
資源は遠い存在、なんて思っていませんか？　観光で
訪れた名建築や初めて買った自慢のマイカー……。
実は、暮らしの中にも資源はたくさん隠れています。
見落としがちな暮らしと資源の関わり、ご覧あれ。

米国を代表する自由の象徴は
赤褐色が本当の姿

　米国ハドソン川河口のリバティ
島に立つ米国の象徴『自由の女
神』。さあ、イメージしましたね？
左手に独立宣言書を抱え、右手に
持ったたいまつを力強く掲げるあ
の緑青色の優雅な立ち姿。でも、
ちょっと待ってください。実は、元
の色は違っていたってご存知でし
たか？
　自由の女神は、アメリカ合衆国
独立100周年を記念して、1886年
にフランスから寄贈されました。
身長約46メートル、体重約225ト
ンと巨大な建造物です。そのた
め、顔や腕などに分解され、米国
に運ばれてきました。
　ここで注目するのはその材料。
自由の女神の表面は銅でできてい
ます。でも、おかしいと思いませ

んか？　銅といえば、10円玉にも
使われる、赤褐色の金属です。な
ぜ自由の女神は緑青色なのでしょ
う？　その謎を解く鍵は、「酸化」
です。
　銅は耐食性や加工性に優れる
金属ですが、酸化で変色しやすい
のも特徴のひとつ。酸化の進行度
によって赤褐色→褐色→暗褐色→
黒褐色→緑青色と変色します。つ
まり自由の女神も、1886年当時は
全身赤褐色だったのです。現在の緑
青色の姿は、潮風などにより急速に
酸化した結果の姿だったのです。
　新型コロナウイルスの影響で、
海外旅行に行くのは難しい現在で
すが、落ち着いたら、ぜひリバティ
島を訪れてみてください。緑青色
の美しい姿を眺めながら、元の赤
褐色の姿も想像してみましょう。
それはそれで、とても美しい姿
だったことでしょう。
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現在の原油市場の状況は？

世界的な需要の減少で
原油安で推移しています

まだまだ不安定で
急騰急落の心配が尽きません

今の状態はしばらく
続くかもしれません2019年末頃から始まった新型コロナウイルスの感染拡大。

世界中で都市封鎖が行われた影響で、

WTI原油先物価格は史上初のマイナス価格を記録した。

現在、世界はこの疫病に立ち向かいながら

経済活動が再開され、株価や原油価格も回復しつつある。

そこで今回は、新型コロナウイルスが与えた

原油価格への影響とその背景をひもとき、

未曾有の危機を乗り越えるためにも、

今後も起こりうるリスクへの備えを考察する。

コロナ後の
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新型コロナウイルスの感
染が欧米を含む世界各
地で拡大（20年3月）

OPECプラス協調減産枠
組み崩壊（20年3月）

OPECプラス日量970万バレルの
協調減産で合意（20年4月12日）

世界各地で外出制限緩和と経済
活動再開の兆候（20年5月）

WTI先物、史上初のマイナス
37.63ドル（20年4月20日）

中国を中心とした新型コロ
ナウイルスの感染拡大によ
る経済成長減速と石油需
要鈍化懸念（20年2月）

■2020年の原油価格推移と主な出来事
北海ブレント ドバイ WTI

緊急事態宣言で
人出がなくなった
東京の新宿駅前

米国の原油集積地
クッシングの貯蔵能力が

限界の危機に

各国の都市封鎖で
世界中の経済活動がストップ

　2019年末以降、中国・武漢市に端を
発する新型コロナウイルスの急速な感
染拡大が、世界中を混乱に陥れている。
世界経済は大打撃を受けて、今なお収
束の目処は立っていない。
　新型コロナウイルスが注目され始め
た2020年1月頃の原油市場の最大の
関心事は、イランと米国間の核合意をめ
ぐる対立にあった。1月3日、米軍の空
爆によりイラン革命防衛隊の司令官が
死亡したことで、対立が激化。それに伴
い、両国が泥沼の戦争状態に陥ること
により中東からの原油供給が途絶する
のではないかという懸念から、原油価
格は上昇。ニューヨーク市場に上場す
る原油先物WTI（ウエスト・テキサス・
インターミディエート）の価格は65ドル／
バレルを記録した。
　1月15日には、関税賦課合戦の様相
を呈していた米中貿易戦争が一段落。

