

建設
および
運営

管理
および
保守

環境
モニタ
リング

ニュージー
ランド

国

のパ
ートナーシップ



GEOTHERMAL ENERGY ‒ PARTNERING WITH NEW ZEALAND6

オープンハート 
—
貴重な文化的伝統を育てる

ニュージーランド人は、
先住民の地熱開発における
世界のリーダーです。

初期のマオリ人は、料理から住居の暖房まで、
あらゆる目的で地熱パワーを利用していまし
た。今日でもニュージーランドでは、国の天然
資源を大切に利用し続けています。マオリの言
葉であるカイティアキタンガとは、守護、保護、
保全を意味する言葉であり、ニュージーランド
はこの思想の下で、地熱資源を正しく、持続
的に、敬意をもって管理するという自らの役目
にアプローチしています。地熱資源は、マオリ
コミュニティの権利拡大にも主要な役割を果た
しています。土地所有者の財産は、地熱資源
の経済発展を通じて拡充されています。

地球そのものの
パワーを利用する
地熱エネルギーは、マオリの伝統的な世界に
限らず現代の世界でも、本質的な価値を備え
たタオンガ（宝物）と考えられています。物
語や歴史が何世紀にもわたって、世代から世
代へと口述で受け継がれてきました。この伝
統的な口述歴史は、地熱のもつ価値と、初期
のマオリの経済において地熱の果たした役割
を伝えています。

地熱活動の起源
火山性平原における地熱活動は、ナトロイラン
ギ（アラワ・カヌーの偉大な航海士で神官）、
彼の妹たち（クイワイとハウンガロア）、およ
び2つの精霊（テ・ププとテ・ホアタ）が起こ
したと伝えられています。

ナトロイランギがハワイキを出発してニュージー
ランドに到着したとき、新しい国の全容を眺め
るためにトンガリロ山に登りました。彼が頂上
に近づくと、激しい寒さに見舞われました。凍
え死ぬかと思うほどの強烈な寒さでした。彼は
必死の思いで妹たちに助けを求め、祈りました。
妹たちは彼を助けるために、地下に棲む火の
精霊、テ・ププとテ・ホアタを送り込みました。

テ・ププとテ・ホアタは、一刻の猶予も許され
ないと知り、大洋底を暖めている、海底の地
殻の真下にある水域に飛び込みました。

目的地が近いことを知った火の精霊たちは浮上
し、最終的にトンガリロ山の火口から出て、ナ
トロイランギの足下に到達し、その命を救いま
した。すなわち、凍った身体を温め、血を温
めることで、彼の健康を取り戻したのです。

テ・ププとテ・ホアタが出現したあらゆる場所
に地熱の特徴が残されました。間欠泉や多くの
温泉が作られ、今日でも人々はすばらしい地熱
の景観を楽しむことができます。これがナトロイ
ランギからの贈り物（タオンガ）です。

今日まで、マオリ人は、先祖から受け継いだ
慣習、信念、慣例の多くを守り続けてきました。
これには、地熱というタオンガの本質的な価値
への信念も含まれています *。

伝統的な使用法
マオリ人やヨーロッパ人によって写真や文書に
残された記録によると、マオリ人は日々の生活
の中に地熱エネルギーを取り入れて利用して
いたことがわかります。

地熱地帯は、その治療特性（特に皮膚病やリ
ウマチ）のためにマオリ人が歴史的に利用して
きました。中央火山地帯では容易に薪が見つ
からなかったため、温泉は料理にも必要不可
欠でした。実際、太古の時代からマオリは天
然の台所として温泉を利用しており、火山帯
周辺では、自然のセントラルヒーティングとし
て、意図的に温泉の上に住居が建てられまし
た。

集落パターンは、地表面の地熱活動へのアク
セスのよさによって決定づけられました。これ
は料理、入浴、病気の治癒など、日々の活動
には必須だったからです（ただし、農耕には
不適な領域でした）。マオリ人が地熱地帯との
精神的かつ文化的な結び付きを強力に進展さ
せたことは驚くに当たりません。

*出所：GNS	Sciences（要約）



現在の発展
今日、マオリの土地所有者は、国内外の開発
事業者と提携して地熱資源を利用し、そのコ
ミュニティでの機会拡大につなげています。

多数の開発を提携または主導するマオリ人は、
資源に対する守護（カイティアキタンガ）を実
践しています。マオリ人が重視するこれらの構
想の一部を以下に紹介します：

—	 	ミラカ	ー	マオリが所有・管理する乳製品
企業で、再生可能電力と蒸気を使用して
全粉乳加工業を運営する世界初の企業で
す。

—	 	ナ・アワ・プルア	ー	世界最大の単機地熱
タービン

—	 	ナタマリキ	ー	世界最大の完全バイナリー
プラント

写真：Ross	Setford。マオリのナトロイランギ彫像
タウポのワイラケイ・テラスの入り口に立つ哨兵

GEOTHERMAL	ENERGY	–	PARTNERING	WITH	NEW	ZEALAND 7
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オープンスペース 
—
敬意を持って資源を保護する

ニュージーランド人は、
地熱資源の管理と
規制における
世界のリーダーです。

ニュージーランドには、自然の希少な地熱環
境（間欠泉、泥池、沸騰湖、希少な動植物）
が豊富に存在しています。これらは、ニュージー
ランドの特性に不可欠な要素であり、訪れる
人々も期待しているものです。

地熱資源が文化的にも商業的にも大きな意義
を持つ国々と真の提携関係を結び、ニュージー
ランドの自然の風景や純粋な環境の中で地熱
資源を開発する能力をもつことは、国際的な
地熱産業に貢献する国としての重要な理念で
す。

ニュージーランドはこれまでに効率的で公正な
資源管理について多くを学んできました。それ
は、クリーンで安全な自然エネルギー源を利
用するために、地域や国への恩恵を広げつつ、
すべてのステークホルダーの利益を重視する
開発です。得られた知見や成果は、場所に関
係なく、同じような事業に取り組む者にとって
は極めて有意義で重要な要素になります。

ニュージーランドの取り組みと
その成果の例

—	 	国の地熱分類システム
これにより、コミュニティ全体に地熱源の
多様な用途と価値をもたらすことができる
ようになります。これらの一部については、
開発の利益と保護の問題のバランスを考
慮した計画環境において高度な保護を設
ける必要があります。

—	  約1,005MWの地熱発電設備の開発
ニュージーランドの国の資源管理と規制管
理の制約の範囲内で、地熱産業は成長し、
国内年間発電量の約20パーセントを供給
しています。



—	 	50 年間にわたって世界一の地熱エネル
ギー量を産業で直接利用している地域は、
ニュージーランドの北島にあるカウェラウ
地熱地帯です。カウェラウの多様性は新
しい発電施設とともに拡大し続けています
が、その資源はいくつかの独立した事業
者によって調和を保ちながら利用されてい
るということで評価を得ています。資源の
配分、モニタリング、および合理的な規
制のプロセスを確立することにより、全員
に最高の利益をもたらす形でこれを実現し
ています。

GEOTHERMAL	ENERGY	–	PARTNERING	WITH	NEW	ZEALAND 9
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オープンマインド  
—
専門家およびパートナー 

ニュージーランド人は、	
最高水準の完全性、誠実性、	
信頼性に基づいて行動します。

ニュージーランドの最大の財産は、ニュージー
ランド人そのものです。この国の人材は並外
れた才能と知力を兼ね備えており、完全性、
誠実性、および世界に名高い信頼性を誇って
います。ニュージーランド人は、地熱エネルギー
の長い歴史の中で専門技術と経験を培ってき
たことで、あらゆる地熱プロジェクトにおいて
世界でも最高クラスの実績を保証することがで
きます。この世界的なリーダーたちには、地
熱開発において最も困難な役割が期待されま
す。これを好機ととらえて果敢に取り組み、最
新のスキルを常に確実に維持しているのです。

パートナーシップ
ニュージーランドで最近稼働開始した地熱プラ
ントは、世界のベストプラクティスおよび 60
年以上にわたるこの業界での経験を反映して
います。ニュージーランドの工学と建設の専門
家は海外の設備サプライヤーと協力して、予
算内で予定より早くプロジェクトを実現し、か
つ設計を超える実績を達成しています。

ニュージーランドの科学者とエンジニアは、世
界の地熱開発に大いに貢献しています。その専
門技術の範囲は、探査、開発、持続可能な管
理から、プラントの設計、建設、運営、保守に
まで及びます。

あらゆる国際的な業務の一環として、知識や
経験を共有することは、新興の地熱市場での
自給自足の確立にニュージーランドが貢献する
上で主要な任務となります。

技術的専門知識
新しい国内プラントは、探査科学の応用から、
実現可能性調査、設計、建設、運営に至るま
で世界のベストプラクティスを反映しています。

重工業エンジニアリング分野では、より効率的
な地熱資源の利用を目的として、多くの装置や
プロセスの開発を請け負っています。より小規
模で低温度の資源開発に対する需要が増大す
るにつれて、バイナリーサイクルの発電設備に
特に注目が集まっています。

研究・開発（R&D）
ニュージーランドにおける地熱の研究・開発は、
次世代の地熱技術がその分野のニーズに確実
に対応できるように注力しています。

大学、政府系の研究所、および多数の独立し
たサービスプロバイダーとの間でプログラムが
現在進行中です。これらのプログラムによって
提供される高品質な技術的専門知識が、この
分野の継続的な成長に寄与します。

これらのプログラムはニュージーランドの主要な
地熱開発者のサポートにより支えられています
が、「実世界」の開発者の抱える、現在およ
び今後想定されるニーズも着実にとらえます。
ニュージーランドは、オークランド大学地熱研
究機関だけでも、1,500人を超える地熱専門
家を育て上げています。

この研究機関は、地熱地球科学と地熱工学の
世界的な大学院研究センターとして広く認知さ
れています。

実行中の革新技術
ニュージーランドの地熱産業は、地熱エネル
ギーの探査、開発、管理のための新しい手法
を常に探し求めており、また常に改善に努めて
います。

最近の革新技術：

—	 	Joint	Geophysical	 Imaging（総合地
球物理イメージング：JGI）：地震計とその
他の地球物理計器のデータを結合する技
術です。この情報を分析することで最適な
掘削目標地点を見つけることができ、開発
リスク、開発費用を大幅に低減することが
できます。

—	 	熱水地球化学：専門の装置を利用して、
最大 400℃で 500 バールの気圧におい
て流体 - 岩石間の相互作用の実験が可能
になりました。この装置により、浸透性、
スケール形成、流体 - 岩石間相互作用の
シミュレーション実験が可能です。

—	 	深い掘削孔による観測：ケーブルなし掘削
孔地震計とデータ収集アレイを利用して地
熱地帯を開発・管理できるようになります。
この新しいツールは、極めて微弱な地震
波信号を記録することができます。おそら
くこれまでにない最小の信号を深い掘削孔
で検出することができます。より標準的な
アプリケーションでは、微小地震監視ネッ
トワークにより、流体の生成と注入に関わ
る地震の発生場所を追跡します。



—	 	300℃裸孔形成イメージング：高温の音響
掘削孔イメージングが過去2年間、ニュー
ジーランドの地熱産業に開放されていま
す。画質、構造の向き、密度と開口部、
構造上のくぼみ、現場の応力配向など、
捕捉したデータを専門家が評価し、カット
コアやガンマログなどの利用可能な掘削孔
データとの相関付けを実行します。

—	 	3D 地質モデリングと地熱モデリング：	地
熱裸孔シミュレーション、井戸試験の自動
分析、地熱トレーサーの追跡、地質や構
造などの資源データの視覚化のために、
高性能のソフトウェアとツールが国際的に
開発、採用されています。

11GEOTHERMAL	ENERGY	–	PARTNERING	WITH	NEW	ZEALAND
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Th i s 	 code 	 o f 	 p r ac t i c e 	 can 	 be	
purchased	 from	 Standards	 New	
Zealand	 at	 http://shop.standards.
co.nz/catalog/ics/		and	entering	in	the	
search	line	NZS	2403:2015.

T h i s 	 i s 	 a 	 mu s t 	 h a ve 	 f o r 	 y o u r	
g e o t h e r m a l 	 o p e r a t i o n s .	
26	February	2015

業界団体より
ニュージーランドの
熱意と能力をお伝えします
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REPRESENTING THE ASPIRATIONS  
AND CAPABILITIES OF NEW ZEALAND
GEOTHERMAL NEW ZEALAND INC. 
(GEONZ)
—

ニュージーランド地熱協会
（NZGA）は、メンバーのため
の科学的、技術的、教育的、	
および文化的な活動を行う	
組織です。これは非政治的、	
非政府、非営利の組織であり、	
国際地熱協会（IGA）および	
ニュージーランド王立協会
（RSNZ）の加盟団体です。	
NZGAには340名の	
メンバーが属しています。

NZGAの目的は、ニュージーランドおよび世
界全体の地熱資源の研究、開発、利用に関
連する活動を奨励、促進、および（該当する
場合は）調整を促進することです。

以下を目標としています。
—	 	自然環境と共生できる方法で、ニュージー
ランドの地熱エネルギーの研究、開発、
使用を奨励します。

—	 	適切な地熱資源を開発し、これらの資源お
よび関連産業に関する情報を提供します。

—	 	地熱資源を開発および使用する場合に適
用される法律、規則、および規制に対応
します。

—	 	地熱エネルギーとその開発について、客
観的かつ公正な情報を提供するパブリック
フォーラムとして機能します。

	—		地熱の開発と使用に関する事項について、
国内外の政府、組織、民間の各機関と協
力しコミュニケーションを図ります。

—	 	健康安全規則など、政府イニシアティブに
関する情報を公表します。

加入のご案内：当協会には、個人、法人、組
織のいずれかのメンバーとしてご加入いただけ
ます。

詳細については、	
www.nzgeothermal.org.nz	
をご覧ください。

連絡先

ブライアン・ホワイト（Brian	White）	
NZGA	執行役員（Executive	Officer）

住所 
East	Harbour	Energy	
PO	Box	11-595,	Manners	Street	
Wellington	6142	
New	Zealand	

web：nzgeothermal.org.nz

2015	WORLD	GEOTHERMAL	CONGRESS

ニュージーランド地熱協会
（NEW ZEALAND  
GEOTHERMAL ASSOCIATION）
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ジオサーマル・
ニュージーランド・インク

（GEOTHERMAL  
NEW ZEALAND INC.）

ジオサーマル・	
ニュージーランド・インク
（GEONZ）では、	
地熱の可能性を探る国々の	
ために、ニュージーランドの	
地熱専門技術のさまざまな	
スキルを提供できるようにして
います。創設初期にはニュー
ジーランド貿易経済	
促進庁（NZTE）によって	
支援されていたGEONZ	
ですが、今では、国際市場に	
おいて加入メンバーの利益を	
代表する、独立した登録業界	
団体となっています。

共同アプローチ
GEONZは、探査、資源確認、実行可能性
調査、設計、調達、建設、稼働開始、運
営において国際的なベストプラクティスを採用
し、地熱開発のあらゆる段階に精通する専門
家を顧客に紹介することができます。

GEONZ構想は、国際的な地熱市場に対して
総合的で一流のサポートを提供します。ニュー
ジーランドの専門技術に対する実績は世界的
に認知されています。ニュージーランドで最
近稼働を開始したプラントの品質と成果によっ
て、新しい規格が確立されています。

世界規模で地熱市場が急速に成熟し、さまざ
まな企業がこの市場に新規参入しているため、
どこであってもこれらの規格が同じように適用
されることが求められます。

最近の国内での成果に基づき、ニュージーラン
ド主導のチームは今や、国際間で遂行される
主要な設計調達建設（EPC）契約事業に派
遣されています。つまり、GEONZモデルの
成功が証明されつつあるのです。

新しい時代の新しいソリューション
GEONZは、地熱開発の新しい時代に革新的
なソリューションを提供し続けたいと思っていま
す。この新しいソリューションには、環境保護、
健康と安全、工学設計と建設面において最高
水準が要求されます。

この進化しつつある市場で成功する鍵：

—	 	迅速な資源確認のための最もコスト効率
に優れたソリューションを見つけると同時
に、リスクを最小限に抑えつつ、開発ス
ケジュールを短縮する。

—	 	規模と投資が増大する集中型プロジェクト
を処理する。アクセスの確立とインフラス
トラクチャのサポートが困難な遠隔地であ
る場合が多い。

—	 	小さな島国で利用可能な有効なモデルを
開発する。このような国では地熱がディー
ゼル発電に代わるコスト効率に優れたエネ
ルギーとなる。

—	 	収益性調査とコスト効率に優れたフロント
エンドエンジニアリングに対する投資家の
ニーズに応える。

—	 	地熱プロジェクトにおける民間部門の投資
を拡大する。
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—	 	地熱投資に対する収益が他のエネルギー
源によって得られる収益に匹敵する必要が
ある。

