
特定関連会社、関連会社及び関連公益法人等の役員の氏名(平成24年度）

名称

法人の種別

取引の概要

代表取締役社長 雲　治雄 代表取締役社長 原田　恵一 代表取締役社長 和佐田 演愼 代表清算人 和佐田 演愼

取締役 河井　太志 取締役 雲　治雄

取締役 上野　英一 取締役 川原　義弘 取締役 明吉　研二

監査役 高田　実 取締役 河井　太志

取締役 高野　博彦 取締役 浅和　哲

取締役 竹島　圭太郎

監査役 西山　勉 監査役 藤田　文萌

役員一覧

(現石油天然ガス・金属鉱物資源機構　理事） (現石油天然ガス・金属鉱物資源機構　理事）

(現石油天然ガス・金属鉱物資源機構　部長）

(現石油天然ガス・金属鉱物資源機構　チームリーダー）

(現石油天然ガス・金属鉱物資源機構　副理事長）

 ケージーウィリアガール石油開発株式会社  ケージーバボ石油開発株式会社  日本北イルクーツク石油株式会社  日本東シベリア石油株式会社

特定関連会社 特定関連会社 特定関連会社 特定関連会社

石油等の探鉱のための出資/石油等の採取のための債務保証 石油等の探鉱のための出資  海外地質構造調査を円滑に実施するため設立  海外地質構造調査を円滑に実施するため設立



名称

法人の種別

取引の概要

代表取締役社長 和佐田 演愼 liquidator Stelios Triantafyllides 代表取締役社長 高原　弘榮 Managing Director 舩橋  弘典

取締役 河村　信行 Managing Director 西川　信康

取締役 明吉　研二

取締役 川口　幸男

取締役 浅和　哲 取締役 白井　政幸

取締役 山﨑　信男

監査役 藤田　文萌 取締役 後藤　敬一

取締役 藤井　典彦

取締役 牧村　実

取締役 木戸口　晃

取締役 吉海　正憲

取締役 三村　秀樹

監査役 蓮尾　充彦

監査役 小出　啓一

(現石油天然ガス・金属鉱物資源機構　部長）

(現石油天然ガス・金属鉱物資源機構　チームリーダー）

役員一覧

(現石油天然ガス・金属鉱物資源機構　副理事長）

(元石油天然ガス・金属鉱物資源機構　担当審議役） （現石油天然ガス・金属鉱物資源機構　担当審議役)

(現石油天然ガス・金属鉱物資源機構　理事）

 海外地質構造調査を円滑に実施するため設立
海外地質構造調査を実施する

ために設立した特定関連会社の出資先 鉱物資源探鉱のための出資 鉱物資源探鉱のための出資

特定関連会社

日本南サハ石油株式会社 Copiapo Enterprises Limited 深海資源開発株式会社 日豪レアアース株式会社

特定関連会社 特定関連会社 特定関連会社



名称

法人の種別

取引の概要

代表取締役社長 三橋　優憲 代表取締役社長 北村  俊昭 代表取締役社長 北村  俊昭 代表取締役社長 北村  俊昭

取締役 今村　尚道 代表取締役 黒田　直樹 代表取締役 黒田　直樹 代表取締役 黒田　直樹

取締役 川崎　厚 代表取締役 椙岡  雅俊 代表取締役 椙岡  雅俊 代表取締役 椙岡  雅俊

専務取締役 佐野　正治 専務取締役 佐野  正治 専務取締役 由井  誠二

常務取締役 村山  昌博 常務取締役 村山  昌博 専務取締役 佐野　正治

常務取締役 田中  渡 常務取締役 田中  渡 常務取締役 菅谷  俊一郎

常務取締役 谷川　定文 常務取締役 谷川　定文 常務取締役 村山  昌博

常務取締役 金原　靖久 常務取締役 宮本　修平 常務取締役 田中  渡

取締役 渡辺　寛 常務取締役 谷川　定文

取締役 大川  裕 取締役 名倉　弘 常務取締役 山本　一雄

取締役 齊藤　満 取締役 阿加井　宏 常務取締役 川野　憲二

取締役 小柳　健一 取締役 込山　雅弘 取締役 太田　博久

常勤監査役 吉田　裕 取締役 髙濱　悟 取締役 河合  肇

監査役 戸恒  東人 取締役 川原　博司

監査役 角谷　講治 常勤監査役 吉田　裕 取締役 矢嶋　慈治

監査役 粟屋　聡 取締役 渡邉　章弘

監査役 角谷　講治

常務監査役 吉田　裕

監査役 戸恒  東人

監査役 角谷　講治

役員一覧

石油等の探鉱のための出資
石油等の探鉱のための出資/石油等の採取のため

の債務保証
石油等の探鉱のための出資/石油等の採取のた

めの債務保証

（元石油公団 調査役）

（元石油公団　調査役）

（元石油公団　課長代理）

関連会社関連会社 関連会社 関連会社

石油等の探鉱のための出資

ITOCHU Oil Exploration (BTC)
Inc.