両国が米中経済貿易をめぐる合意に関
する文書に署名し、関税も引き下げら
れ、需要拡大への期待が高まり、原油
価格は維持された。
　この風向きが変わったのが1月23日
だ。中国・武漢市で実施された都市封
鎖を機に、世界中で外出禁止令が発令
され、経済活動がストップ。自動車によ
る移動が急減したほか、各国の入国制
限等に起因する航空機の減便、運休が
相次いだ。ガソリンやジェット燃料など
の需要は急速に減少し、市場では、4月
の世界的な需要は2,000万～3,500万
バレル下振れするという観測が広がるほ
ど。世界需要約1億バレルのうち約20
～35パーセントが減少する計算だ。結
果、需給の大幅な緩和懸念が広がり、原
油価格は2月下旬から下落が加速した。
　3月6日には、価格下落に対し、産油
国20カ国で構成されるOPECプラス
が、原油の追加減産に関する協議を開
催。ところがロシアの反対により協議が
決裂すると、サウジアラビア等は増産方

針を打ち出したことから、週明け3月9
日の終値は、31.13ドル／バレルと、この
日だけで10.15ドル下落した。そして下
落率は25パーセントと、1991年1月の
湾岸戦争時以来の大幅なものとなった。
　その後も、OPECプラスによる増産合
戦と新型コロナウイルスの感染拡大とと
もに、原油価格はさらに下落。4月12日
にはOPECプラスによる協調減産が合
意され、さらにその後、米国やカナダ、
ブラジルなどOPECプラス以外の産油
国でも減産する方向性が示唆されるも、
前者の減産開始が5月1日だったこと
や、後者も石油会社の採算性悪化に伴
う減産であり、国が減産を強制したわ
けではなかったことを受け、下落の流れ
はさらに進んでいく。
　そして、4月20日、WTIがマイナス
37.63ドル／バレルを記録。一時はマイナ
ス40.32ドル／バレルまで落ちるなど、
原油市場に大きな衝撃を与えることと
なった（図）。一体、なぜこのようなこと
が起きたのだろうか。

需要の減少を受けクッシングの
在庫量が急上昇することに

　WTIがマイナス価格を記録したことは
日本でも大きく報道され、多くの人が目
にしただろう。一方、WTI以外の原油先
物であるロンドンの北海ブレントや東京
のドバイ原油などがWTIほど下げてい
ないことは、知らない方も多いのではな
いだろうか？
　そもそも原油の先物取引とは、ある
特定の原油を、一定量、あらかじめ定め
られた価格で、将来の一定期日までに
受け渡す売買契約のこと。原油の現物
取引での価格変動による損失リスクの
回避等を目的としている。市場参加者
は、石油関係の企業だけでなく、先物
の値動きで得られる売買益を狙う投機
家や仲買人もいる。毎月決済日が定め
られ、WTIでは毎月20日頃に設けられ
ている。決済日とは、売り手と買い手が
マッチングされ、売買が成立し、原油の
受け渡しが決まる日のこと。製油所など
は決済日の価格で原油を受け取り、精
製などを行う一方、原油の貯蔵設備を
持たない投機家らは、決済日までに原
油の買い手を見つけて市場から退出し
なければならない。そして、5月に受け渡
される分のWTIの決済日は、4月21日に
設定されていた。

　WTIの現物は、主に米国オクラホマ
州のクッシングという地域のタンクに貯
蔵され、ここで原油の受け渡しが行わ
れる。クッシングは、原油の輸入施設
や製油所が集中するメキシコ湾岸地
域、北米の主要な消費地域などをパイ
プラインでつなぐ原油貯蔵の一大中心
地。米エネルギー情報局（EIA）による
と、貯蔵能力は7,600万バレルにも及
ぶ。カナダや米国各地で生産された原
油は、パイプラインを使ってすべてクッ
シングに集められることから、「世界の
パイプラインの交差点」とも呼ばれる。
　こうしたしくみを踏まえ、4月20日前
後の動きを見ていこう。5月分のWTIの
決済日は4月21日。ところが、新型コロ
ナウイルスの感染拡大に伴う需要の大
幅な落ち込みにより、3月以降、クッシ
ングの原油在庫量は、増加の一途をた
どっていた。それまで、在庫が200万～
300万バレルも増えれば、「ダブつき気
味」といった感覚になり、原油価格が下
がることで需給が調整されていたのに
対し、4月は、1週間で400万～600万
バレルのペースで増加した。いくら巨大
なクッシングの貯蔵タンクといえども、
その容量が限界に近づき、3～4週間後
には貯蔵能力の限界を超える恐れが出
てきたのである。
　貯蔵設備を持たない投機家らは4月