—	 	回復基調ではあるが予測のつかない市場
では、科学、工学、建設のスキルに対す
る需要が変動する。

—	 	科学、工学、製造、建設、運営、保守
面のリソースを充実させ、世界のベストプ
ラクティスを使用して市場の成長を促す。
また、すべての開発に対して確実に成果
を出す。

このような課題を満たすには、各リソースを組
み合わせること、および国内、海外、多国籍
のさまざまな企業からの協力を得ることが必要
になります。最近のニュージーランドのプロジェ
クトを成功に導いた手法は、その好例と言える
でしょう。ジオサーマル・ニュージーランド構
想の目的は、適切なパートナーシップを通じて、
国際的にこの成功を繰り返していくということ
です。

連絡先

マイク・アレン博士（Dr.	Mike	Allen）
常任理事（Executive	Director）

住所 
PO	Box	37071	
Parnell
Auckland	1151	
New	Zealand

電子メール：mike.allen@
geothermalnewzealand.com		

電話：+64	9	365	1150

携帯：+64	21	899	039

web： geothermalnewzealand.com

REPRESENTING THE ASPIRATIONS 
AND CAPABILITIES OF NEW ZEALAND
GEOTHERMAL NEW ZEALAND INC.
(GEONZ)
—
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地熱エネルギー産業や
世界中の規制当局によって
採用されている井戸掘削に
関するニュージーランドの規格
が改訂され更新されました。

地熱深井戸に関する実務規格
NZS	2403:2015は、
地熱深井戸の管理に関する
ベストプラクティスを
その寿命期間を通じて
推進するものです。

ニュージーランドの地熱産業は、地表の下が
熱い状態（特に火山地域）において貫通され
る井戸の安全な掘削と業務を保証する規範の
更新に貢献してきました。

この規範は、1950 年代から地熱産業におい
て実績のあった設計や業務の実施内容を反映
したものです。基本的には、沿岸石油掘削産
業の規格、装置、実務に基づいていますが、
地熱システムで見られる地下状態の重要な相
違を考慮しています。

規範は、地熱井戸の設計プロセスを具体化す
ると同時に、掘削作業について、また寿命の
最後に井戸をセメントで塞ぐまでの業務につい
てのガイダンスも記載しています。

規範には、井戸の現場の準備と管理、掘削装
置、器具と資材、掘削手法、井戸の完全性
の管理について記されています。

規範は、連続的なワイヤライン・コアリング、
コイルド・チュービング作業、および地熱深井
戸の建設と保守のためのいくつかの非標準的
な方法にも適用されます。

規範のベストプラクティスのガイダンスを忠実
に守ることが、安全で健全な環境活動に対す
る取り組みにつながるのです。

この実務規格は、
Standards New Zealand

（ニュージーランド規格）
（http://shop. standards.co.nz/
catalog/ics/）
の検索行に NZS 2403:2015 を入
力することで購入することができます。

地熱深井戸に関する
ニュージーランド独自の
実務規格
NZS 2403
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Th i s 	 code 	 o f 	 p r ac t i c e 	 can 	 be	
purchased	 from	 Standards	 New	
Zealand	 at	 http://shop.standards.
co.nz/catalog/ics/		and	entering	in	the	
search	line	NZS	2403:2015.

T h i s 	 i s 	 a 	 mu s t 	 h a ve 	 f o r 	 y o u r	
g e o t h e r m a l 	 o p e r a t i o n s .	
26	February	2015

企業プロフィール
ニュージーランドとの
提携
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地熱開発には、プラントの	
効率と信頼性に影響する独自の
技術要件が設けられています。
AECOMは地熱産業において
極めて豊富な経験を備え、	
世界中の50を超える地熱開発
に携わってきました。	
過去30年間で合計2,500MW	
以上の出力を達成しています。

成長する地熱市場にサービスを提供するため、
AECOMは、有能で経験豊富な専用のチーム
を結成しました。チームを率いるのは、世界
中の数多くの地熱プロジェクトの設計と建設を
成功させたエンジニアたちです。彼らのチー
ムの能力は、国際的に認知かつ評価されてお
り、2014年には、ENR（事象速報）が、「トッ
プ 500 設計企業調査（Top	500	Design	
Firms	Survey）」で、AECOMを4年連続
No.1にランク付けしています。この世界的な
経験を通して、設計は国際的なベストプラク
ティスに従って確実に評価され、価値工学の
好機を見逃すことはありません。

製品とサービス
AECOM の経験

—	 		コンセプトから運営まで、プロジェクトの	
総合的な実施

—	 	能力の構築と訓練

—	 	現場のレイアウトとプラントの	
事前レイアウト

—	 	環境影響評価

—	 	許認可

—	 	所有者向けエンジニア／
貸手向けエンジニア

—	 	実行可能性調査

—	 	フロントエンドエンジニアリング	
デザイン（FEED）

—	 	詳細設計（蒸気・発電プラント）

—	 	取引および技術アドバイザー

—	 	プラニングとスケジュール設定

—	 	調達

—	 	原価見積書の作成

—	 	入札評価

—	 	検査と迅速化

—	 	建設管理と現場の監督

—	 	始動、試験、および稼働開始

AECOM の地熱専門企業としてのサービス

—	 		戦略的サービス（最大の収益が得られるよ
うに資源、蒸気プラント、発電所を最適
化する）

—	 	技術の選択（発電プラントの種類と立地、
セパレーターの設置場所、蒸気品質の助
言、非凝縮性ガスの取り扱いと処理、シ
リカやカルサイトの管理、再注入の指針）

—	 		プロセス工学（社内ツールとして、熱物
質収支モデリング、ガス採取システム、
セパレーター、スクラバー、フラッシュタ
ンクの設計、二相流モデリングがあります）

—	 		インフラストラクチャの開発（地震頻度分
布、地質工学、井戸パッドの設計、アク
セス道路、排水路、安定性、水道管網、
貯水、レイアウトと設計）

AECOM
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—	 		蒸気プラントの配管（セパレーターのレイ
アウトと統合、塩水管理、ベント、配水管、
圧力分離、泉水、掘削アクセス、ポンプ
と安全システム）

—	 		地中サービス（プラニング、レイアウト、
調整）

—	 		発電プラント（民間、構造、建築設計。
クレーン類を含む）

—	 		冷却システム（設計と最適化、湿球、
冷却塔、ポンプのサイズと流量）

—	 		電気（開閉所、HV、MV、LV、設計と統合）

—	 		制御システムとSCADA

—	 		送電システムと保護システム

主要プロジェクト
—	 330MW	サルーラ、インドネシア

—	 140MW	オルカリアVI、ケニア

—	 	220MW	ランタウ・デダップ、
インドネシア

—	 30MW	バクマン III、フィリピン

—	 3x30MW	ワイラケイ、NZ

—	 	4x70MW	オルカリア I（増設ユニット）
およびオルカリア IV、ケニア

—	 	地熱発電プラント改修プログラム、
フィリピン

—	 	200～300MW	ソリクマラピ、
インドネシア

—	 250MW	ムアラ・ラボ、インドネシア

—	 100MW	バクマン I、フィリピン

—	 50MW	リヒール地熱発電、PNG

—	 30MW	カラハ、インドネシア

—	 	2x55MW	スンガイペヌ、インドネシア

—	 2x2.5MW	マタロコ、インドネシア

—	 	25MW	テフカ蒸気プラント、
ニュージーランド

—	 50MW	ジャイロロ、インドネシア

—	 4x55MW	ルムット・バライ、インドネシア

—	 	2x55MW	ウルブル	3	&	4、インドネシア

—	 	3x20MW	ラヘンドン1～6、
インドネシア

—	 	127MW	ワヤン・ウィンドゥIII、
インドネシア

—	 	20MW	リヒール地熱蒸気プラント、PNG

—	 	120MW	ワヤン・ウィンドゥII、
インドネシア

—	 	130MW	ナ・アワ・プルア、
ニュージーランド

—	 225MW	テミヒ、ニュージーランド

—	 20MW	ナスロ、フィリピン

—	 100MW	カウェラウ、ニュージーランド

—	 50MW	ムトノフスキー、東ロシア

—	 55MW	グノン・サラク、インドネシア

—	 6.2MW	アルト・ランガノ、エチオピア

—	 110MW	オハキ、ニュージーランド

—	 18MW	ロトカワ、ニュージーランド

—	 2x55MW	ダラジャット、インドネシア

—	 	1x30MW／ 2x55MW／ 1x50MW	
カモジャンステージ1～4、インドネシア

連絡先
ワーウィック・カットフィールド
（Warwick	Cutfi	eld）
火力および地熱産業部門	−	役員（Director）
発電マーケット部門	−	役員（Director）

携帯：+64	21	956	859

電話：+64	9	967	9286

電子メール：warwick.cutfi	eld@aecom.com

web：aecom.com
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Allied	Industrial	
Engineering（AIE）は、	
目的意識の高いワークショップ	
と経験豊富なスキルのある	
人材を生かして、地熱、火力、	
水力発電分野にさまざまな	
優れたソリューションを	
提供しています。

ニュージーランドの地熱地帯の中心にあるAIE
は、タウランガ港にも近く、海外からの効率的
で安全な輸送が可能です。

AIE は広く開放的なワークショップに大型
CNC工作機械を備えており、速度と精度を維
持しながらも厳しい規格に沿って、地熱機械の
大型部品を効率的に製造、改修しています。
AIEは、システムや手順の文書化に特に注力
しており、高品質な製品とサービスを常に保
証することができます。AIEは、カスタマイズ
されたプラニングシステム、プロジェクト管理
スキル、および専用スタッフにより、重要プロ
ジェクトの厳しいリードタイムにも対応します。

最近AIEは、経験豊富な蒸気／ガスタービン
のエンジニア2名を採用し、タービン改修市
場に進出しました。

AIEが新たに雇用したエンジニアは2人とも、
大型OEM用のタービンに30年以上携わって
きた熟練のシニアタービンエンジニアであり、
オーナーのスタッフまたはAIEのスタッフと共
同で、現場やワークショップで作業を行うこと
が可能です。

AIEは昨年、10MW地熱タービン用ローター
を、地熱蒸気用の最新材料仕様のものに一新
するメーカーとして認められました。AIEの価
格はOEMに比べておよそ50%安かったので
す。

AIEは、30MW以下と30MW以上のタービ
ン用の交換ローターとダイヤフラムを提供でき
るようになりました。

ALLIED  
INDUSTRIAL  
ENGINEERING 
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製品とサービス
AIEのサービスには、主に以下が含まれます。

—	 	タービンおよび発電機ローターの	
専門的な溶接

—	 		軸径溶接の修理。ジャーナルと	
パッキン領域（段間グランド）を含む

—	 	ダイヤフラムの修理、溶接肉盛り、	
および交換用ダイヤフラムとノズルの	
再機械加工と製造

—	 ジャーナルの表面再仕上げ

—	 	ジャーナルおよびスラスト軸受への	
バビット合金の再裏張り

—	 	ローターの取り外しと再取り付け

—	 	カップリングの修理、修正、および	
交換品製作

—	 バケットとカバーの再ブレーディング

—	 	タービンケースの修理と完全機械加工

—	 	バルブの修復、シート、スピンドル、	
ディスク、およびケーシング

—	 ストレーナの製造

—	 	熱交換器／復水器の改修と製造

—	 	発電機のローターの止め輪（エンドベル）	
の製造と装着

—	 	電気回転装置の機械加工、巻き戻し、	
再固定、絶縁、およびあらゆる面の	
電気修理

—	 	コンピュータ制御による2台の機械との	
動的バランシング（32Tおよび	
ISO	1940	G1以上）

—	 	発電所サイトのオーバーホール

—	 	交換用タービンローターと
ダイヤフラムの製造

主要プロジェクト
—	 	100MW	MRP	カウェラウのタービン、	
運転および停止時保守契約

—	 	140MW	MRP	ナ・アワ・プルア、	
停止時保守

—	 	30MW	MRP	三菱タービンの完全再調整
（ケースの上側と下側の完全再機械加工
を含む）、溶接インサート、ダイヤフラム
の機械加工、溶接と機械加工によるロー
ターの段間グランドの復元

—	 	CL	55タービンのノズルアセンブリ全体の
分解 ･解析と製造（Newcrest	mining）

—	 	GE	ST-10	上側と下側のケースの再機械
加工、およびローターの段間グランドの復
元

—	 	Ka24	Ormat のオーバーホールおよび	
機械加工による再生

—	 	発電機のローターの止め輪（エンドベル）
の製造（OtahuhuおよびNorske	Skog
のタービン）

—	 	Carter	Holt	Harveyのタービン改修	
（再ブレーディングを含む）

—	 	10MW	ドレッサータービンローターの修理

—	 G55ローターの修理

—	 	バルブおよび制御部品のオーバーホール
と製造（FonterraおよびBalanceの	
タービン）

—	 	タービン2MW～6MWのオーバーホール
（製糖工場 .およびPNG鉱山）

連絡先	
スティーブ・サンズ（Steve	Sands）	
タービン技術者

携帯：+64	27	447	7182

電話：+64	7	323	8877	ext.129

電子メール：stephen.sands@aie.co.nz

住所  
7-8	Manukorihi	Drive	
Kawerau	3127	
New	Zealand	
PO	Box	108	
Kawerau	3169

web：aie.co.nz
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ANZ	Bank	New	Zealand
は、ニュージーランド最大の	
金融サービスグループであり、	
地熱発電へのプロジェクト	
ファイナンスの専門知識を有す
る数少ない銀行の1つです。	
プロジェクトファイナンス	
および企業ベースのどちらに	
ついても15年以上の経験が	
あります。

ANZ	Bank	New	Zealand が属するANZ
グループ（オーストラリアとニュージーランド
の金融グループ）は、両国の銀行の中でもア
ジア太平洋地域で最も広く事業展開していま
す。ANZは、1988 年以降、太平洋地域に
支店を展開し、今日では、12か国で2,300
人を超えるスタッフを抱えています。アジアで
は45年以上にわたって営業を続け、15か国
に支店を有し、アジアの法人向け銀行トップ4
に入っています *。また、ヨーロッパとアメリカ
にも支店があります。この広大なネットワーク
により、顧客は、貿易量の拡大のため、ある
いは国内の成長産業への投資のための新たな
資本供給源としても、これらのマーケットにア
クセスできます。

ANZは、顧客の事業への理解はもとより、各
業界に関する深い知識と幅広い市場経験を
生かして、顧客のための革新的な資金調達ソ
リューションを構築します。

多くの地熱関連の産業活動は、プロジェクト
ファイナンス、輸出信用融資の資金調達ソ
リューション、またはプロジェクト／企業のハ
イブリッド型ファイナンスを使用して資金調達し
ています。

ANZは、ニュージーランドに拠点をおく、プ
ロジェクトファイナンス専門チームを結成して
います。PPPや輸出信用融資、さらに貿易、
アセットファイナンス、買収ファイナンス、シ
ンジケーション、証券化などを取り扱っていま
す。

*	グリニッジ・アソシエイツ2014アジア法人
向けバンキング・インデックスによる

ANZ
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主要プロジェクト
ANZは、日本の輸出信用機関と合同で、タ
ウポにあるContact	Energyのテミヒプロジェ
クトに資金を供給しています。これは2014
年に運転を開始しました。

2011 年、ANZは、トゥアロパキ信託のモカ
イ地熱クリーン蒸気発電プラントの開発に資金
を供給しました。

2012年、ANZは、地熱ジョイントベンチャー
であるナ・アワ・プルア地熱発電事業における、
Tauhara	North	No.2	Trust の持ち株増に
資金を供給しました。

ANZは、カウェラウ地熱地帯を所有して運
営 す る Ngati	Tuwharetoa	Geothermal	
Assetsにも出資しています。ここは、発電と
産業用の蒸気を提供しています。

連絡先
ジョン・ヴェター（John	Vetter）	
常任理事（Executive	Director）	
ユーティリティおよびインフラストラクチャ部門	
ANZ	Institutional

電話：+64	9	252	3485

電子メール：john.vetter@anz.com

カール・ニコルソン（Karl	Nicholson）		
常任理事（Executive	Director）	
プロジェクト／輸出／アセットファイナンス、	
グローバルローン	
ANZ	Institutional

電話：+64	9	252	3492

電子メール：karl.nicholson@anz.com

web：anz.com
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Callaghan	Innovationは、	
ニュージーランドの政府機関	
であり、企業アイデアをより	
迅速に市場に投入する支援を
行っています。Callaghan	
Innovation は、産業部門と	
密接に連携することで、	
産業ニーズに合った研究と	
技術サービスを提供して	
います。

Callaghan	Innovation の先端材料グルー
プは、苛酷な環境下で使用する材料の開発に
おいての経験が豊富です。セメントチームは、
20年以上にわたって地熱井戸のセメント硬化
の分野で研究を続けており、地熱の模擬環境
下で材料特性の測定、セメントの特性評価、
セメントおよびその他の材料の性能試験を行う
ための、総合的な実験設備を備えています。

この6年間で、地熱井セメントが耐えなければ
ならない高温と腐食の状態をシミュレートする
専用の設備を開発しました。この設備は、特
にCO2を多く含んだ環境において従来の地熱
井用セメントシステムの耐久性を把握するため
に必要不可欠です。

井戸用セメントが地熱流体に触れたときに生じ
る反応を把握することで、新しいセメント配合
割合の開発に成功し、井戸用セメントの耐久性
と寿命が改善されました。

これらの設備に加えて、Callaghan	Innova-
tion のセメントチームは、スラリーの形成を評
価する井戸用セメントの試験装置をすべて揃え
ており、独立した試験サービスを提供していま
す。この装置を使用してセメントに添加する混
合剤の性質と量を評価することで、高温の井
戸システムにセメントを投入して確実に硬化で
きるようになり、ケーシングを保護して耐久性
を得ることができます。

CALLAGHAN  
INNOVATION
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技術サービス
セメントスラリーの特性

—	 	硬化時間を求めるための高温高圧	
コンシストメーター

—	 	レオロジー測定用の加熱粘度計

—	 	スラリーの安定性を測定するための	
加圧流体喪失装置

硬化セメントの特性

—	 		300℃および 100バールまで動作する	
特殊なオートクレーブ設備。水とガスの	
流れを自動化して地熱環境（上の写真）を	
シミュレートし、試料セメントを硬化させる	
ことができます。

—	 	高温時にセメントの水和を追跡できる	
高温熱量計

セメントの反応を評価するための	
分析ツール

—	 		セメントの相形成の特性を明らかにする	
ための熱分析とX線回折

—	 	相の化学変化を追跡可能な、研磨片の	
電子および光学顕微鏡検査

プロジェクト
Callaghan	Innovationのセメントチームが取
り組んだプロジェクトは、以下のように多岐に
わたります。

—	 	回収した井戸用セメントと瞬結が生じた	
個所の試料のフォレンジック検査

—	 	井戸用セメントに対するCO2の影響を	
調査して、硬化中およびその後の	
耐久性に対する影響を評価します。

—	 		300℃までのセメント／岩石間の相互作用	
の試験

—	 	耐炭酸化性ケイ酸カルシウムの井戸用	
セメントの開発

—	 	代替セメント硬化システムの開発

連絡先
コンラッド・レンドラム博士	
（Dr.	Conrad	Lendrum）	
技術グループ長（Manager）	
先端材料

電子メール：conrad.lendrum@callaghaninnovation.govt.nz

電話：+64	4	931	3171

web：callaghaninnovation.govt.nz
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Chealは、地熱産業における	
工学、測量、計画、および	
健康と安全の分野で専門技術	
を提供しています。ニュージー
ランド中央北島の地熱地帯の	
中心にあるChealは、	
地熱エネルギー産業の次の	
分野に対応する、豊富な経験	
を生かしたきめ細かいプロセス	
を提供しています。

—	 地熱掘削

—	 	発電所の測量設定と管理

—	 	健康と安全の管理と監査

—	 構造工学

—	 地質工学

—	 土木工学

—	 法的調査

—	 資源管理の助言

—	 プロジェクト管理

地熱掘削：井戸パッドの設計と建設管理

Cheal は、長年にわたって、ニュージーラン
ドのタウポと東部ベイオブプレンティの火山帯
での広域掘削プログラムの設計と建設管理を
主導しています。

エンジニア、測量技師、およびCAD専門家
からなるチームは、実績のあるプロセスと手順
を実行することにより、以下に示す井戸パッド
の各要件を、コスト効率に優れた効果的な方
法で達成しています。

—	 	現場プランに対する土地の評価と測量

—	 	地熱掘削および調査結果の解釈

—	 	現場管理と掘削プラットフォームの	
工学設計

—	 	プレカラーの設計と設置および地下室の	
設計

—	 	貯留層の設計と建設

—	 ポンプ機能ソリューション

—	 井戸の温度監視

—	 	冷却水路の浸出試験と設計

—	 	掘削工程で再使用するための地熱流体を	
浄化する凝集工程

CHEAL  
CONSULTANTS 
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土木工学

Cheal が提供する井戸パッドの設計および建
設管理（地質工学的調査を含む）プロセスは、
スケジュールどおりに予算内で現場を設計、
建設し、認証を得ることができる、優れたプロ
セスです。これにより、現場で掘削リグを行う
ためのタイムリーなプログラミングと運営が可
能になります。

発電所の測量設定

Cheal は、測量設定の観点から地熱発電所の
土木工事のあらゆる側面を管理します。建設
設定の専門技術、革新技術、および最新の測
量装置と測量技術を組み合わせることで、作
業を効率的に行えるようになり、プロジェクト
の高い精度要件やスケジュール要件を満たす
ことができます。

Cheal の品質管理システム（ISO9001：
2008認証取得）により、建設データを検証し、
問題があれば設定と建設に入る前に解決しま
す。

Cheal は、建設後、運営チームと密接に連携
して、変形モニタリング、地震モニタリングと
復旧プランの作成、作業境界と地役権を決定
する土地測量、およびGISのための施行完了
時測量を実施します。

健康と安全の管理

Cheal は、安全な作業環境の実現を約束し、
さまざまな組織と共同で地熱産業の健康と安
全の推進に主導的立場で取り組み、効果的な
関係を築いています。Cheal は、顧客の個々
のニーズおよび作業環境を考慮に入れた、安
全管理プラン、プロセス改善の助言、主要業
績評価指標の設定と追跡、ハザード管理、監
査／検査、請負業者の管理を展開しています。

主要プロジェクト
Mighty River Power： 
ロトカワ、モカイ、カウェラウ、マンガキノ、	
アティアムリの地熱地帯での試掘

Mighty River Power： 
ナ・アワ・プルア発電所

Mighty River Power： 
ロトカワ I 発電所

Mighty River Power： 
モカイ発電所

Mighty River Power： 
カウェラウ発電所

Geothermal Development Ltd： 
カウェラウでの試掘

Contact Energy： 
GIS のためのポイヒピ発電所の測量

New Zealand Institute of Surveyors： 
優れた建設測量と設定に対して金賞受賞： 
ナ・アワ・プルア発電所

連絡先
フィル・ライリー（Phil	Rielly）	
役員（Director）

電子メール：philr@cheal.co.nz

電話：+64	7	378	6405

フィル・バタースビー（Phil	Battersby）	
役員（Director）

電子メール：philb@cheal.co.nz

住所  
Level	1,	4	Horomatangi	Street	
Taupo	3330	
New	Zealand

電話：+64	7	378	6405 

web：cheal.co.nz
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Contactは、ニュージーランド	
最大の電力会社かつ小売業者
の1つです。Contactは、	
タウポ地区に5つの地熱	
発電所を所有、運営しており、	
その総設置容量は	
431メガワットです。

Contact は、過去 56年間にわたってワイラ
ケイ蒸気プラントでの地熱発電を利用してお
り、世界で最も地熱に関する経験が豊富な人
材を擁しています。1958年に稼働開始した、
先駆的存在のワイラケイ発電所は、第 2の地
熱発電所として建設されましたが、蒸気と水の
混合体を生み出す井戸を利用した初めての発
電所です。同社の最新の発電所であるテミヒ
は2014年の5月に稼働開始しました。以来、
Contactは、地熱発電プラントの運営と管理、
また地熱資源の探査と管理において、そのス
キルと専門技術を育ててきました。

テミヒとテフカの発電所の稼働開始、既存の
資産をアップグレードする大きな投資プログラ
ム、そしてタヘケの未開発地域の評価によって
明らかになったように、Contactは近年さらに
専門技術を高め、新しい開発を推し進めてい
ます。この経験が意味するのは、Contactは
プロジェクトの運営、探査、評価、許可、お
よび資金調達の全体を統合することができると
いうことです。

Contact は、タウポ近くのテノン木材処理プ
ラント、フカ海老養殖場、オハキ熱窯、およ
びワイラケイ・テラスの温浴施設にも地熱エネ
ルギーを提供し、発電事業を補完しています。
Contactは、地熱エネルギーの直接利用とカ
スケード式利用を促進する機会を引き続き探求
します。

2010 年 12月に、Contact は、タウポの北
東にあるタウハラ地熱地帯に250MWの地熱
発電所を設置する資源開発の認可を得ました。
このため、タウハラはニュージーランドの最も
魅力的な新規発電の選択肢と考えられますが、
プロジェクトは現在ニュージーランド市場での
需要の伸びを期待しているところです。

Contact は強力なパートナーシップを築いて
既存の事業と新しい開発の両方をサポートし
てきました。それは、先住部族である、オハ
キのNgāti	Tahu、ワイラケイ-タウハラの
Ngāti	Tūwharetoa、およびロトルアの北の
Ngati	Pikiaoとの関係に見ることができます。
Contact はこのような関係を誇りに思ってお
り、それを維持していくことを今後も重要視し
ていきます。

CONTACT 
ENERGY
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会社の特長
Contact は、ニュージーランド最大の電力会
社かつ小売業者の1つです。その発電事業は、
安全で信頼性の高い効率的な方法で、ニュー
ジーランドのエネルギー需要を満たすことに焦
点を当てています。

—	 	ニュージーランド全体で12の発電所

—	 	タウポ地区内に5つの地熱発電所

—	 36億 NZドルの純資産

—	 	567,500 人の顧客に電気、天然ガス、
またはLPGを提供

—	 	ニュージーランドの電力小売市場での
シェアは22%

—	 	24.5 億 NZドルの年間収益

—	 1,066 人の従業員

2013 Deloitte Energy Excellence 
Awards の Energy Project of the 
Year 受賞（ワイラケイのバイオリアクターで）

2013 Deloitte Energy Excellence 
Awards の Excellence in Health and 
Safety 受賞

主要プロジェクト
ワイラケイ投資プログラム

2014 年、Contact は、ワイラケイ投資プ
ログラムの完了を祝いました。これは、地熱
資源に対する重要な投資であり、6.23 億ドル
のテミヒ発電所と蒸気プラントの結合部の建設
や、ワイラケイのバイオリアクターの開発（多
くの新しい井戸の掘削およびワイラケイ蒸気プ
ラントの拡大）を行いました。

この投資プログラムにより、Contact 社内の
専門技術の幅が飛躍的に広がりました。テミヒ
では、大規模で世界クラスの地熱発電所を開
発して稼働することができるというContact
の能力を証明しました。その地熱発電の総出
力は現時点で431メガワット（MW）であり、
地熱によるものとしては世界的に見て非常に意
味のある値です。

ワイラケイ投資プログラムを通じて、Contact
はその発電ポートフォリオの柔軟性向上と全体
的な燃料コスト低減を実現しました。Contact
はその事業の強靭性を高め、金融面でも強力
で持続的な未来を投資家にもたらします。

連絡先
デニス・バーンズ（Dennis	Barnes）
最高経営責任者（CEO）

ジェームズ・キルティ（James	Kilty）
発電／開発最高責任者（Chief	Generation	
and	Development	Offi		cer）

マイク・ダンストール（Mike	Dunstall）
部長（General	Manager）地熱資源と開発

本社
PO	Box	10742
The	Terrace
Wellington	6143
New	Zealand

Level	2
Harbour	City	Tower
29	Brandon	Street
Wellington	
New	Zealand
電話：+64	4	499	4001	

地熱事業部門
Private	Bag	2001
Taupo,	New	Zealand	

ワイラケイ発電所
State	Highway	One
Wairakei	
Taupo,	New	Zealand
電話：+64	7	376	1900	

web：contact.co.nz
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Eastland	Generationは、
ニュージーランドの中小規模の
地熱プロジェクトの所有者、	
運営者、および開発者です。	
このプロジェクトは、水力や	
ディーゼル発電も含んだ	
小規模発電ポートフォリオの	
一部となっています。

Eastland	Generation は密接に土地所有者
と協力して、その土地の潜在能力への投資を
支援し、すべての関係者に真の価値をもたら
すプロジェクトを開発しています。Eastland	
Generationは、プロジェクトが商業的、環境
的、および文化的にも確実に成功を収めること
ができるよう、適切な人材を配した小規模チー
ムでプロジェクトに取り組んでいます。

Eastland	Groupの一員であるEastland	Gen-
erationは、ニュージーランドのギズボーンに
拠点を置く、地域コミュニティが所有する企業で
あり、エネルギーとロジスティックス部門に戦略
的に注力しています。総資産が3億 6,550 万
ドルの Eastland	Groupは、新しい発電プロ
ジェクトを進める力を有しています。土地所有者
や主要なステークホルダーと協力して、社内外
の専門技術を活用し、世界クラスのプロジェクト
を遂行することができます。

製品とサービス
Eastland	Generation が注力しているのは
50MW以下の発電プロジェクトであり、土地所
有者やステークホルダーとの真の協力関係を築
いています。

Eastland	Generationの製品は、中小規模の
地熱発電所スキームの開発者、投資者、およ
びアクティブな所有者、運営者が生み出したも
のです。地球に優しく、商業的、環境的、か
つ文化的に見ても適切なもの、それが最終的な
成果です。

Eastland	Generationは土地所有者と連携し
て、彼らのニーズに合った地熱プロジェクトを開
発し、彼らが真の価値を受け取れるようにして
います。彼らが定義する価値とは、スキームに
おいてガバナンスや公平性について自由に主張
できるということです。Eastland	Generation
は積極的にパートナーと協働し、各プロジェクト
についてその要件や目的を決定しています。

稼働開始後は、Eastland	Generationは、資	
産運用プランや地熱資源の順応的管理を取り入
れながら、業界のベストプラクティスに従ったプ
ラントや設備の運営と管理にも対応できます。

EASTLAND  
GENERATION
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主要プロジェクト
—	 	Geothermal	 Developments	 Ltd	 -	
2010 年に買収。Geothermal	Deve-
lopments のプラントは、カウェラウ地熱
地帯で稼働する9MWのOrmatプラント
です。このプラントは2014年に、さらに
35年の運転延長について全面的な再許
可を得ています。買収以降のプラントへの
投資により、プラント稼働率は、2014暦
年で97%に改善されました。

—	 	Te	Ahi	O	Maui	 地 熱プロジェクト	-	
Eastland	Generation は、土地所有者
で あ る Kawerau	A8D	Ahu	Whenua	
Trustとともに、このプロジェクトに出資し
ている技術パートナーです。2014 年 7
月、プロジェクトは、18～20MWの地
熱発電プラントの建設と稼働に向けて全面
的な資源開発許可を得ました。

現在、このプロジェクトの入札と建設に向けて、	
さらなる計画と分析が進行中です。

連絡先
ギャヴィン・マーフィ（Gavin	Murphy）	
部長（General	Manager）–	事業開発

携帯：+64	21	760	029

電話：+64	6	986	4800

ファックス：+64	6	867	8563

電子メール：gavin.murphy@eastland.co.nz

住所 
37	Gladstone	Road	
PO	Box	1048,	Gisborne	4010	
New	Zealand

web：eastland.co.nz
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Environmental	
Management	Services	
Limited（EMS）は、1994年	
に設立され、ニュージーランド
のオークランド、ハミルトン、	
タウポ、ネーピア、および	
ウェリントンの各オフィスから	
事業を行っています。	
この会社は、6人の役員が共同
で所有および経営し、10人の
専門スタッフが業務をサポート	
しています。

EMSは、環境関連の許可と分析を専門として
おり、ニュージーランド、太平洋諸島、および
アジアにおける地熱プロジェクトの政策展開と
許可での経験および専門知識を備えています。
その例として、未開発地域や利用されなくなっ
た地域の地熱開発や、さらには既存の地熱発
電所やそれに付随する蒸気プラントに対する許
可の更新があります。