21日の決済日までにWTI原油を売らな
ければならない。しかしながら、世界的
に原油需要が大幅に減少するとともに、
クッシングの貯蔵能力も限界に近づきつ
つある中で、買い手側も貯蔵先確保は困
難。WTI原油の購入意欲が極度に落ち
込んだこともあり、4月20日、WTI原油先
物価格はマイナス水準まで急落した。原
油をまるで粗大ごみのようにお金を払っ
て引き取ってもらうことになったのだ。

マイナス価格は
WTI 独自のシステムも影響した

　先述のように、原油先物取引は、WTI
以外にも、北海ブレント原油、ドバイ原
油などがあるが、実はWTI以外はマイナ
ス価格までの急落は記録していない。
理由は、北海ブレント原油やドバイ原油
の場合、先物の購入者が、仮に売り払わ
ずに決済日を迎えても、現物の引き渡し
は行われず資金の移動だけで取引が完
了するしくみだからだ。したがって、現
物の引き取り義務が発生するというWTI
のしくみも、今回のマイナス価格を招い
た要因のひとつであるといえる。

WORLD
DEMAND世界中で新型コロナウイルスの感染拡大が深刻化する中、

2020年 4月20日、WTI原油先物が初のマイナス価格を記録した。
ここでは、この歴史的記録に至った背景を解説する。

マイナス価格をもたらした
史上最大の需要減少

世界需要の
約3割が
消滅しました

↑緊急事態宣言発令中の
新宿駅前。普段はビジネス
パーソンや学生でにぎわう
平日も人影は少ない
→クッシングの貯蔵タンク

Svineyard / shutterstock.com



世界中で原油および
石油製品の生産量が減少

原油生産が国家収入の
約 7割を占める
サウジアラビアは

原油価格に大きく影響される

■米国の原油精製処理量（4週間平均） 出典：米国エネルギー省データを基に作成

マイナス価格は一時的なもの
その後は上昇傾向に

　現在、日本をはじめ米国や欧州など
各国、各地域で経済活動の再開が進
み、新型コロナウイルスで落ち込んだ需
要の回復が見込まれている。原油価格
も上昇しつつあるが、その要因は需要
の回復だけではない。OPECを中心とす
る産油国の減産も大きな役割を果たし
ている。
　そもそも産油国は3月初旬、原油価
格の下落を止めるべく、協調減産に向
けた動きを見せていた。ロシアの同意
が得られず交渉が決裂したものの、4月
9日にサウジアラビアを中心とする
OPECプラスが減産に関する協議を実
施。4月12日には2回目の協議を行い、

5月1日から2カ月間、世界の原油供給
量の約1割にあたる日量970万バレルの
協調減産に取り組むことを決定する。
サウジアラビアとロシアの日量250万バ
レルを筆頭に、各国が減産に同意した
格好だ。さらに、のちにサウジアラビア
は日量100万バレル、クウェートとUAE
も合わせて18万バレルの減産上乗せが
5月11日に報じられている。OPECプラ
スの減産開始がWTI原油先物の決済日
である4月21日以降であったため、4月
20日の急落に対する影響は限定的で
あったものの、4月23日には5月1日に
先駆けてクウェートが減産を開始。4月
22日に発生した、ペルシャ湾で演習中
の米軍へのイラン革命防衛隊による挑
発行為と相まって、5月に向けて原油価
格を押し上げる方向で推移した。

原油価格に大きな影響を与える
米国シェールオイル生産動向

　いまや原油価格に大きな影響を与え
る存在に成長した米国のシェールオイ
ルが3月以降、減産傾向となったことも
市場にとって好材料だ。
　シェールオイルの掘削装置稼働数は、
Baker Hughes発表の米国の油田開発
向け水平坑井とEIA発表の米国原油生
産統計によると、3月13日の週に減少
に転じた。原油生産量も日量1,310万バ
レルあったものが減少が続き、6月5日
の週には日量1,110万バレルとなり、日
量200万バレルの供給が削減された。
　米国シェールオイルの生産コストは、
場所などの条件により差があるものの、
概ね23～32ドル／バレルと言われてい
る。それを踏まえ、当初、ブルイエット
米国エネルギー長官が「年末までに日

量200万～300万バレルの減産」と語っ
ていたことを考えると、かなりスピーディ
な減産であり、これが市場では好意的
に受け取られ、原油価格の大きな押し
上げ要因として働いている。
　世界中で石油の需要回復が進み、
シェールオイルを含む産油国の減産が
進んだことで、市場に需給の引き締まり
期待が発生したうえ、6月6日のOPEC
プラス閣僚級会合では、5～6月に実施
している減産措置を1カ月延長すること
に合意。会合直後には、原油価格は40
ドル／バレルを超過する場面も見られ
た。これが、原油価格がマイナス価格か
ら回復した主な背景だ。