サービスとしては、プロジェクトの管理と計画、
環境社会影響評価（ESIA）、コミュニティコン
サルテーション、環境監査、および規制政策・
計画の作成があります。

ニュージーランド	
地熱プロジェクト
タウハラ II 地熱開発プロジェクト許可取得

タウポ地区の入口にあるニュージーランド最
大の250ＭＷの地熱エネルギープロジェクト
の許可取得に関するプロジェクトです。プロ
ジェクト地域でのマオリの土地所有権や準部族
（hapu）の権利については慎重な配慮が必
要でした。

タウハラ II は、ベストプラクティスの進展
を 称 え る Resource	Management	Law	
Association	2011を受賞しました。

オハキ発電所の許可更新プロジェクト

EMSは、105MWオハキ地熱発電所の資源
開発許可を更新するためのプロジェクトマネー
ジャーに任命されました。2013 年 10月に
35年間の運転許可が無事得られました。この
発電所は、タウポ地区の約 26km北東にあり
ます。

低温地熱エネルギープログラム

EMSは、ニュージーランドの低温地熱エネ
ルギー資源の利用を最大限推進するGNS	
Science 主導のプログラムに継続的に支援を
提供しています。

ENVIRONMENTAL 
MANAGEMENT 
SERVICES (EMS)
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太平洋領域	
地熱プロジェクト
サボ島地熱開発案（ソロモン諸島）

EMS は、ソロモン諸島のサボ島の 20～
30MWの地熱開発案について作成したESIA
の独自レビューを提供しました。

パプアニューギニア - 地熱資源政策

2013 年と2014 年の間、EMSは、ニュー
ジーランド・エイド・プログラムの一環として、
MFAT（外務貿易省）による事業として、パ
プアニューギニアの地熱資源政策を作成しまし
た。政策の作成は完了しており、現在実行中
です。

タカラ地熱プロジェクト（バヌアツ共和国）

2014 年に、EMSは、MFATによる事業と
して、エファテ島のタカラ地熱プロジェクトに
関するESIAの付託条項の作成においてバヌ
アツ気候変動省を支援しました。

タカラ地熱プロジェクトの探査段階に対する許
可は、2015年 1月30日に得られました。

アジア地域	
地熱プロジェクト
ワヤン・ウィンドゥ地熱プロジェクト 

（インドネシア西ジャワ州）

EMSは主要環境アドバイザーとして、1990
年の後半に、ワヤン・ウィンドゥの探査と
生産段階に対する環境影響評価と環境保全
（AMDAL）承認の監督に携わりました。

カモジャン地熱拡張プロジェクト 
（インドネシア西ジャワ州）

EMSは、60MWのカモジャン地熱拡張プロ
ジェクト（1996～97）では、インドネシア
の法律の下で必要な、またプロジェクト投資家
の利益のためにも必要となる、環境影響評価
作成の監督に携わりました。

1997 年にプロジェクトへの許可が得られまし
た。

シバヤク環境評価 
（インドネシア北スマトラ州）

このプロジェクトでは、インドネシア北スマトラ
州シバヤクの50MW地熱プロジェクトの環境
評価レポートの作成が必要となりました。

EMSは、米国に本社を置くEnsearch の環
境アドバイザーとして雇用されました。このプ
ロジェクトがカバーする地域は、国立公園内に
あります。

連絡先
ネーピア	
スティーブン・デイシュ（Stephen	Daysh）

携帯：+64	21	246	8595

ウェリントン	
ノエル・コートライト（Noel	Kortright）

携帯：+64	27	453	3731	
web：emslimited.co.nz
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Fitzroy	Engineeringは、
ニュージーランドで最大かつ	
最も実績のある重機製作	
エンジニアリング会社です。	
多岐にわたって複雑に	
入り組んだエンジニアリングの
専門分野への対応で定評が	
あります。

	

創業 60年以上のFitzroy	Engineeringは、
重機エンジニアリングのあらゆる側面で豊富な
経験と専門技術を有し、寿命の最後までエン
ジニアリングの能力をフルに発揮します。その
品質、コスト競争力、納期厳守の能力により、
Fitzroy	Engineeringは多くの地熱開発事業
の実質的合意を得ています。

製品とサービス
—	 	EPC契約

—	 	プロジェクト管理

—	 	重機製作

—	 	S&T熱交換器

—	 	圧力容器

—	 	コード付き配管

—	 	PWHT

—	 	板圧延

—	 	現場設置

—	 	運転休止	

—	 	計画的保守

—	 	稼働開始

—	 	稼働停止

—	 	ブラストおよび塗装

—	 	足場およびリギング

—	 	精密加工

—	 	触媒処理

—	 	ボルトのトルク付与、張力付与

—	 	API 認定の井戸補修

—	 	掘削孔工具レンタル

FITZROY  
ENGINEERING 
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主要プロジェクト
ワイラケイ地熱発電所

（ニュージーランド、タウポ）

炭素鋼 hp 蒸気分離器（重量 75トン、直径
3.7m	x	高さ16m）2機の設計、製作、お
よび納入。PD5500準拠。

Gourmet Mokai Ltd
（ニュージーランド、タウポ）

新しい熱交換器の設計、製作、法定認可の取
得、納入および設置。チューブ再取付と再設
置のための既存の熱交換器の取外し。ASME	
VIII、Div1および TEMA	R 準拠。

Ngati Tuwharetoa Geothermal 
Assets の蒸気プラントのサイト

（ニュージーランド、カウェラウ）

機械設計と妥当性確認、ワークショップの詳細
図面の作成、材料の調達、ワークショップ製
作、検査、試験、法定認可の取得、表面処理、
文書作成、蒸気発生熱交換器x	2（各45トン）
および給水予熱器 x	2（各 3.5トン）の納入。
ASME	VIII、Div1および TEMA	R 準拠。

ワイラケイ地熱発電所
（ニュージーランド、タウポ）

14MW未開発地域バイナリープラントプロジェ
クトの機械装置と配管類の機械的設置および
製作

モカイ地熱発電所
（ニュージーランド、タウポ）

60MWモカイ地熱発電所の拡張ステージ 2
の機械類、装置、および配管類の機械的設置

モカイ地熱発電所
（ニュージーランド、タウポ）

新しい54MW地熱発電所での機械類、装置、
および配管類の機械的設置

ワイラケイ地熱発電所
（ニュージーランド、タウポ）

ジョイントベンチャー提携企業とともに4MW
のタービン発電機の供給、設置、および稼働
開始

連絡先
マーク・アーノルド（Mark	Arnold）
ニュージーランド事業開発・マーケティング
課長（Manager）

電子メール：marnold@fi	tzroy.co.nz

ピーター・ハットン（Peter	Hutton）
部長（General	Manager）	−	業務委託

電子メール：phutton@fi	tzroy.co.nz

住所 
Devon	Road
Private	Bag	2053
New	Plymouth	4342
New	Zealand

電話：+64 6 759 5252

ファックス：+64 6 759 5253 

web：fi	tzroy.co.nz
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Geothermal	Instituteは、
オークランド大学の工学部に	
あり、地熱エネルギー関連の	
あらゆる事項に関して大学と	
連携する際の窓口となって	
います。

ここでは科学者たちが、大学の学部、研究機
関、およびリサーチセンターなど組織の枠を
超えて、地熱関連の研究、教育、コンサル
ティング、および研修プログラムを行っており、
Geothermal	 Institute はこの専門分野の調
整役を果たしています。

Geothermal	 Institute は、世界でも屈指の
地熱研修センターです。1978 年以降、50
を超える国の1,500 人以上の学生が、世界
的にも認知された地熱エネルギーの資格を得
てGeothermal	 Instituteを卒業しています。
今日、これらの卒業生の多くが地熱産業で要
職に就いています。	Geothermal	 Institute
は、地熱産業に特化した研修プログラムを提
供すると同時に、オークランド大学の大学院向
け地熱プログラムも調整しています。

Geothermal	 Instituteは、ニュージーランド
国内外の地熱産業のために、研究開発、試
験と実験サービス、商業サービスとコンサル
ティング、さらに教育と研修の提供も行って
います。Geothermal	 Institute は、ニュー
ジーランドで最も古くから開催されているエネ
ルギー会議、New	Zealand	Geothermal	
Workshopも毎年招集しています。

GEOTHERMAL
INSTITUTE,
THE UNIVERSITY
OF AUCKLAND
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Geothermal	Instituteとの
共同作業について
Geothermal	 Institute の研究と研修の活動
は海外でもよく知られています。また、地熱研
究・開発の専門技術、研修、および能力開発
を提供することで、政府、エネルギー会社、
商業コンサルタント、およびその他の大学や
研究組織（ニュージーランドおよび海外）と
行動を共にする機会を積極的に求めています。
Geothermal	 Institute は、このような関係
が地熱技術の発展や地熱探査と開発の将来に
とって、また地熱能力の開発のために非常に
重要であると考えています。

Geothermal	 Instituteには、科学部、工学
部、および商学部の研究者、大学院生、およ
びサポートスタッフが少なくとも35人所属して
います。

教育

—	 	地熱エネルギー技術の大学院修了証明書
（Post	Graduate	Certifi	cate）

—	 	エネルギー修士
科学、工学、および商学における
地熱関連の修士および博士

—	 	さまざまな国や地域（ニュージーランド、
オーストラリア、インドネシア、チリ、カリ
ブ海諸国、ケニアなど）での短期コース、
ワークショップ、および研修

開発およびプロジェクト
—	 	複数の地熱システムのモデルを構築でき
る、次世代の地熱モデリング統合ツール
の開発

—	 	貯留層モデリングの研究
これには、ワイラケイ-タウハラ、オハキ、
ロトルア、モカイ、ナガワ、ワヤン・ウィ
ンドゥ、ダイエン、ダラジャット、シランキ
タン、ナモラ、	レイテ、北ネグロス、バク
マン、オルカリア、東メサ、伏目、葛根田、
およびロスウメロスがあります。

—	 	貯留層モデリングのための岩石分類

—	 	地熱システムにおける超臨界状態のシミュ
レーションへのTOUGH2の適用

—	 	逆モデリングソフトウェアを使用した、地
熱地帯のコンピュータモデルの自動校正
（iTOUGH2およびPEST）

—	 	経済モデリングおよび規制

—	 	湯の華に関する地球化学的研究

—	 脱湿システムの設計

—	 	地熱気水分離器の研究・開発

—	 	地熱井戸試験分析の進歩

—	 	大直径地熱2相流パイプラインの圧力
低下

連絡先
ロザリンド・アーチャー教授
（Rosalind	Archer）
Geothermal	Institute、
ディレクター（Director）

電子メール：	r.archer@auckland.ac.nz

電話：+64	9	923	4517

アンドリア・ロス（Andrea	Ross）
Geothermal	Institute、
マネージャー（Manager）

電子メール：as.ross@auckland.ac.nz

電話：+64	9	923	5664
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地熱プロジェクトをサポート
する地球科学専門技術。

GNS	Science地熱チームの、	
地球科学の革新的で信頼性の	
高い研究、地熱に特化した専門
技術、およびコンサルティング
による助言は、国際的に認知	
されています。

ニュージーランドの地熱研究	
プログラムのリーダーとして、	
GNS	Scienceは、地熱産業	
のベストプラクティスの手法、	
テクニック、およびツールの	
開発に最先端の科学を応用	
しています。

GNS	Scienceは、探査、掘削の助言、環
境の持続可能性、資源地帯の開発、最適な生
産、および継続的な資源管理に地球科学とモ
デリングのスキルを適用しています。

GNS	Scienceは、探査プログラムの設計と
実行を専門にしています。これには、地質学的、
岩石学的、地球化学的な詳細調査、および地
球物理学的方法の選択が含まれます。

GNS	Scienceは、50 年以上にわたって全
世界の地熱コミュニティをサポートしています。
35を超える国や地域―ニュージーランド、太
平洋諸島、インドネシア、フィリピン、イラン、
エチオピア、マダガスカル、エルサルバドル、
ニカラグア、トルコ、日本、パプアニューギニア、
カリブ諸国、およびチリでの実績があります。

GNS	Science のニュージーランド地熱分析
研究所（NZGAL）は、地球全体の水とガス
の試料を分析し、正確で高精度の結果を迅速
に供給します。

GNS	Scienceは、入門レベルからスペシャリ
ストレベルまで、地熱産業における能力開発と
知識移転のための実用的な研修を提供してい
ます。顧客ニーズに合わせた個人または少人
数グループの研修がニュージーランド国内外で
実施されています。

地表下のスペシャリストとしてGNS	Science
は、パートナーと提携して総合開発チームを結
成しています。

能力
GNS	Scienceは次のような事業を行っていま
す。

—	 		国レベルや地域レベルの地熱資源可能性	
評価

—	 			適正評価プロジェクト

—	 	踏査や探査の戦略策定

—	 	3D地質モデリングと貯留層モデリング

—	 	地熱資源区域境界を引くための電気的な	
測量（抵抗率、MT、TDEM）

—	 			重力および微小重力測量

—	 熱赤外測量

—	 環境影響のためのベースライン熱流評価

—	 構造解釈のための地震調査

—	 微小地震活動の評価とモニタリング

—	 環境影響評価とモニタリング

GNS 
SCIENCE
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—	 	掘削プログラムに伴う井戸の対象選定と	
地質学的助言サービス

—	 		資源評価文書の作成	

—	 地熱技術の研修

—	 資源地帯の試料採取

—	 水とガスの分析

—	 貯留層と産出物の地球化学

—	 	放射性トレーサーと化学的トレーサーの	
調査

—	 		資源管理の助言

—	 	査読サービス

—	 	地熱微生物学の調査

—	 	直接使用資源の評価

主要プロジェクト
ニュージーランド

ニュージーランドにおけるGNS	Scienceのコ
ンサルタント活動には、ワイラケイ-タウハラ、
カウェラウ、ナタマリキ、ロトカワ、オハキ、
およびモカイにおける探査と認可のための活動
や、他の未開発地熱地帯における探索の活動
が含まれています。

GNS	Scienceの地熱サービスには、以下が
含まれています（ただしこれだけとは限りませ
ん）。すなわち、産出物と貯留層の化学的性質、
地質学的井戸現場サービス、地球物理学的モ
ニタリングおよび表面特徴モニタリング、地下
水監視、地球物理学的測量（地磁気地電流、
航空磁気、抵抗率、微小重力、熱赤外）、地
熱ガス分析、貯留層と資源地帯のモデリング、
資源評価、資源開発認可などがあります。

海外

GNS	Scienceの地熱スタッフは、インドネシ
アにおける地熱地帯の探査で大きな役割を果
たしており、またフィリピン、イラン、エチオ
ピア、マダガスカル、エルサルバドル、ニカ
ラグア、トルコ、日本、パプアニューギニア、
太平洋島嶼国、カリブ諸国、およびチリにお
ける資源開発や土地利用の問題に取り組んで
います。

研究プログラムと対象選定コンサルタント業務
を通じて、GNS	Scienceは幅広い探査と測
定の手法を開発し、これらは世界中で利用さ
れています。

連絡先
GNS	Science地熱チーム	
事業開発

電話：+64	7	374	8211

電子メール：geothermal@gns.cri.nz

web：gns.cri.nz
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Hawkinsは、急速に変貌する	
世界に歩調を合わせて進歩する	
組織として、多くの専門分野に	
またがる複雑なプロジェクトの	
計画、管理、実現に秀でた	
能力を発揮しています。

高い精度、構築可能性、透明性、	
高品質および短い納期、	
これらすべてがHawkinsの	
手法にはそろっています。

納入主導型のビジネス
Hawkinsは、	どのような問題にも対処できる
大きさでありながら、機動力を十分に発揮する
のに程よいサイズの企業であり、ニュージーラ
ンドおよび海外の市場で技術的に要求の厳し
い地熱プロジェクトに対応する、マーケットリー
ダーです。

Hawkinsは、複雑な課題に対してもコスト効
率に優れたソリューションを提供できる深い知
識と経験を備え、ターンキープロジェクト実現
のため、多くの専門分野にわたる手法を揃え
ています。

すべてのプロジェクトには1つの文化が確立さ
れています。ステークホルダーが注目している
のは、スキルを備えた勤勉な専用チームを結
成して工学的な課題にすばやく効率よく対応す
ることで、安全な方法で高品質なプロジェクト
を早期に完成するということです。

Hawkinsは、共通の目標を達成するために、
顧客、コミュニティ、およびステークホルダー
と協力して活動する機会を得られることに喜び
を感じています。

共に前進
Hawkinsは、ひとつひとつのプロジェクトを
パートナーシップの唯一無二のチャンスと捉え
ています。信頼、誠実、および透明性を基本
とするHawkins は、統合チームを形成し、
海外のパートナーとの広範囲な関係を利用して
優れた総合プロジェクトを実行します。

主要パートナー：

—	 	EPC請負業者	-	ニュージーランドとインド
ネシアでの住友および丸紅（アフリカでも
検討中）

—	 	富士電機	-	ニュージーランドのカウェラウ
とナ・アワ・プルアの発電所を納入。アフリ
カでも積極的に機会を求めています。

—	 	東芝	-	インドネシアの55MW	ルムットバ
ライプロジェクトを納入

—	 	Alstom	-	インドネシアの35MWカラハプ
ロジェクトが進行中

—	 	Ormat	-	ニュージーランドのいくつかのバ
イナリープロジェクトを納入

—	 	Exergy	–	共同で、東南アジアで積極的
にバイナリー発電を遂行中

HAWKINS 
INFRASTRUCTURE
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統合プロジェクトの実現がカギ
Hawkinsは、技術パートナーと共同で、計画、
設計、納入、運用など、プロジェクトのあらゆ
る段階を監督し、最高の品質、安全、環境基
準をクリアして、リスク緩和を実現します。

主要プロジェクト

—	 		カウェラウ発電所100MW
ダブルフラッシュ

—	 	ナ・アワ・プルア（NAP）発電所	
140MWトリプルフラッシュ

—	 	テミヒ（BAU）蒸気プラント

—	 	ナタマリキ	バイナリー発電所土木工事

—	 	ルムットバライ55MWフラッシュ	
（現在進行中）

—	 カラハ 35	MWフラッシュ（現在進行中）

主要な能力

—	 	開発現場調査

—	 	設計

—	 	計画

—	 	許認可

—	 	調達

—	 	ロジスティックス

—	 	建設

—	 	設置

—	 	稼働開始

よりよい成果、高い価値を	
コミュニティに提供
—	 		プロジェクトに最適な成果、より優れた構
築可能性、精度、透明性、品質、および
時間軸

—	 	仕様、出力仕様、節減、革新、および将
来の設計ベンチマークの最適なバランス

—	 	顧客の請負業者との透明な関係

—	 	より高い生産性と効率、リスクと混乱を最
小化

—	 	Hawkinsの構築可能性の実績により、再
作業が不要となり、確実な納入が保証さ
れ、全員の時間とコストが節減されます。

—	 	総所有コストの低減により、寿命全体の価
値を最大化

—	 	より持続的によりよいサービスをコミュニ
ティに提供

連絡先
ブライアン・フィッツジェラルド	
（Brian	FitzGerald）	
上級部長（Executive	General	Manager）

バーナード・ヒル（Bernard	Hill）	
エネルギー‐課長（Manager）

本社		
Level	2,	70	Stanley	Street	
Parnell,	Auckland	

電話：+64	9	918	8100

web：hawkins.co.nz
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International	Earth	
Sciences（IESE	Ltd）は、	
地震学、地球物理学、	
および地球科学を専門とする、	
科学工学サービスを	
提供するメーカーです。

一流の商用プロバイダー
として、次のようなサー
ビスを提供します。
地震計測とモニタリングのサービス 

（以下を含む）

—	 	ボアホール用地震計の製造

	—	 	地震計の設置、ボアホールに浅くおよび深
く配備

—	 	リアルタイム通信（テレメトリー）システ
ムの設置

地震の処理と解析のサービス（以下を含む）

—	 	標準的な地震処理	-	事象の検知、位置の
特定、およびマグニチュードの測定

—	 	高度な地震処理 -	フラクチャー解釈のため
のS波スプリッティング解析

—	 	震源特性、活地震構造描写のためのイベ
ントの相対位置、3D 速度トモグラフィ、
および震源メカニズムによる応力電場反転
の解析

—	 	リアルタイム地震モニタリング	-	正常性モ
ニタリングによるアラート、および半自動
の処理と報告

—	 	QCデータの処理

—	 	地震データに他の地球物理学データを加味
した解釈

研修サービス（以下を含む）

—	 	地震計の設置とネットワーク操作の研修

—	 	微小地震理論および地熱監視への応用に
関するワークショップ

—	 	実用化を含む処理方法に関するワーク
ショップ

IESE
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地盤工学的計測とモニタリングのサービスおよ
びソフトウェア（以下を含む）

—	 	システムの設計と調達のサービス

—	 	地中と地上システムの設置と運用開始

—	 	テレメトリーとデータ管理（リングフェンス
内のクラウドサーバーでのホスティングを
含む）

	販売

—	 	IESEボアホール地震計

—	 RefTek 地震データロガー

—	 	Sisgeo 地盤工学的計測器（ピエゾメー
ター、傾斜計ケーシング、データロガーを
含む）

地球物理学

—	 	地熱探査のための地磁気地電流法

—	 	地球物理学エンジニアリング（MASW手
法、地震屈折法、孔間反射法、地震波ト
モグラフィ、抵抗率イメージング、微小重
力、EM、および磁気測定法を含む） 

ソフトウェア

—	 	社内 Ambient	Softwareにより、個別の	
地理参照データセットへのドリルダウンを用
いて、顧客は最大 500の時系列を1つ
の画面に視覚化することができます。

—	 	社内および専有の一連のソフトウェアパッ
ケージにより、地震／地盤工学的／地球
物理学的データを処理、解析、解釈、お
よび視覚化することができます。

IESEは、経験豊富な起業家とそのスタッフに
よって所有され、ニュージーランドと米国にオ
フィスがあります。社員は、地質学、地震学、
物理、計測、およびデータ解析技術の分野で
国際的に活躍するシニアエキスパートで構成さ
れています。

現在の顧客には、ドイツ、米国、ニュージー
ランド、オーストラリア、インドネシア、インド、
メキシコ、日本、およびアフリカ諸国の公共・
民間の組織が含まれています。IESEの事業
は、地熱、鉱業、石油・ガス、土木、環境など、
さまざまな分野に関わっています。

IESEは、並外れたサポートとサービスにより、
コスト競争力のあるサービスと製品を世界中に
提供できることを誇りにしています。

連絡先
ヒルトン・ホワイト（Hylton	White）博士	
CEO、社長（Principal）	
電子メール：hylton.white@iese.co.nz

キャロリン・ボーズ（Carolin	Boese）博士	
プリンシパル地震学者／	
アソシエイト（Associate）	
電子メール：carolin.boese@iese.co.nz

住所		
29	East	Street,	Auckland	
Auckland	City	1010	
New	Zealand	

電話：+64	9	354	4224

web：iese.co.nz
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JACOBS（旧Sinclair	
Knight	Merz	-	SKM）は、	
探査から発電プラントの開発や
長期の資源管理に至るまで、	
地熱開発のほぼあらゆる面に	
わたってコンサルタントと	
エンジニアリングの完全統合
サービスを提供しています。

ニュージーランドの	
地熱グループは、約40年前の	
草創期から、JACOBSの
世界的な存在を通してその
専門技術と能力を開発し、グ
ローバルに提供してきました。

JACOBSは、2,500MWを超える地熱電力
の開発に携わってきました。これは、世界の
地熱発電容量のほぼ四分の一にあたります。
JACOBSでは、地熱プロジェクトに70人を
超えるスタッフが従事しており、探査、	開発、
建設、および稼働開始のすべての段階で本社
スタッフと現場のスタッフが対応することがで
きます。また、環境、計画、土木工事、送電、
およびカーボンファイナンス（CO2 排出削減
に関わる環境金融）分野の研究を通じてもプ
ロジェクトをサポートしています。

さまざまな状況における高温・低温地熱資源の
経験と知識を備えたJACOBSは、	寿命全体
にわたる、あらゆる規模の地熱開発への体系
的な取り組みを提示することができます。

提供しているサービス：
—	 	プロジェクトのコンセプトと開発計画

—	 	踏査、プロジェクトの特定および選択

—	 	探査測量の管理と解釈

—	 	資源コンセプトとエネルギー評価

—	 貯留層モデリング

—	 	掘削戦略、プログラム設計、井戸設計

—	 	掘削リグ、サービス、および材料の	
調達管理

—	 	掘削プログラムの管理と監督

—	 	蒸気プラントのコンセプトとプロセス設計

—	 	蒸気プラント、分離・注入システムの	
詳細設計

—	 	発電プラントと蒸気プラントのコンセプト、	
FEED、および仕様

—	 	調達と建設監督のための	
オーナーズエンジニア・サービス

—	 	送電相互接続の調査

—	 	技術移転

—	 	技術の適正評価

—	 	実行可能性調査

—	 	環境、許認可関連サービス

主要プロジェクト
オルカリア I（増設ユニット）および 
オルカリア IV、ケニア

KenGen

この2x140MW発電所プロジェクト用の発電
プラント、蒸気プラント、および送電システ
ムに関する3つの主要契約の、調達・デザ
インレビュー・建設監督のオーナーズエンジ
ニアによる管理。蒸気プラントの構成要素に
は、Jacobsの請負業者への建設詳細設計の
納入問題が含まれました。すべてのユニットは
2014年に稼働開始しました。

JACOBS
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Sorik Marapi の地表探査（インドネシア）

Origin Tata Power：

採掘権の入札、その後の全表面探査プログ
ラムの計画と実現の支援。このプログラムに
は、地質学、地球化学、地球物理学、およ
び LiDARによる解釈が含まれます。資源評価
および実施する掘削方式の提案、その後の顧
客とのワークショップ開催。

Salak 蒸気捕集と注入プロジェクト 
（インドネシア）

Chevron Indonesia：

蒸気捕集システムの長期開発のマスタープラ
ン。井戸パッドの2相流配管、蒸気 - 塩水の
分離、蒸気配管、塩水配管、およびポンプを
含む。オプション調査、詳細設計、および複
数プロジェクトの建設と稼働開始時の技術サ
ポート。

ナ・アワ・プルア（ロトカワ） 
（ニュージーランド）

1x140MWeトリプルフラッシュ復水式。EPC
請負業者向けのトリプルフラッシュ式分離の蒸
気プラント・浄化システムの詳細設計。

カウェラウ地熱（ニュージーランド）

Mighty River Power：

1x105MWデュアルフラッシュ復水式。所有
者向けの探査測量、資源評価、掘削管理、
地質学的ロギング、沈下評価。EPC請負業
者向けにデュアルフラッシュ式分離の蒸気プラ
ントと浄化システムの詳細設計。

San Jacinto/Tizate（ニカラグア）

Polaris Geothermal 
（現在は Ram Power）：

2x36MW	シングルフラッシュ復水式。探査、
資源評価、掘削および関連科学、早期工学設
計、および実行可能性調査まで、寿命全体に
わたるサービス。発電プラントと蒸気プラント
を含む予備設計。

ダラジャット III（インドネシア、ジャワ島）

Chevron Geothermal Indonesia 
（旧 Amoseas Indonesia, Inc.）：

1x110MWe復水式発電プラント、蒸気プラ
ント。ダラジャットの開発調査。これには発電
プラントのオプション、地盤工学的調査、プロ
ジェクトのスケジューリング、資本コストの推
計、および財務モデリングが含まれます。蒸
気プラントの詳細設計、発電プラントの技術
仕様、入札審査、発電プラントのデザインレ
ビュー。

オルカリア II ユニット 3（ケニア）

KenGen：

1x35MWe	ユニット3	シングルフラッシュ復
水式。フロントエンドエンジニアリング。これ
には蒸気プラントの概念設計、発電プラントと
蒸気プラントの入札書類、建設段階へのオー
ナーズエンジニア配置が含まれます。

オルカリア II プロジェクト／オルカリア 
（ケニア）

KenGen：

2x35MWe復水サイクル。プロジェクト管理、
蒸気プラントと土木／構造設計。発電プラント
の入札書類と入札評価。発電、蒸気プラント
の建設監督

連絡先
ニュージーランド	
グレッグ・アッシャー（Greg	Ussher）	
電話：+64	9	928	5991	
電子メール：greg.ussher@jacobs.com

インドネシア	
アレックス・バッテン（Alex	Batten）	
電話：+62	21	2758	8200	
電子メール：alex.batten@jacobs.com

フィリピン	
アロン・ホクウィンマー	
（Aaron	Hochwimmer） 
電話：+63 917 658 0171 
電子メール：aaron.hochwimmer@
jacobs.com 

ヨーロッパ	
JP	ウェイル（JP	Wale）	
電話：+44	7876	102818	
電子メール：john-paul.wale@jacobs.com

南米	
フローレン・カストロ（Floren	Castro）	
電話：+56	2	924	6422	
電子メール：florencio.castro@jacobs.com

web：jacobs.com
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Leapfrog	Geothermalは、
地熱産業用に特別に
設計された3D地質学的
モデリングソフトウェアです。
このソフトウェアを使用して
いる国際的な業界関係者は、
モデル構築の容易さや説得力
のある地質の視覚化を高く
評価しています。

このソフトウェアを使用すると、地熱プロジェ
クトに伴う地質リスクを管理できるようになりま
す。Leapfrog	Geothermal は、 暗黙的な
モデリング手法を使用して、データから直接、
地質モデルと視覚化を構築しており、ワイヤフ
レームは不要です。単純明快なインターフェー
スにより、地質学者は、ソフトウェアツールを
操作することなく、手元にある地質学、地球
物理学、貯留層モデルの把握に集中すること
ができます。

Leapfrog	Geothermalは、地熱環境におけ
る、熱水変質、温度、圧力、およびフィード
ゾーンのモデル化をサポートする機能とワーク
フローを備えています。モデルの動的更新によ
り、最新データを用いて構築した複数の仮説
を比較することができます。

連絡先
マイケル・ウォーカー（Michael	Walker）
事業開発課長（Manager）

電話：+64	3	961	1031		ext.243

電子メール：michael.walker@leapfrog3d.com

住所
41	Leslie	Hills	Drive,	
Christchurch	8011
New	Zealand

web：leapfrog3d.com

LEAPFROG
GEOTHERMAL
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Mighty	River	Powerは、
ニュージーランド最大の
電力会社であり、国の電力の
15～17%を発電しています。
Mighty	River	Powerの中
核事業は、天然資源の利用に
焦点を当てた発電であり、
同社の発電所からは毎年
約100万の家庭に十分な
電力を供給しています。

Mighty	River	Powerの電力の90%以上が
再生可能エネルギーであり、同社は世界最大
の地熱発電所の所有者の一つです。2006年
（事業年度）以降、地熱開発に15億ドル以
上を投資し、2008年以降、国内に3箇所の
地熱発電プラントを竣工しています。

Mighty	River	Power は、その旗艦ブラン
ドであるMercury	Energy およびその他の
特別ブランドを通じて、ニュージーランド中の
5つに1つの割合で家庭および企業に電力を
供給しています。会社の計量事業部門である
Metrix は、ニュージーランド第 2のメーター
プロバイダーであり、広がりつつある「スマー
ト」メーターとサービスのネットワークを用い
て、電力小売り会社とその顧客向けに重要な
戦略プラットフォームを築いています。

地熱開発においてMighty	River	Powerが
優れた足跡を残してきた主な要因は、Maori	
Trust の土地所有者との長期にわたるパート
ナーシップと、公平な関係を実現するビジネス
モデルの構築であり、これによって直接的で
協調的な経済参加を実現しています。

こうしてMighty	River	Power のパートナー
はかれらの土地と資源から長期的な価値を生み
出すことができ、人々の利益と福祉のために
その収益を投資することができます。

主要プロジェクト
—	 		82MWナタマリキ発電所（2013年竣工）

—	 	138MWナ・アワ・プルア発電所
（2010年竣工）

—	 	100MWカウェラウ発電所
（2008年竣工）

連絡先
フレーザー・ワイナリー
（Fraser	Whineray）
最高責任者（Chief	Executive）

住所 
Mighty	River	Power	本社
PO	Box	90399,	Auckland	1142

Level	14,	ANZ	Centre
23-29	Albert	Street,	Auckland	1010

電話：+64	9	308	8200

スペンス・マックリントック
（Spence	McClintock）
課長（Manager）	-	技術資源

住所 
Mighty	River	Power	Rotorua	Offi		ce
PO	Box	245,	Rotorua	3040
283	Vaughan	Road,	Rotorua	3010	

電話：+64	7	343	8556

携帯：+64	27	201	2656

web：mightyriver.co.nz

MIGHTY
RIVER
POWER



GEOTHERMAL ENERGY – PARTNERING WITH NEW ZEALAND48

MB	Centuryは、	
ニュージーランドで唯一	
世界クラスの地熱・エネルギー
総合ソリューションプロバイダー	
です。同社は、掘削、	
貯留層のデータロギング、	
環境モニタリング、	
蒸気プラントの設計と建設、	
機械および発電所の保守、	
および健康・安全面のサポート
と研修など、あらゆる範囲の	
地熱サービスを提供して	
います。