希望する原油価格は
国の事情で異なる

　これだけ原油価格の回復に影響を与
える減産だが、そもそも3月6日のOPEC
プラスの協議で協調減産に至らなかっ
たのはなぜなのだろうか。それは、減産
に対して積極的なサウジアラビアと、消

極的なロシアの思惑の違いにある。
　サウジアラビアの財政は、原油への
依存度が非常に高い。歳入のうち、約7
割が石油部門からの収入であるため、
原油価格の下落は即収入の減少に結び
ついてしまうのだ。しかも、ペルシャ湾
をはさんで東には対立するイランが位置
し、また国の南に隣接するイエメンは内
戦状態で、政権をサウジアラビア等が
支援しているのに対し、反政府組織をイ
ランが支援していると言われている。サ
ウジアラビアはイランに対抗するため国
防費も膨らみがちで、常に財政的な問
題を抱えているという事情がある。その
ためサウジアラビアは、積極的な減産
により、原油価格を上昇させたいという
思いが他国よりも強いのだ。
　それに対し、ロシアの歳入に対する
石油・天然ガス部門からの収入の割合
は約4割。サウジアラビアと比べ、そも
そも原油価格の下落の影響を受けにく
い体質なのだ。そして、むしろロシアは、
原油価格が上昇しすぎることで米国の
シェールオイルが無秩序に増産し始め、

OPECプラス産油国による生産調整で
制御できずに原油価格が乱高下する事
態に陥ることを警戒している。サウジア
ラビアにとって財政が成り立つ原油価
格は80ドル前後、ロシアは40ドル前後
と言われている。つまり、現在の30ドル
台という原油価格はもちろん、新型コロ
ナウイルスが流行する前の60ドル台で
も、サウジアラビアにとっては財政赤字
が続く状態だったのである。
　こうした事情から、サウジアラビアと
ロシアの間に対立構造が生まれ、減産
の合意に至れなかったというのが、減
産合意決裂の背景だ。
　一方で、高すぎる原油価格には米国
トランプ大統領が圧力をかけてくること
もサウジアラビアにとっては足かせのひ
とつ。原油価格が高騰すれば、米国内
のガソリンの小売価格が高騰し、経済
活動の低迷につながるため、トランプ大
統領がそれを許さない。現在、産油国と
トランプ大統領がお互いに納得する原
油価格は40～60ドル／バレルと考えら
れている。

OIL
PRODUCTION
SUPPLY

原油の需要減少による歴史的な価格の落ち込みもつかの間、
以前の水準ほどではないにしても、原油価格は回復基調にある。
その背景にはどんな要因があるのだろう。

原油価格を
持ち直させた
産油国の供給量調整

史上最大の
減産で対抗
しています

■OPECプラス減産状況 出典：OPEC発表データ他を基に作成

（単位：日量千バレル）
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←サウジアラビアはオイルマネー
により世界で最も裕福な国のひと
つだが、原油依存度が高いことが
財政不安にもつながっている

wajdram / Shutterstock.com



足元の原油市場を左右する3つのポイント

新型コロナウイルスが収束するまで

原油価格が持続的に上昇するのは難しいでしょう。

今後は人間の力が及ばない事象について

世界規模で対策が必要になるかもしれません。

新型コロナウイルスの動向
経済活動が再開され始めているが、再び感染
が拡大する可能性もあり見通しが不透明。そ
のため原油価格の動向も予測不能だ
（krisanapong detraphiphat / Moment / Getty Images）

地政学リスク
イランと米国の対立や中国と米国の貿易戦争、
ベネズエラ、リビア、イラク、イエメンの内戦
などの地政学リスクは引き続き要注目
（Rosen Ivanov Iliev / Shutterstock.com）

米国のハリケーン
米国は6月から11月までハリケーンシーズン。
製油所の中心地であるメキシコ湾岸を直撃
し、原油供給が減少するリスクがある
（Dan Reynolds Photography / Moment / Getty Images）

CRUDE OIL
MARKET

首席
エコノミスト
野神に
聞きました

新型コロナウイルスの感染拡大で大きな打撃を受けた原油市場。
今回どんな教訓を得て、今後、どこに向かうのか。

石油天然ガス開発推進本部の首席エコノミスト・野神隆之に語ってもらった。

これからの原油市場は
どこに向かうんですか？

今後の原油市場を占ううえで
押さえておきたい3つのポイント

　新型コロナウイルスの世界的な拡大
に伴い、過去に例がないほど石油需要
が落ち込みました。原油価格も一時は
史上初のマイナス価格にまで下落しまし
たが、OPECプラスや米国シェールオイ
ルの減産などにより、6月初旬現在、約
40ドル／バレル近辺まで回復しています。
　今後の原油市場のポイントは主に3
つ。1つ目の最も重要なポイントは、新
型コロナウイルスの動向です。