MB	Centuryは、アジア太平洋地域における
最も総合的で最新の掘削リグ製品シリーズの
1つを所有し、事業を行っています。

60 年以上の地熱分野での経験を生かして、
ニュージーランド、オーストラリア、パプア
ニューギニア、インドネシア、フィリピン、お
よびマレーシアでプロジェクトを完成させた実
績があり、MB	Centuryは、地熱開発に関す
るあらゆる分野を網羅する、積年のノウハウと
専門技術を提供しています。

MB	Century は、以下の
サービスを提供しています。
—	 	地熱掘削と石油／ガスの掘削

—	 	貯留層のデータロギング

—	 	パイプライン／蒸気プラントの設計と建設

—	 	地熱発電所および水力発電所の保守

—	 	地熱および水試料採取の分析

—	 	環境モニタリング

—	 健康・安全面のサポートと研修

—	 	プロセス工学

—	 	水力工学／コンサルティング

—	 	重機製作とプラントアセンブリー

—	 	精密機械加工

—	 	工業塗料

沿岸掘削リグは、MB	Centuryの主要マーケッ
トの中心を占めています。MB	Century は、
アジア太平洋地域で最も経験豊富なサービス
プロバイダーで、1949 年に最初の井戸を掘
削して以来、2,500を超える掘削を実施して
います。

MB 
CENTURY
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MB	Centuryは、ニュージーランドの主要な
蒸気プラントの設計・エンジニアリングチーム
の1つを所有しており、蒸気プラント開発の
ための総合的な設計／建設サービスを提供し
ています。その専門技術は、ニュージーランド
のカウェラウ、ワイラケイ、ロトカワ、モカイ、
オハキ、およびナガワの各地熱地帯の開発に
継続的に携わることで積み上げてきました。ま
た、フィリピン、インドネシア、パプアニュー
ギニア、および新興市場であるチリの地熱地
帯の開発にも携わっています。

MB	Centuryのサービスには、水力発電プラ
ントと地熱発電プラントの保守が含まれていま
す。経験豊富な専門家チームにより、水力エ
ンジニアリングのコンサルティング、検査とオー
バーホール、修正、および稼働開始のサービ
スを提供しています。

エネルギーは難易度の高い産業分野であり、
プロジェクトのリスクの高さと安全性の問題が
目の前の現実として日々の作業に常に存在し
ています。MB	Century の専門家は、顧客
の業務の中でこのような極めて重要な役割を
果たしており、顧客にとって何が重要であるか
を十分に把握しています。MB	Centuryの他
との大きな違いは、以下のような会社全体の
取り組みによっています。

	

—	 早く柔軟な対応

—	 高スキルで国際的に認知された人材

—	 業界をリードする研究・開発

—	 	期限どおり予算どおりのプロジェクトを	
安全に実現

最近の主要プロジェクト
カウェラウ TOPP1 蒸気プラント

—	 	蒸気プラントのプロセスの土木設計、	
配管設計、および電気設計

—	 蒸気プラントの建設

配管設計ロトカワおよびナタマリキ 
（2013 年および 2014 年）

—	 蒸気プラントの配管設計

モカイ MK22 流体供給（2013 年）

—	 蒸気プラントの建設

 ワイラケイ テミヒ発電所（2011 年）

—	 	蒸気プラントのプロセスの、土木設計、	
配管設計、および電気設計

ナ・アワ・プルア地熱発電プロジェクト 
（ニュージーランド）

—	 	140MW地熱発電所の蒸気プラントの	
設計と建設

ミラカ（モカイ）クリーン蒸気供給 
（2011 年）

—	 発電プラントの仕様

—	 蒸気プラントの設計と建設

モカイ、ロトカワ、およびナ・アワ・プルア 
発電所の機械保守 

—	 機械保守

—	 年次保守のための停止

—	 	源泉の検査と保守

会社の特長
—	 	Deloitte	Energy	Excellence	
Awardsの Excellence	in	Health	
and	Safety	Award 受賞

—	 	Diamond	CertificationのEnviroMark	
取得

—	 	AS/NZS	ISO9001およびAPI	Q1 認証	
取得

連絡先
マーセル・マンダース（Marcel	Manders）	
最高責任者（Chief	Executive）	
ニュージーランド

web：mbcentury.com
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MTLは、地熱蒸気・発電	
プラントの設計における幅広い
経験を生かしたチームにより、	
革新的なエンジニアリング事業	
を展開する設計の専門企業	
です。

MTLは、プロジェクトの開始と実行可能性調
査から、設置の監督、稼働開始まで、全面的
なサービスを提供しています。また、蒸気プラ
ントと発電所の複雑な設計の全体を俯瞰できる
と同時に、詳細にも集中する能力があります。
それが最終的に地熱設計プロジェクトを成功に
導くカギになっています。

プロジェクト管理スキルがMTL パッケージの
主要な要素になります。関連分野のスペシャリ
ストとの長年にわたるパートナーシップにより、
同社は、総合的なスキルを集合させることが
できます。このパートナーシップ手法により、
MTLは、複雑さを最小限に抑えて、かつ最
大限のコスト効率で、最高レベルの国際規格
に準じた専門技術を確実に提供します。

MTLは、ニュージーランド、オーストラリア、
ニカラグア、パプアニューギニア、およびイン
ドネシアで地熱プロジェクトを完成させていま
す。

主要プロジェクト
蒸気プラントプロジェクト：

カラハ蒸気プラントの設計

—	 	インドネシアの中央ジャワにある30MW	カ
ラハ地熱発電用蒸気プラントのプロセスお
よび詳細設計

ルムットバライ蒸気プラントの設計

—	 	インドネシアの南スマトラにある55MW	ル
ムットバライプロジェクトのステージ Iの蒸
気プラントのプロセスおよび詳細設計

ナタマリキ蒸気プラントの詳細設計

—	 	ニュージーランドの新しい 82MWバイナ
リー発電プラント用蒸気プラントの詳細設
計。MTLは、発電所への2相流の詳細
配管設計および再注入システムに責任者
として携わっています。設計には、開始時
と停止時に排出した流体を再注入する冷
却注入システムが含まれています。

MTL
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テミヒ蒸気プラント

—	 	新しい170MW地熱発電プラント用蒸気
プラントのプロセス設計。ワイラケイおよ
びポイヒピ発電所用の既存の蒸気プラント
への統合も含まれます。

ワイラケイ S − メインプロセス設計

—	 	稼働中の蒸気プラントに新しいメイン蒸気
を統合させるための発電所の蒸気モデル
の開発。新しい蒸気供給を備えたマルチ
ユニット発電所の蒸気配分とNCG機能の
検討

ワヤン・ウィンドゥ II

—	 	117MW地熱蒸気プラントの詳細設計の
設計指揮

	

発電プラントプロジェクト：

—	 	ポイヒピ地熱発電プラント	−	55MW
詳細機械設計、建設監督、および稼働開
始

—	 	リヒール 30MWおよび 20MW地熱発電
プラント
このパプアニューギニアの発電プラントの
BOP（バランスオブプラント）設備の機
械設計。MTLの役割には広範囲に及ぶ建
設監督と現場での稼働開始が含まれていま
した。

—	 ナガワ地熱発電プロジェクト	−	19MW
この 19MWバイナリープラント用 BOP
設備の機械設計

—	 	テフカ発電所	−	23MW
この23MWバイナリープラント発電プロ
ジェクトの契約書類および現場レイアウト
の作成

—	 	タウハラ2概念設計	−	240MW
この240MWの発電プラント（提案段階）
の蒸気プラントおよび発電所の概念設計

連絡先
クリス・マン（Chris	Mann）	
常務取締役（Managing	Director）	
電子メール：chrism@mtlnz.co.nz

ドン・パーディ（Don	Purdie）	
設計オフィス課長（Manager）	
電子メール：donp@mtlnz.co.nz

ダン・オルダーソン（Dan	Alderson）	
地熱プロジェクト課長（Manager）	
電子メール：dana@mtlnz.co.nz

住所  
42	George	St	Mt	Eden	
Auckland	New	Zealand

電話：+64	9	638	3447	

web：mtlnz.co.nz
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Ngati	Tuwharetoa	
Geothermal	Assets	
Limitedは、Ngati	
Tuwharetoa	Bay	of	
Plenty（BoP）Settlement	
Trust（NTST）の子会社です。

NTSTとカウェラウ地熱地帯	
とのつながりは、1300年代	
にその偉大な先祖である	
ナトロイランギがこの地に	
到着した時点にまで遡ります。	
このように、Ngati	
Tuwharetoa（BoP）の	
人々とカウェラウ地熱地帯の	
天然資源には深いつながりが	
あります。

カウェラウ地熱地帯にある	
エネルギーと水は、Ngati		
Tuwharetoaにとっての	
タオンガ（宝物）です。

地熱資源を利用することで人々はこの地域
で生活し繁栄してきました。これは遠い昔か
ら、治癒や療養の場所として、また植物（特
にkumara：サツマイモ）の栽培のために全
体的に地熱を利用していたときから続いていま
す。蒸気は料理（ハンギのような料理）や暖
房に使用され、またウナギやコイ（morihanga：
淡水魚）の繁殖地にも利用されていました。
硫黄は薬物療法に使用され、温泉湖、温
泉、および浸透水の温水は入浴に使用されて
きました。カウェラウで産業が発展する前の
1950 年代になっても、Ngati	Tuwharetoa
の人々は日々の生活に地熱を幅広く使用してい
ました。

カウェラウにTasman	Pulp	and	Paper	Mill
を建設するための交渉の時点で、「1953
地 熱エネルギー法（1953	Geothermal	
Energy	Act）」が導入され、カウェラウ地
熱地帯の開発が始まりました。カウェラウ地区
および工場現場は地熱地帯上にあるため、中
央政府は、周囲の森から切り出した木材を加
工するためにコスト効率よく地熱エネルギー
を工場に供給できました。開発は、Ngati	
Tuwharetoa（BoP）の同意なく、また相談
なしに進められました。

工場の複合施設は、tangata	whenua（こ
の地の人々）の土地に設立され、カウェラウ
地区の一部は中央政府が没収した土地に設
立されました。これらの土地は、「公共事業法
（Public	Works	Act）」に基づき、買収の
脅威の下で中央政府が取得し、結果として土
地が譲渡されることになりました。

1988年、Ngati	Tuwharetoa（BoP）は、
没収（Raupatu）を通じた中央政府による侵
害に関してワイタンギ条約の権利主張を申し
立てました。2003年、Ngati	Tuwharetoa
（BoP）は中央政府との和解証書に署名し、
歴史的な不平等に決着をつけました。和解の
一環として、カウェラウ地熱地帯との歴史的
なつながりが法定承認書によって認知されまし
た。

条約の和解内容を実行するためにNTSTが設
立されました。NTSTは、Ngati	Tuwharetoa	
Geothermal	Assets	Ltd（NTGA）を設立
し、NTGAは、2005 年、カウェラウ蒸気プ
ラントの所有権と資産を中央政府から購入しま
した。

NGATI TUWHARETOA  
GEOTHERMAL ASSETS
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この購入により、地熱のタオンガとのつながり
が再び促進され、rohe（部族の領域あるいは
境界域）内での社会的および経済的な成長の
機会が得られました。

NTGAの活動内容は、プロセス加熱、発電、
および下流分野の開発のために業界に地熱エ
ネルギーを卸売り販売するというものです。同
社は、地熱エネルギー（蒸気と塩水）を供給
するため、顧客と協働して、独自の業界要件
を満たすインフラストラクチャーとシステム（井
戸、分離プラント、パイプライン）を開発して
います。また、その供給ネットワークのインフ
ラストラクチャーを管理することで、継続的で
確実な供給を保証しています。

残留流体は排出のためNTGAに戻されます。
NTGAの革新的な手法により実現した設計ソ
リューションとは、開発者が一般的な石油やガ
スの供給作業を地熱の供給作業に適合できる
ようにするということです。プロジェクトの調
査、概念設計、検討が行われ、設計・建設契
約の前にプロジェクトの実行可能性を確認しま
す。

地熱エネルギーの卸売り業者としてのNTGA
のビジネスモデルは、NZでも独自のものです。
一般的に、NZの地熱産業は発電事業者に独
占されています。NTGAは、産業用で世界最
大級の直接熱エネルギー供給源として知られ
ているものを管理しています。

NTGAは、地熱資源の採取と排出について
の同意に従ってその業務に取り組んでいます。
会社は最近、新たな採取の許可を得て、今
では、その地帯で最大の規模となっています。
これにより、潜在力の高いエネルギー顧客を
獲得する機会が得られ、また新たな許可手続
きを経ずに地熱供給が可能となります。

カウェラウは、将来の産業発展のために魅力
のある発電所です。その要因を以下に示しま
す。

—	 	ニュージーランドの原木採取産業は今後
10年で50%以上の成長を目指している。

—	 	カウェラウは近隣の森林からきわめて近い
距離にあり、タウランガ港への鉄道と道路
の路線が整備されている。

—	 	ニュージーランドのエネルギー戦略として、
2025 年までに電力の90%が再生可能
資源から生成されるように目標が設定され
ている。

NTGAは、原木を加工して製品化にすること
を推進し、新たな下流分野での雇用を生み出
しています。カウェラウにおける他産業への広
がりは、雇用増大という観点からは、発電事
業よりも社会的かつ経済的な恩恵を生み出す、
より大きな潜在性を秘めています。

地熱地帯とつながりを取り戻し、持続可能な経
営を行うことで、Ngati	Tuwharetoa（BoP）
の人々は、自立した経済発展を促進するとい
う長年の思いを遂げることができるのです。

連絡先
Ngati	Tuwharetoa	
Geothermal	Assets	Ltd

住所		
c/-	Strettons	44	Heuheu	Street	
PO	Box	214	
Taupo	3351	
電話：+64	7	376	1700

電子メール：danielb@strettons.co.nz							
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Page	Macrae	
Engineeringは、最新設備
を揃え、高度なスキルと経験を	
備えたチームによって開発され
た多様な工学ソリューションを
提供しています。	
型にはまらない革新と思考に
よって問題を解決する能力に	
より、ニュージーランドの	
一流エンジニアリング会社の	
1つとして、オーストラリア -	
太平洋地域で名声を得て	
います。

Page	Macrae	Engineeringは、最近のニュー	
ジーランドの地熱発電所のすべての建設に
大きく関与しています。これらのプロジェクト
としては、Mighty	River	Power のカウェ
ラウ95MW地熱発電所、ナ・アワ・プルア
135MW地熱発電所、ナタマリキ88MW地
熱発電所、およびContact	Energyのテミヒ
170MW地熱発電所があります。

プロジェクト管理と高品質基準が、これらプ
ロジェクトの早期完成と成功への鍵でした。
Page	Macraeの事業は広範囲にわたり、プ
ラント、タービン、および発電機の機械的設置、
圧力配管や圧力容器の製造と設置が含まれま
した。

製品とサービス
60年の歴史を持つPage	Macrae	Engineer-
ingは、大規模なエンジニアリングプロジェク
トを予算内でスケジュールどおり実現すること
で、高い名声を得ています。オーストラレーシ
ア（オーストラリア・ニュージーランド・その島
嶼国）のいくつかの大企業と長期にわたって
パートナーシップを築き、信頼性のある販売後
のサポートで確固たる名声を得ています。

Page	Macrae のチームは、160 人を超え
るスキルのあるエンジニアと取引担当社員を擁
し、質の高い成果をあげることに注力していま
す。会社の設備としては、ニュージーランドの
主要港からちょうど3キロメートルの距離にあ
る4ヘクタールの敷地内に8,500m2 の屋内
ワークショップがあります。船積み港に近いと
いう立地の良さにより、Page	Macraeは大
型で重量のある品目を競合他社よりも早く輸出
できます。

提供するサービスを以下に示します。

—	 	圧力配管（すべてのコードと材料）

—	 	圧力容器（ASME	XIII 準拠）

—	 	大型貯蔵タンクの製造（API	650 準拠）

—	 	重機製作

—	 	ステンレス鋼の製作	

—	 	現場の建設

—	 	プロジェクト管理

—	 	ISO9001認証取得

—	 	3Dモデリングおよび設計

	

PAGE MACRAE  
ENGINEERING
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主要プロジェクト
Page	Macraeは、オーストラリア、ニュージー
ランド、および太平洋の主要企業に対して難
易度の高いプロジェクトを高品質で提供してい
ます。

発電会社：Mighty River Power、
Contact Energy、Genesis

—	 	タービン発電機の設置

—	 	圧力配管

—	 	圧力容器

—	 	機械的設置

—	 プロジェクト管理

主要な石油企業：BP、Shell、Chevron、 
Mobil、Terminals NZ

—	 	タンクの建設（AP1650準拠）

—	 製品配管（ASME準拠）

—	 	防火システム

—	 	蒸気回収プラント

石油化学製品会社：Downers、
Fulton Hogan、Orica

—	 	タンクの建設（AP1650準拠）

—	 	リアクタ

—	 	シェル&チューブ式熱交換器

—	 	蒸留塔

—	 	圧力容器

—	 	圧力配管

マテリアルハンドリング会社：QUBE、 
Nyrstar、NSS、Bulk Cargo 
Services、Koniambo、 
Patricks Stevedoring

—	 	設計と建設のマテリアルハンドリング	
ソリューション

—	 	バルクグラブ	−	機械式および	
ディーゼル油圧式

—	 	ダスト制御の排出ホッパー

—	 	ログハンドリング装置

—	 	特殊スプレッダー

連絡先

マイク・レーハン（Mike	Lehan）	
部長（General	Manager）

携帯：+64	27	435	1775

電子メール：mikel@page-macrae.co.nz

電話：+64	7	575	5079	

住所		
61	Aerodrome	Road	
PO	Box	4050	
Mount	Maunganui	South	3149	
New	Zealand

web：page-macrae.co.nz
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Plant	&	Platformは	
1986年に設立されて以降、	
ニュージーランド、オーストラ	
リア、およびその他の国々の	
石油・ガス産業に一流の	
エンジニアリングサービスを	
提供し続けています。同社が	
拠り所とする2つの強みとは、	
「目的に合ったソリューションを	
提供するという幅広い実績」	
と、「顧客と意欲的に	
協働するという姿勢」です。

革新と業界のベストプラクティスのスキルが、
顧客の期待に応える、またはそれを超えるとい
う会社の方針の基盤となっています。Plant	&	
Platformは、多くの分野にわたる長年の経験
を備えた専門のエンジニアリング要員を擁して
います。

製品とサービス
—	 プロセス工学

—	 	機械工学とパイプライン工学

—	 	計測工学と電気工学

—	 土木工学と構造工学

—	 	API653およびHSNOの検査と認証

—	 	プロジェクトと建設の管理

—	 	リスクと安全工学（Bowtieリスク分析を
含む）

—	 調達

—	 文書管理

—	 	陰極防食の専門エンジニアリング

Plant & Platform には、以下の分野での
専門的なエンジニアリングの実績もあります。

—	 石油精製

—	 	鉱山資源と天然資源の抽出、処理、輸送

—	 公共インフラ事業

—	 輸送燃料の供給

主要プロジェクト
Swift	Energy	(NZ)	Ltd、リム材生産ステー	
ションの開発

この 5,000 万 NZドルのプロジェクトには、
概念設計、FEED、詳細な工学設計、調達、
建設、管理・監督、稼働開始、始動、およ
び引き渡しが含まれています。プロジェクトは
1999 年 12月に始まり、2002 年 2月に稼
働開始しました。

プロジェクトの内容は以下の通りです。

—	 井戸サイトの開発

—	 10kmのパイプライン

—	 井戸ストリームの流体分離

—	 	原油の安定化と貯蔵、容量3,500BPD

—	 	ガスの処理と輸出、容量10MMscfd

—	 	LPGの処理と貯蔵、容量40TPD

PLANT & PLATFORM  
CONSULTANTS 
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Todd Energy New Zealand、 
Mangahewa 'C' 井戸サイトの開発

この1,900万NZドルのプロジェクトは2012
年に10ヶ月間に及びました。これには、概念
設計、FEED、詳細な工学設計、調達、建設、
稼働開始の支援が含まれます。

以下で構成されるプロジェクト

—	 	井戸サイトの再開発。これには、既存の
2つのサイトに第3の井戸の追加が含まれ
ます。

—	 	シングルトレインからマニホールドシステム
への変換

Todd Energy New Zealand、 
Mangahewa 'D' パイプラインの 
プロジェクト

この 1,400 万 NZドルのプロジェクトには、
概念設計、FEED、詳細な工学設計、調達、
建設、稼働開始の支援が含まれます。プロジェ
クトは2011 年から2012 年にかけて8ヶ月
間に及びました。

以下で構成されるプロジェクト

—	 	6kmの高圧地下炭素鋼パイプライン

—	 		既存の井戸からマニホールドシステムへの
連結

—	 	頁岩と砂の取り扱い能力

—	 	高度圧力保護システム（HIPPS）の組み
込み

連絡先
ロバート・ボニファス（Robert	Boniface）	
マーケティング課長（Manager）

携帯：+64	27	592	4210

電子メール：rboniface@pandp.co.nz

電話：+64	6	759	2199

住所 
PO	Box	660	
New	Plymouth	4340	
New	Zealand

web：pandp.co.nz
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ProGen	Ltdは、さまざまな	
プラントのオーバーホール・	
建設プロジェクトのための専門	
技術監督とプロジェクト管理を	
行う一流のスペシャリストを	
提供します。ProGenのチーム	
は、発電産業において幅広く	
豊富な経験を備えており、熱／	
地熱／ガスタービン発電産業、	
鉱業、乳業、および紙パルプ	
産業でこれらのスキルを提供	
しています。

近年、ProGen は、ニュージーランドの主
要企業であるGenesis	Energy、Contact	
Energy、Mighty	River	Power、Fonterra
や、海外ではパプアニューギニアのNewcrest	
Mining、インドネシアのStar	Energy、フィリ
ピンの Energy	Development	Corporation
向けに、主要なエンジニアリングプロジェクトを
完成させました。

ProGenは、大型で高価な装置の所有者やオ
ペレータが、その装置の建設と継続的な保守に
ついて専門的な助言、ガイダンス、および管理
を必要としていることを認識しています。

建設と保守に伴うリスクは、膨大なものになる
可能性があります。たとえば、短期間であって
も電力会社の発電機が損傷すると、供給の連続
性を維持する会社の力を著しく損なうことになり
ます。この装置が損傷すると、短期的には供給
によって得られる収入が減少することになり、さ
らに長期的には、供給能力に信頼性がないと受
け取られて、顧客が減少することになります。

プロジェクトの暴走によって最重要の装置が消失
することになると、深刻な影響をもたらすおそれ
があります。ProGenがすべてのプロジェクトを
独自のスペシャリストによって管理および監視す
ることで安心を提供しているのは、このためで
す。

高度なスキルを備えた専門家により、プロジェク
トのあらゆる側面を確実に検討、評価、管理し、
どのようなリスクも認識して、軽減および回避で
きるようにします。ProGenチーム内の各プロ
ジェクトマネジャーは、マイルストーンを明示し
て顧客の合意を得るようにし、定期的に顧客の
進捗管理とプロジェクト計画の変更点を更新しま
す。

製品とサービス
ProGen の主要な専門技術：

プロジェクト管理サービス

—	 	プロジェクト管理

—	 	プロジェクトの制御・管理システム

—	 	プロジェクト計画立案

—	 	入札の作成と査定

—	 	品質システムの開発と文書化

—	 	プロジェクト監査

プロジェクト開発

—	 	実行可能性の予備調査と本調査

—	 	費用便益分析

PROGEN  
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プロジェクトの経済性

—	 	リスク査定

保守管理サービス

—	 	保守戦略の展開

—	 	保守システムの分析

—	 	保守管理と文書化

—	 	保守作業の計画立案

—	 	保守サービスの契約

—	 	主要保守プロジェクトの実行

—	 	保守プロジェクトのリスク管理

資産評価と取得サービス

—	 	資産売却の適正評価

—	 	発電プラント資産の評価

—	 	特定のプラントアイテムの評価

監督サービス

—	 	タービン

—	 	発電機

—	 	ギヤボックス

—	 	補助プラント

—	 	制御バルブとサーボ

主要プロジェクト
Genesis Power、ハントリー
発電所、ニュージーランド

—	 	ユニット1、2、3、4、5のタービンのオー
バーホール

—	 	作業パッケージのリーダー

—	 	監督と技術サポート

—	 	CPMネットワークのプロジェクト計画立案

Northern Power Station、
南オーストラリア

—	 	タービン、発電機、励振器に関する測量、
更新、および主要作業

—	 監督と技術サポート

EDC、マリトボグ発電所、フィリピン

—	 	地熱タービンのオーバーホール

—	 	監督と技術サポート

EDC、マハナドン A & B 発電所、フィリピン

—	 	地熱タービンのオーバーホール

—	 	監督と技術サポート

Newcrest Mining、パプアニューギニア

—	 	地熱タービンのオーバーホール

—	 	監督と技術サポート

Contact Energy、ワイラケイ地熱発電所、 
ニュージーランド

—	 タービンのオーバーホールの監督

—	 	プロジェクト計画立案

Contact Energy、テラパ／オタフフ／ 
フィリナキ／オハキ発電所、 
ニュージーランド

—	 プロジェクト計画立案

Mighty River Power、 
Southdown Gas ／カウェラウおよび 
ロトカワ地熱発電所、 
ニュージーランド

—	 	プロジェクト計画立案

完成済プロジェクトの詳細な一覧は、ProGen
のウェブサイトwww.progen.co.nzでご覧い
ただけます。

連絡先
ブレット・ヒューストン（Brett	Houston）	
部長（General	Manager）

携帯：+64	21	245	7311

電子メール：brett@progen.co.nz

住所	
PO	Box	271	
2/829	Heaphy	Terrace	
Claudelands	
Hamilton	3214

電話：+64	7	855	1411

ファックス： +64	7	855	1412	

web：progen.co.nz
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ReEx	Capital	Asia	
（ReEx	Capital）は、	
アジア太平洋のクリーン	
エネルギー分野を専門とする	
ビジネスアドバイザリー	
業務を行っています。	
シンガポールにある本社と
ニュージーランドのオフィス	
から、コンサルティングと	
投資銀行業務のサービスを	
提供しています。

2006年以降、ReExは、クリーンエネルギー
分野で技術／商業／財務のコンサルティング
サービスを提供しています。チームは、政策
立案者、投資家、スタートアップ企業、プロ
ジェクトの開発者および企業に助言を提供し
ています。これには、Medco	Oil	&	Gas、
GDF	Suez、BNP	Paribas	Clean	Energy	
Fund、E.ON、ADB、UNEP、UNDP、
IFC、オーストラリア・クリーンエネルギー
技 術 協 会（Australian	Clean	Energy	
Council）、REEEP、シンガポール環境庁な
どがあります。

シンガポールにあるDNVGLのClean	Tech-
nology	Centreとともに、ReExは、リマの
COP20に合わせて、ADBが立ち上げたこの
タイプでは初めての技術交換を行っています。

この試験的サービスは、まずはクリーンエネ
ルギーとエネルギー効率の技術に焦点を当
てることになりますが、その平均取引規模は
200 万～500 万ドルと想定されます。IPEx	
Cleantech	Asiaは、先進国から開発途上の
アジアへの技術移転、および開発途上のアジ
アの国々の間での技術移転を行うための橋渡
しをします。

ReEx	Capital は、経営陣（Principals）の
一人であるマイク・アレン博士の経験を通して、
この分野での40年の幅広い国際的な活動に
基づき、地熱投資の機会を評価するための情
報を提供することができます。

ReEx	Capital のコンサルティングは、以下に
挙げるような、グリーン、環境、再生可能エ
ネルギー、およびエネルギー効率の各分野に
特化したサービスに焦点をあてています。

—	 	市場分析と実行可能性調査

—	 	企業／事業の開発戦略、M&Aやジョイン
トベンチャーによる拡大

—	 	適正評価のサポートと投資戦略

—	 	財務的助言、事業計画、金融モデル

—	 	査定、プロジェクト構築、リスク緩和

—	 	政策と規制

また、ReEx	Capital	Asiaは、資本調達サー
ビスを提供しています。すなわち、再生可能
エネルギーインフラストラクチャー、バイオ燃
料生産設備、エネルギー効率プロジェクト、ク
リーン技術のスタートアップ企業、およびグリー
ン製品／サービス企業に向けた、投資機会の
創出や、取引と資金調達（負債／資本）の構
築です。

チームは長年にわたる豊富な経験を備えていま
す。これには、独自の戦略的アドバイスの提供、
投資機会の構築、事業計画や金融モデルの作
成、技術的／環境的／商業的／財政的な実行
可能性の調査や適正評価が含まれます。

主要プロジェクト
エネルギー効率基金（シンガポール）

ReEx は、 財務省（MOF）、 国家環境庁
（NEA）、経済開発庁（EDB）と協力して1
億ドルの資金計画を策定し、光熱コスト削減を
目的とした商業ビルや中小の工業企業への装
置設置のための資金調達を行いました。

Asia Biogas 株売却 
（タイ、インドネシア、ベトナム、フィリピン）

AIM上場ファンドによる、東南アジア最大のバ
イオガス発電事業者 Asia	Biogas の大部分
の株式売却。企業リストラに関する助言、投
資管理および金融モデルの作成、査定の試算
（フリーキャッシュフローおよび類似の分析に
基づく）、投資説明会の手配、および価格交
渉での顧客へのサポート。

ReEx CAPITAL 
ASIA
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投資戦略および取引の実行（東南アジア）

ReExは、N.S.	Raghavan（インドの Infosys	
Technologies の共同創立者）の6億USド
ルの Indian	Family	Officeに対し、アジア新
興国でのグリーン分野（エネルギー、水、廃
棄物）への投資戦略に関して助言を行いまし
た。ReExのサポートは、取引先との関係構
築と取引実行にも及びました。

エネルギーサービス事業のための M&A、 
ジョイントベンチャー、および 
パートナーシップ（フィリピン）

ReExは、70億 USドルのエネルギーサービ
ス子会社の企業開発をサポートする助言サー
ビスを提供しました。これには、プロジェクト
や稼働プラントの買収についての戦略コンサル
ティング、対象の識別、選別、取引サポート、
地域エネルギーのサービス会社の買収、およ
び地域パートナーとのジョイントベンチャーが含
まれます。

戦略と構築（インドネシア）

ReExは、事業構築と資本調達のための戦略
を策定し、PT	AngkasaPuraやPT	Indosat
などの顧客とともに会社のエネルギー効率プロ
ジェクトのポートフォリオに資金調達する事業
計画を作成しました。

気候ファイナンス・イノベーション・ファシ
リティ（インドネシア、モンゴル、フィリピ
ン、ネパール、パキスタン、中国、インド）

国際連合環境計画（UNEP）の気候ファイナ
ンス・イノベーション・ファシリティ（CFIF）
に助言。アジアの開発途上国の再生可能エネ
ルギー（RE）とエネルギー効率（EE）の分
野への金融業界の関与を支援することで、気
候変動ソリューションへの資金フロー促進、拡
大に寄与しました。

パラオ国立開発銀行における再生可能 
エネルギー基金（パラオ）

ReExは、革新的な資金調達メカニズムを用
いて、Renewable	Energy	Technologies
を買収するための資本と資金調達コストを支払
可能な範囲内で実現するために、パラオ国立
開発銀行に数百万の再生可能エネルギー・ファ
イナンス・ウィンドウを設立しました。

小規模水力発電プロジェクトのための 
Indonesia Debt Vehicle 

（インドネシア） 

水力発電プロジェクトのファイナンス・ファシリ
ティを開拓するためのサポートをインドネシア
投資機関に提供。詳細な適正評価ガイドライ
ンを作成し、潜在的借り手による申請書の検
討と承認に最適な内部の組織構造と役割につ
いて助言し、契約査定基準と手順を規定しま
した。

エネルギー効率の地域分析 
（タイ、マレーシア、ベトナム、フィリピン）

東南アジアでのEE市場の評価（経済状態、
市場規模、エネルギーサービス企業の成熟度、
規制や法律の枠組み）。これは、(i)	効率向上
ソリューションを広く浸透させる際の障壁を分
析する、および、(ii)	そのための適切な手法を
設計することを目的としました。

BNP パリバのアジア再生可能エネルギー
基金（インドネシア、フィリピン、タイ）

金融商品や基金の位置付けなど、新しいクリー
ンエネルギーのインフラストラクチャー基金の
設立についてBNPパリバに助言。PPMを構
築するためにアジア再生可能エネルギー市場
の市場分析／適正評価の調査の完了。