短期的にも乱高下するなど紆余曲折を
経るものと思っています。不安定な状況
を脱し、以前の状態に戻って安定するに
は、新型コロナウイルスの治療薬やワク
チンの開発に目処が立つことなどが必
要でしょう。
　一方で、新型コロナウイルスの感染
拡大がある程度沈静化し、経済が回復
してきた段階で懸念される2つ目のポイ
ントは、地政学リスクです。核合意をめぐ
るイランと米国の対立も、中国と米国の
貿易戦争も影を潜めていますが、いずれ
も完全な和解が成立したわけではあり
ません。経済活動が回復しつつあるタイ
ミングで再発すれば、原油価格や経済
活動が影響を受ける可能性があります。
　加えて、ベネズエラ、リビア、イラク、
イエメンの内戦などの政情不安も挙げ
られます。まず、ベネズエラは、大統領
派と反大統領派による対立が長年収ま
らない状態です。リビアに関しても内
戦状態が続いており、原油の生産量は、
従来日量120万バレルのところ、現在、
日量10万バレルしかありません。日量
110万バレルも減少すれば、原油市場に
大きな影響を与えるところですが、新型
コロナウイルスによる需要の減少と相殺
する形となり、今のところは大きな問題
にはなっていません。しかし、新型コロ
ナウイルスの問題が落ち着いた時点で
は注目されるべき状態です。

　イラクでは5月７日、5カ月ぶりに新
政権が発足しましたが、公共サービスの
質の低下等に伴い、民衆による暴動が
頻発しています。イスラム国のテロ活動
も再び活発化する兆候が見られる中、
原油価格低迷の折に治安面がおろそか
になること等により、原油生産が不安定
になる可能性も否定できません。
　イエメンも内戦により、国内が分断さ
れている状態です。政府をサウジアラ
ビアが、反政府をイランが支援している
と言われており、こちらも目が離せませ
ん。
　3つ目のポイントは、毎年6～11月に
大西洋付近で発生するハリケーン等の
暴風雨です。この暴風雨は、米国の油
田地帯の中心であるメキシコ湾沖合、
製油所が集中するメキシコ湾岸を通過
する場合があります。以前もこの地域を
暴風雨等が直撃し、生産リグ（掘削装
置）が破損する事態が発生しています。
万一、生産中の原油が海に流出すれば
環境への影響が甚大なことから、ハリ
ケーン等の接近時には油田は生産を一
時的に停止します。それにより、最大で
日量180万バレル超の生産が減り、原
油価格の上昇要因になります。
　現時点では、新型コロナウイルスの動
向が不透明なことから、短期的な視点
にならざるを得ません。市場関係者の
中でも、石油需要が新型コロナウイルス

発生前の水準に戻るのは2022年以降
になるとの指摘もあります。一方で、金
融緩和の状況下、地政学リスク等によ
り原油価格が大幅に上昇する急騰リス
クもあり、上げ要因、下げ要因ともに注
意が必要となるでしょう。

新型コロナウイルスから
原油市場が得た教訓

　これまでの原油価格の急落は、主に
金融面の問題で需要が落ち込んだのに
対し、今回は、経済活動が世界規模で
物理的に止まったことにより、未曾有の
原油価格の急落が発生しました。
　とはいえ、ここから得られた教訓は大
きいでしょう。科学技術の発展ととも
に、急速にグローバル化が進展した結
果、一度、パンデミックが発生すると、
一気に世界中が大混乱に陥ることを

我々は身をもって知りました。疫病に限
らず、巨大台風や地震など、大規模災
害に直面する可能性も高まっています。
今後、今回のようなリスクが発生した際
に、今回とは逆の石油ショックが起こる
可能性もあります。エネルギー資源の乏
しい日本は、いつ起こるかもわからない
大規模リスクに備え、石油の備蓄などの
対応がますます重要になるのではない
でしょうか。
　とはいえ、備蓄は、日本だけで完結す
るものではありません。近年は、OECD
諸国に比べ、非OECD諸国の需要の割
合が増えています。OECD諸国で整備し
ても、非OECD諸国で整備されていな
ければ、価格高騰につながり得るでしょ
う。特に、日本と深く関わっているアジ
ア全体を考えれば、例えば、緊急時の
原油融通や、備蓄に関する技術やノウ
ハウを他国に伝えることで、エネルギー

セキュリティの向上につなげていくとい
う方法もあると考えています。
　それから、原油の供給元を分散する
ことも大切です。また、石油探鉱・開発
コスト低減のための技術や操業面での
研究開発・改善を推進し続けることも将
来の混乱を防ぐ鍵になるでしょう。
　今回、原油価格の急落に伴い、ガソリ
ン価格の低下などで恩恵を受ける部門
もありました。しかし、この状況は極め
て短期的なものであり、油断は禁物で
す。比較的短期間で開発・生産が可能
なシェールオイルが幅を利かせてきたと
はいえ、依然として世界の供給の約9割
は在来型油田由来であり、探鉱・開発に
何年もの期間を要します。したがって、
短期的な原油価格の変化に一喜一憂す
ることなく、今後想定されるさまざまな
リスクを考慮しつつ、中長期的な視野に
立って、将来に備えることが肝要です。

JOGMEC首席エコノミスト

野神隆之
1987年石油公団入団。1995～1997年通商産業省
エネルギー庁。2001～2003年国際エネルギー機
関（IEA）に勤務後、石油公団企画調査部調査第一
課長などを経て2018年より現職

　収束までの期間が長引くほど経済活
動に大きな影響を及ぼし、それに伴い、
原油市場の回復も遅れるでしょう。とは
いえ、新型コロナウイルスがいつ収束す
るか、誰にもわかりません。現在、各国で
経済活動の制限が緩和され始めていま
すが、すでに米国や中国では感染拡大
第2波の兆候が疑われるような事態が
発生していることもあり、見通しは極め
て不透明です。このため、原油価格は



刊行物

資源別専門サイト

その他

詳しい使い方は次ページでご紹介！

JOGMEC HPの活用が
情報収集の第一歩

　JOGMECでは、資源・エネルギーに関する
幅広い情報の多くを無償で提供している。
国内外の資源・エネルギー関連情報を収集
したければ、まずは JOGMECのHPにアクセ
スするのがおすすめだ。
　HPでは、ニュースリリースやイベント情報
に加え、年4回発行している広報誌や各種
刊行物なども、PDFや電子書籍で読むこと
が可能。また、石油・天然ガス、金属、石炭、
地熱分野に関する専門サイトも用意してい
る。JOGMECが日頃の活動を通じて収集し
た情報や、活動内容に関するレポートも発信
中だ。資源関連企業とは異なり、独立行政
法人として中立的な立場にあるJOGMECだ
からこそ提供可能な情報をぜひ活用してほ
しい。

　JOGMECでは、JOGMECの事業内容や活
動、取り組みを紹介したさまざまな刊行物を
発行している。HPのトップページ上部にある
「刊行物」の文字をクリックすると、簡単にア
クセスできる。
　刊行物は紙媒体でも配布しているが、HP
では、PDFおよび電子書籍で読むことができ
る。年4回発行の広報誌『JOGMEC NEWS』
の最新号からバックナンバーまで揃っている
ほか、地熱発電に関するパンフレット、石油・
石油ガスの備蓄に関するパンフレットなども
提供している。

資源情報
集め方
の

資源・エネルギーに関する各種情報を収
集したいとき、皆さんはどうしているだろ
うか。JOGMECでも、HPを窓口に、各種
情報を広く発信している。ここでは、そ
の利活用方法について解説していこう。

JOGMEC発行の刊行物が
PDFおよび電子書籍で読める

　石油・天然ガス、金属、石炭、地熱の4分野
について、専門サイトを開設している。HPの
トップページ下部にあるアイコンをクリックす
れば、それぞれの専用サイトに簡単にアクセ
スできる。
　専用サイトでは、それぞれの分野について、
JOGMECの調査部や海外事務所が収集した
情報、分析したレポート、調査報告書などを
掲載している。また、随時各種セミナーや講
演会、成果発表会の案内も行っている。専門
サイトにアクセスすれば、必要不可欠な情報
を効率よく入手できる。

石油・天然ガス、金属、石炭、
地熱の専門サイトを開設

　HPのトップページ一番下にある各種バナー
から、JOGMECに関連する組織や、イベント情
報を提供しているウェブサイトなどにアクセス
できる。たとえば、注目度が高いメタンハイド
レートに関しては、ここからMH21-S研究開発

関連組織のウェブサイトなど
お役立ちリンクを設置

コンソーシアムのHPにアクセスするとよいだろ
う。また、経済産業省資源エネルギー庁の広
報パンフレットへのリンク、天然ガスに関する
情報が詰まった「天然ガスリファレンス・ブッ
ク」の販売ページにもここからアクセスできる。