連絡先
ニュージーランド	
マイク・アレン博士（Dr.	Mike	Allen）

電話：+64	9	365	1150

携帯：+64	21	899	039

電子メール：mike.allen@reexasia.com	

シンガポール	
ヤニス・ブージャー（Yanis	Boudjouher）、CF	
CEO

電話：+65	6818	9710

携帯：+65	9182	3211

電子メール：yanis.boudjouher@reexasia.com	

住所  
ReEx	Capital	Asia	
One	Raffles	Place	
Tower	1,	Level	24	
Singapore	048616

web：reexasia.com
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Switchfloatは、	
地熱空気掘削作業用に	
改善したフロート弁システムを	
提供しています。
Switchfloatのストリング	
フロート弁は、穴の下の方で	
作動させることができるので、	
弁を通して坑底アセンブリ	
（BHA）にツールを安全に	
運ぶことができます。

このシステムを使えば、パイプを切断すること
なく坑井介入作業が可能となり、リグの時間を
大幅に節減することができます。

ワイヤラインでの方位測量に伴うリグ時間が大
幅に低減されます。方位測量に伴うコストの削
減により、頻繁な測量が可能となり、井戸の
精度が向上します。

スタックパイプ時にワイヤラインでBHAに確
実にアクセスできるようになるため、最適に、
かつ効率よくドリルストリングを回収できます。

用途
アンダーバランス掘削時に接続が破断したとき
のブリードオフ時間を短縮するため、ドリルスト
リングの表面近くにストリングフロートを取り付
ける必要があります。スタックパイプ時には、
従来のストリングフロート弁は、最適なパイプ
回収に必要なワイヤライン操作の障壁となりま
す。ワイヤラインで方位測量を行うには、従
来のストリングフロート弁をドリルストリングから
取り除く必要があります。これを達成するため
にパイプのトリッピングを追加すると、ワイヤ
ラインでの方位測量に対して大幅にリグ時間を
増やすことになります。

従来のストリングフロート弁の代わりに
Switchfloat の弁を使用します。スタックパイ
プと方位測量の作業では、ポンプダウンまた
はスリックラインツールによってSwitchfloat
の弁が開き、この弁を通してワイヤライン
へのアクセスが可能になります。すべての
Switchfloat の弁は、単一の作動ツールをポ
ンプで送り込むことで、あるいは1つのスリッ
クラインを穴に降ろすことで開くことができま
す。

Switchfloat の利点
—	 	スタックパイプ時にワイヤラインでBHA
にすばやくアクセスできます。

—	 	ドリルストリングのフロート弁を取り外すこ
となくドリルパイプでの測量が可能となりま
す。

—	 	切断を減らせるので、リグ時間および摩耗
や裂傷を節減できます。

—	 	ドリルストリングのねじ接続に対する開閉
サイクルが低減されます。

—	 	ドリルストリングの移動が減らせることで安
全性が向上します。

主要プロジェクト
以下の現場における地熱井戸の掘削で 
利用されています。

オハキ	-	Contact	Energy

ワイラケイ	-	Contact	Energy

モカイ	-	Tuaropaki	Power	Company

連絡先
マーク・ホーウェル（Mark	Horwell）	
常務取締役（Managing	Director）

電子メール：mark@switchfloat.com

住所  
Taranaki	
New	Zealand	
+64	21	251	1907

電子メール：info@switchfloat.com

web：switchfloat.com

SWITCHFLOAT 
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Tauhara	North	No.	2	
Trust（TN2T）は、	
Ngati	Tahu-Ngati		
Whaoa	Iwiに属する	
「マオリ土地信託」です。	
その主要な機能は、5,900を	
超える実質所有者に代わって、	
所有する土地（上の写真：	
タウポ、ロトカワの土地）を	
管理することです。

その役割の一環として、人々のさらなる健康と
繁栄を目指して、一連の便益と目標プロジェク
トを策定しています。

TN2Tは、その土地にある147MWナ・アワ・
プルア地熱発電所の出資持分を所有しており、
またロトカワとナタマリキの発電所とも財政的
な利害関係があります。また、ロトカワには
TN2T所有の土地と酪農農場が4つあり、そ
こでは酪農支援業務を行っています。

TN2Tは将来的に、明確に次の5つを柱にし
た商業投資を目指しています。

—	 エネルギー

—	 蒸気の直接使用

—	 農業

—	 医療

—	 不動産

TN2Tは、その経済的な潜在性を最大限に引
き出し、増大しつつある所有者基盤とそのニー
ズに対応することをお約束します。

連絡先
アロハ・キャンベル（Aroha	Campbell）	
CEO	-	Tauhara	North	No.	2	
Trust

ケヴィン・マクローリン	
（Kevin	McLoughlin）	
CEO	-	Ringa	Matau	Limited

住所  
283	Vaughan	Road,	
Rotorua	
New	Zealand

電子メール：info@tauharano2.co.nz

TAUHARA  
NORTH 
NO. 2  
TRUST
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カンタベリー大学は、	
ニュージーランドの	
地熱エネルギー供給者や	
Crown	Research	
Institutesと提携し、	
地熱資源（熱源から	
地表まで）の特定と	
開発について、	
世界クラスの研究を	
行っています。

カンタベリー大学は、地質学の教育では世界
的にも有名で、学部および大学院レベルで地
熱地帯のフィールドワークおよび研究室での研
修を行っています。毎年、産業界、大学、お
よび政府の支援を受けた大学院生たちは、地
熱の各分野で実績のある8人の熟練科学者の
指導を受けます。高度なスキルを備えた卒業
生を生み出し、ニュージーランドや海外の地熱
業界の科学知識に大いに貢献しています。

主要な研究領域
探査
地質学、地球化学、および地球物理学的手法
を総合的に使用して、深い熱源、隠れた地熱
資源、および上昇流ゾーンを特定し評価しま
す。

地質力学および浸透性
地熱システムにおける、掘削、井戸の対象選
定、沈下、および刺激に焦点を当てたフィー
ルドワークと実験研究を行います。

流体と数値モデリング
流体−岩石間相互作用、資源の概念モデル、
生産の実現可能性と効率について、フィールド
ワーク、実験研究、および数理的研究を行い
ます。

連絡先
ダレン・グラブリィ博士	
（Dr.	Darren	Gravley）	
地質科学（Geological	Sciences）

ポール・シラトビッチ博士	
（Dr.	Paul	Siratovich）	
地質科学

ジム・コール教授（Dr.	Jim	Cole）	
地質科学

ドリーン・ベストマン（Doreen	Bestmann）	
事業開発マネージャー（Manager）	
リサーチ＆イノベーション

電話：+64	3	364	2688	ext.	8595	

ファックス：+64	3	364	2694	

電子メール：doreen.bestmann@
canterbury.ac.nz	

web：canterbury.ac.nz

UNIVERSITY
OF CANTERBURY
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Western	Energy	
Servicesはタウポを拠点	
とする、ニュージーランドが	
所有して運営する	
井戸サービスの	
プロバイダーであり、	
国際的な地熱産業向けの	
高度なソリューションを	
専門にしています。

Western	Energy	Services は、監査承認
を得た健康と安全の総合システムを備えてお
り、専門的で安全な手順を保証しています。

Western	Energy	Services は、専任のエ
ンジニアと技術者で構成される総合的なスタッ
フを雇用しています。その全員が、自らの（国
際的な）経験や専門分野での訓練を会社やそ
の顧客に提供しています。

これは、さまざまな複雑な問題への実用的なソ
リューションを見つけるための革新的な思考や
能力に反映されています。

Western	Energy	Services は地熱分野へ
のサービスを専門にしており、以下に示す広
範囲の井戸サービスを提供しています。

—	 ワイヤライン

—	 コイルチュービングとポンプ機能

—	 キャピラリーチューブ

—	 井戸の試験と試料採取

—	 コンサルティング

連絡先
ケリー・エレム（Kerry	Ellem）	
部長（General	Manager）

電子メール：kerry@westernenergy.co.nz

電話：+64	7	376	8145

web：westernenergy.co.nz

WESTERN  
ENERGY  
SERVICES
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Wintecは、オークランド大学
のGeothermal	Institute
と共同で、国内および海外の
ニーズに応えた地熱教育を
提供しています。

エネルギー分野の研修と調査のプログラム、お
よびオペレータの能力評価が、ニュージーラン
ドの主要な地熱エネルギー電力会社（Mighty	
River	Powerや Contact	Energyなど）お
よび主要な海外の事業者とともに開発されてき
ました。

Wintecは、ニュージーランドおよび世界中の
エネルギー事業のための主要な研修プロバイ
ダーです。

ニュージーランドの地熱領域の玄関口であるハ
ミルトン市にあるWintecは、国の主要な技
術研究機関の1つです。高品質の技術教育を
提供することで世界でも有名です。90年を超
える歴史、6つのキャンパス、20,000 人の
学生、700人のスタッフ、および企業やコミュ
ニティとの親密な関係を持つWintecは、活
気のある革新的な組織です。

入門レベルの資格から、学位、院卒、および
修士レベルの資格まで、150以上の教育プロ
グラムを備えています。

Wintec の学習の手法は、実践的で有意義な
手法です。産業をリードする人材が参画し情報
を提供してくれる、実用的なセッションを組み
入れています。この手法により、Wintecは
即戦力として使えるスキルのある人材を輩出す
る機関として国際的な評価を得ています。

主要な専門技術
Wintecは、以下について、エネルギー分野
のオペレータ研修や保守研修を用意していま
す。

—	 		熱作業

—	 		ボイラー作業

—	 		プロセス作業

—	 		機械工学

—	 		工学技術の学士

また、訓練要員の研修や指導も可能で、エネ
ルギー分野のオペレータや保守スキル研修の
ための顧客独自の社内能力を開発することが
できます。

Wintecは、プラント業務と保守エンジニアリ
ング機能に関して、能力の定義と評価、研修
のニーズ分析、および学習管理システムの設
計と運営を支援することもできます。

カスタマイズできる
研修プログラム
Wintec 研修プログラムは、内容や納期を考
慮してカスタマイズされ、産業仕様と各顧客
ニーズの両方を満たすことができます。顧客と
の共同アプローチにより、全社員の目標を実
現するプログラムを開発しています。

連絡先
各エネルギー分野のオペレータ研修ニーズに
ついてはWintecにご相談ください。

ジョー・ダグラス（Jo	Douglas）
理事長（Director）、ビジネス戦略担当

電話：+64	7	834	8800

携帯：+64	27	283	6032

電子メール：jo.douglas@wintec.ac.nz

住所
Private	Bag	3036
Waikato	Mail	Centre
Hamilton	3240
New	Zealand	

web：wintec.ac.nz/geothermal

WINTEC, WAIKATO 
INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY



67GEOTHERMAL ENERGY ‒ PARTNERING WITH NEW ZEALAND

WSP	|	Parsons	
Brinckerhoff	 は、
世界の主要なエンジニアリング
専門サービスコンサルティング
会社の1つです。31,500人
のスタッフを結集し、39か国
に500を超えるオフィスを
構え、広範囲の業種において
多くの専門分野にわたる
エンジニアリングサービスを
提供しています。
特に注目を集めているのは、
優秀な技術と顧客サービス
です。

WSP	|	Parsons	Brinckerhoff	の地熱グルー
プは、ニュージーランドに拠点を置き、世界の
主要な地熱パワー専門家チームの1つです。
ニュージーランドを拠点とする地熱チームは、
豊富な工学知識と経験を備えており、プロジェ
クト開発のあらゆる段階で極めて効果的なサー
ビスを提供することができます。2015年1月、
ニュージーランドのGeothermal	Centre	of	
Excellenceは、新しい独立企業 Thorndon	
Cook	 Power（www.thorndoncook.
com）を設立しました。

Parsons	Brinckerhoff	 は、ニュージーラン
ドで初めてのワイラケイ地熱発電所を設計し、
インドネシア、ケニア、およびエチオピア各国
で初の地熱プラントの建設を管理しました。

プロジェクトは、地熱発電プロジェクトを促進
する要因を理解したスタッフによって、概念化、
実行可能性の検討、資金調達の準備、契約
および管理が行われます。地熱システムはそ
れぞれ異なりますが、設計および技術的問題
の解決のためのチームの実践的な手法により、
プロジェクトのすべての段階において、コスト
効率に優れたソリューションを識別することが
できます。

このチームは、官民問わずあらゆる規模の組
織から長年にわたって信頼されてきたアドバイ
ザーです。業務の多くは顧客との反復契約で
あり、チームの専門技術に対して、技術サー
ビス・顧客サービスともに「ベストプラクティス」
の評価を継続的に得ています。

WSP | PARSONS 
BRINCKERHOFF / 
THORNDON COOK
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主要プロジェクト
N2N 地熱発電プラントの移転、フィリピン 
Energy Development Corporation

49MW	北ネグロス地熱プラントは、蒸気の供
給制限のために全負荷状態での稼働を続ける
ことができなくなりました。チームは所有者お
よび請負業者と密接に連携し、プラントを移転
して定格出力を得るための技術と手法を確立
しました。

テミヒ地熱 EPC、ニュージーランド 
Contact Energy

Parsons	Brinckerhoffは、EPC契約の実現	
に向けて、McConnell	Dowell および SNC-
Lavalinと完全統合型のジョイントベンチャー
を結成し、チームは新しい 2x83.5MW発電
プラントの工学設計を主導しました。

BacMan 1および 2 発電所の再建、 
フィリピン 
Energy Development Corporation

チームは、150MW地熱プラントの再建にあ
たり、エンジニアリングとプロジェクトの管理
を提供しました。これには、55MWユニット
の大規模なオーバーホールと修理、より適切
なサイトに移すための20MWユニットの解体、
移転、改修が含まれます。

ダラジャット III オーナーズエンジニア、 
インドネシア 
Chevron

チームは、西ジャワの100MW地熱発電プラ
ントの建設のため、オーナーズエンジニアとし
て活動しました。この役割には、EPC請負業
者の詳細設計のレビューと、建設および稼働
開始段階の監督が含まれました。

イナミンカ高温岩体発電プラント、 
オーストラリア 
Geodynamics

チームは、50MW発電プラント用のフロントエ
ンドエンジニアリング設計を実施しました。

PNOC-EDC の適正評価、 
フィリピン 
First Gen Corporation

チームは、バクマン 155MW、トンゴナン
700MW、パリンピノン192MW、北ネグロ
スとミンダナオの100MW蒸気プラント、また
マリトボグ235MW、マハナドン180MW、アッ
パーマハイオ125MW、最適化 50MW、お
よび北ネグロス50MW発電プラントの技術的
な適正評価を実施しました。

ディエン地熱発電プラントの再稼働開始、 
インドネシア 
BPDP

チームは、60MW復水式地熱発電所と蒸気
プラントの再建と再稼働開始のための技術支
援と指示を実施しました。

ワヤン・ウインドゥ、オーナーズエンジニア、 
インドネシア 
Magma Nusantara

ワヤン・ウインドゥは、現時点で最大の単一
地熱蒸気タービン（110MW）を使用した、
2x110MW地熱発電プラントです。チームは、
概念設計、仕様書と契約書の作成、デザイン
レビュー、建設と稼働開始の監視、および性
能試験を実施しました。

連絡先
ロジャー・ハドソン（Roger	Hudson）	
役員（Director）

携帯：+64	21	659	432

電子メール：hudsonr@thorndoncook.com

web：thorndoncook.com
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ニュージーランド 
貿易経済促進庁について

ニュージーランド貿易経済促進庁（NZTE）は、ニュージーランドの国際ビジネス開発を図る政府機関です。我々の役割は、ニュージーランドの事
業を支援し、戦略的提携を構築して国際ビジネスに展開することです。50のロケーションに置かれたグローバルな人的ネットワークを通じて、ニュー
ジーランドの事業を世界につなぐ、機会、知識、経験、およびネットワークを共有します。

ニュージーランドは、科学と技術に裏付けされた、世界をリードする革新技術とソリューションを主要マーケットに創出しています。NZTEは世界中
でこれを促進することに注力しています。

我々は、投資家がニュージーランドにおけるビジネスの機会を見つけられるよう、そして政府や民間企業と連絡が取れるよう支援を行っています。また、
ニュージーランドが長期にわたって持続的な利益を得られるような産業や高成長が見込まれる事業に、国際的なバイヤーや投資家をつないでいます。
これには特に、付加価値の高い食品飲料業や知識集約型の製造・サービス業（海洋、航空、健康、ITなど、高成長が見込まれる事業）が含まれます。

NZTEは、ニュージーランドの事業能力に適合し、持続的で有意義な経済的利益をニュージーランドにもたらす国際的な機会に焦点を絞っています。
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