YouTubeやTwitterでも情報を発信しています！

JOGMEC HPで
幅広い情報を
発信中

広報誌『JOGMEC NEWS』

JOGMEC HP TOP

YouTube

JOGMECchannel

3、6、9、12月の年4回発行し
ている広報誌。JOGMECの事
業内容やイベント情報をわか
りやすく紹介

統合報告書
『JOGMEC REPORT』

金属

JOGMECの中長 期 的ビ
ジョンや環境、持続可能な
社会の実現に対する各種
取り組みを年1回報告

地熱発電のしく
みや歴史などの
基礎知識から、
国内外における
地熱発電の状況
まで幅広く網羅

資源エネルギー庁の
HPでは日本のエネル
ギーに関する広報パ
ンフレットを提供

MH21-S研究開発コン
ソーシアムのHPで
は、メタンハイドレー
ト研究に関する記録
映像等も配信 YouTubeに「JOGMECchannel」

を開設。広報誌『JOGMEC NEWS』
関連情報のほか、産油国の開発
動向や、海底熱水鉱床試験の様
子などを動画で幅広く発信

地熱
パンフレット

石油・天然ガス

MH21-S研究開発
コンソーシアムHP

資源エネルギー庁
広報パンフレット
一覧ページ

資源開発プロジェクトの
紹介動画やインタビューを
多数掲載しています！

Twitter

地熱石炭

資
源
開
発
最
新
情
報
や

マ
ー
ケ
ッ
ト
レ
ビ
ュ
ー
を

日
々
発
信
し
て
い
ま
す
！

@jogmec_jp

JOGMECの公式アカウントで
は、プレスリリースやJOGMEC
が発行する刊行物、動画、各種
レポートの公開情報などを定期
的に発信している



欲しい情報×資源分野でピンポイントアクセス

　現在、JOGMECでは、4分野について資源別専門サイトを
開設しており、各種情報を提供している。しかし、情報の多
さゆえ、最初は、目的の情報にたどりつくまでに時間がかか
るかもしれない。そこでここでは、資源別専門サイトの目的
に応じた使いこなし術を紹介していく。

①「レポート・刊行物」を
　クリック

上部メニューの
「レポート・刊行
物」→「石油・天然
ガス資源情報」と
クリック。ニュー
スの一覧が表示さ
れるので、見たい
情報を選択する②「石油・天然ガス資源情報」をクリック

より深い分析記事を
読みたい

資源にまつわる
ニュースを知りたい

　世界経済にも大きな影響を与える資源の価格や生産量は、
刻 と々変化しており、最新の情報を得たいというニーズも多い
はず。JOGMECでは、石油・天然ガスと金属の2分野で、価格や
国内外の需給動向、在庫量等に関する情報を提供している。

調べたい情報に合わせて、国別の情報は「世界の鉱業の趨
勢」、鉱種別の情報は「鉱物資源マテリアルフロー」、価格動
向は「非鉄金属市況と需給動向」を選択しよう。

石油・天然ガスと金属分野で定期的に発信

石油・天然ガス

金 属

　JOGMECでは、石油・天然ガス、金属、石炭の3分野で、資
源分野の動向等を分析してまとめたレポートを定期的に発信
している。各国の最近の資源関連の動向やその背景等を知り
たいときは、レポートを探すのがおすすめだ。

資源分野の動向を分析してレポートで発信

石油・天然ガス

金 属

石 炭

　JOGMECでは、世界各国に展開する海外事務所や、各分野の
専門家等を通じ、鮮度の高い資源に関する情報を収集してい
る。収集された情報は、JOGMECの専門サイトで無料で発信して
いるので、資源に関する最新動向を把握したいなら活用しよう。

海外の現地情報をタイムリーに発信

石油・天然ガス

金 属

　JOGMECでは市場の見通しをレ
ポートで発信している。その際、世
界的な機関のレポートなども活用し
ているので併せてチェックするとよ
いだろう。石油・天然ガスに関して
は IEA（国際エネルギー機関）など
がおすすめだ。

見通しについては
他機関HPも活用しよう

市場の見通しを
知りたい

　資源の少ない日本において地熱は有効活用が期待される自然
エネルギー。JOGMECでは専門サイトを開設し、地熱資源開発に
関する基礎知識・調査情報、事業実績等幅広く情報発信を行って
いる。2020年4月には、「地熱モデル地区PROJECT」の専門サイ
トも開設した。

目的ごとに使いこなそう！
資源別専門サイトの歩き方

最新の市況が
知りたい

地熱専門サイトには地熱発電の情報が満載！

対応分野

ワンポイントアドバイス

②希望の
　カテゴリーを
　選んで「検索」

①「カテゴリーを選択」
　をクリック

メニューの上にある「カ
テゴリーを選択」をク
リックするとプルダウン
メニューが現れる。希望
のカテゴリーを選ぼう

①「レポート・刊行物」
　をクリック

②「石油・天然ガスレビュー」をクリック

②「カレント・トピックス」または「金属資源レポート」で「検索」

①「カテゴリーを選択」
　をクリック

①TOP下部で
　「カレント・トピックス」
　または
　「海外炭開発高度化等調査」
　を選択して「検索」

1968年から2020年までの「石油・天然ガスレビュー」を掲
載。プルダウンメニュー「石油・天然ガス資源情報」にもレ
ポート形式の記事があるので、併用するのがおすすめだ。

ワンポイントアドバイス
天然ガス・LNGの価格や在庫量を見たい場合はTOP上部メ
ニューの「天然ガス・LNG関連情報」→「日本語」とクリック。
価格動向や在庫動向など見たいものを選択しよう。

ワンポイントアドバイス

①「セミナー・報告会」を
　クリック

③資料を
　ダウンロードして申し込み

③一覧からニュースを選択

現在、新型コロナウイルスの影響でセ
ミナーは中止しているが、代わりに
YouTubeの専 門 ページ「JOGMEC 
channel」で動画を配信中

①「データベース検索」
　をクリック

②「カテゴリーを選択」→
　「ニュースフラッシュ」の順に
　選択し「検索」

「データベース検
索」では期間や
地域、鉱種など
で絞り込むこと
もできる。目的
が明確な場合は
活用すると便利

IEAは経済協力開発機構
（OECD）の枠内に設立され
た組織。国際エネルギー情
勢に関する分析や政策提言
なども行っている

「レポート・刊行
物」にカーソルを
合わせるとプルダ
ウンメニューが。
「石油・天然ガス
レビュー」を選択

時事的なものは
「カレント・トピッ
クス」、詳しい分
析は「金属資源レ
ポート」を選択

時事的なものは「カレン
ト・トピックス」、詳しい分
析は「海外炭開発高度化
等調査」を選択

必要なニュースの国や
地域がはっきりしている
場合は、TOPページ「石
炭資源情報を検索」の
上にある「海外石炭情報」の地図で国名などをクリック。選択
した国・地域の最新情報を一発で表示できる。

ワンポイントアドバイス

②一覧から
　見たいセミナーを
　クリック

石 炭

①TOPページ下部で
　「海外石炭情報」を
　選択して「検索」
検索結果画面ではキーワー
ドで絞り込むほか、「詳細
検索」から期間、国・地域を
選択できる

IEA HP
https://www.iea.org/

広報動画やイベントレポートをはじめ、地熱
開発に関する基礎情報を発信中

こちらもcheck!

地熱モデル地区専門サイト

対応分野

対応分野

資源情報
集め方
の



緊急事態宣言が出ても
備蓄基地は操業を止められない

上）5月になるとマツバギクが鮮
やかな頭ヶ島キリシタン墓地　
左中）ウミガメの産卵地でもあ
る自然豊かな高井旅海水浴場
右中）世界文化遺産のひとつ、
「頭ヶ島の集落」にある頭ヶ島
天主堂。五島列島には数多くの
教会が存在する　下）樹齢650
年を超えるあこう樹。下をくぐる
と長生きできると伝えられている

美しき、

資源が眠る

この世界。

　まるでいつも通りだ。感染が拡大する新型コロナウイルスに

対し、全国で緊急事態宣言が発出された。JOGMECでも緊急

時対応が進むが、ここ上五島国家石油備蓄基地では何かが大

きく変わることはない。影響がないのではなく、感染対策を徹

底したうえで、操業を続けなければならないのだ。こんな状況で

もいつも通りに操業を続けてくれるスタッフに頼もしさと感謝の

念を覚えつつ、今日も基地の安全を守りに行く。

”ど
ん
な
と
き
も
や
る
こ
と
は
同
じ
。

 
安
全
に
、
基
地
を
運
営
す
る
だ
け
だ
“

長崎県 新上五島町

世
界
中
の
J
O
G
M
E
C
の
職
場
を
紹
介
す
る
本
連
載
。

資
源
を
守
る
そ
の
場
所
は
、美
し
い
光
景
の
宝
庫
で
し
た
。