 インペックス北カスピ海石油株式会社  インペックス北カンポス沖石油株式会社   インペックスマセラアラフラ海石油株式会社



名称

法人の種別

取引の概要

代表取締役社長 雲　治雄 代表取締役社長 飯田　信康 代表取締役社長 日高　光雄 代表取締役社長 日高　光雄

取締役 里見　嘉宣 取締役 関野　誠 代表取締役常務取締役 石井　延雄 代表取締役常務取締役 石井　延雄

取締役 小鷹　長 取締役 小鷹　長 取締役 松村　幸政 取締役 松村　幸政

取締役 河井　太志 監査役 瓜生　恭祐 取締役 丸山　進 取締役 丸山　進

取締役 矢嶋　慈治 監査役 植田　一郎 取締役 佐藤　智明 取締役 佐藤　智明

取締役 近藤　秀夫 監査役 粟田　敏夫 監査役 粟田　敏夫

監査役 高田　実

石油等の探鉱のための出資/石油等の採取のため
の債務保証

石油等の探鉱のための出資/石油等の採取のため
の債務保証

石油等の探鉱のための出資

関連会社 関連会社 関連会社

石油等の探鉱のための出資

 ケージーベラウ石油開発株式会社  日石ベラウ石油開発開発株式会社  モエコ南西ベトナム石油株式会社

関連会社

 モエコベトナム石油株式会社



名称

法人の種別

取引の概要

Director 村山  昌博 Director 野水　秀一 Managing Director 剱　弘幸 Director and President Mitsuo Hidaka

Director 田中  渡 Director 岡野　秀樹 Director 丸山　泰央 Director Yukimasa Matsumura

Director 金原　靖久 Director 山口　賢一郎 Director 今福　浩史 Director Susumu Maruyama

Director 山口　賢一郎 Director Nobuo Ishii

Secretary Daisuke Matsuura

役員一覧

石油等の探鉱のための出資 石油等の探鉱のための出資 石油等の探鉱のための出資

関連会社 関連会社 関連会社

石油等の探鉱のための出資

INPEX UK LIMITED Mitsui E&P Ghana Keta Limited Mitsui E&P Mozambique Area 1 Limited

関連会社

（元石油公団　調査役）

MOEX Gulf of Mexico Corporation



名称

法人の種別

取引の概要

代表取締役社長 片柳　公男 代表取締役社長 安田　貴志 代表取締役社長 飯田　信康 代表取締役社長 椙岡  雅俊

取締役 日下部　功 取締役 青木  大 取締役 関野　誠 専務取締役 佐野  正治

取締役 占部　滋之 取締役 園　達也 取締役 辰巳　久雄 常務取締役 村山　昌博

監査役 吉田　昌登 取締役クアラルンプール事務所長 北川　英樹 常務取締役 田中　渡

取締役 細谷　正則 監査役 瓜生　恭祐 常務取締役 谷川　定文

常勤監査役 渡辺　悟史 監査役 植田　一郎 常務取締役 宮本　修平

監査役 鈴木　秀男 取締役 渡辺　寛

監査役 滝　健一 取締役 阿加井　宏

監査役 上田  向祥

監査役 髙井　義嗣

監査役 角谷　講治

役員一覧

石油等の探鉱のための出資 石油等の探鉱のための出資 石油等の探鉱のための出資

関連会社 関連会社 関連会社

石油等の探鉱のための出資

（元石油公団　調査役）

(元石油公団　部長）

 コスモアシュモア石油株式会社  シエコナミビアオイルアンドガス株式会社  ＪＸ日鉱日石半島マレーシア石油開発株式会社

関連会社

 帝石スリナム石油株式会社



名称

法人の種別

取引の概要

代表取締役社長 飯田　信康 代表取締役社長 日高　光雄 取締役会長 和佐田  演愼 取締役会長 和佐田  演愼

取締役 関野　　誠 代表取締役常務取締役 石井　延雄

取締役 小鷹　　長 取締役 松村　幸政 社長 Lukyanov Alexey Sergeevich 取締役社長 Ivashkevich Alexander Vikent'evich

取締役 三家　茂 取締役 丸山　進 取締役 Denisov Alexey Ivanovich 取締役 Buynov Nikolay Mikhailovich

取締役 川野　憲二 取締役 佐藤　智明 取締役 Buynov Nikolay Mikhailovich 取締役 Sedykh Marina Vladimirovna

監査役 瓜生　恭祐 監査役 粟田　敏夫 取締役 Sedykh Marina Vladimirovna 取締役 浅和　哲

監査役 植田　一郎 取締役 浅和　哲

監査役 Khomkolova Olga Viktorovna

監査役 Utyonkina Elena Mikhailovna

役員一覧

（現石油天然ガス・金属鉱物資源機構　理事）

（現石油天然ガス・金属鉱物資源機構　チームリーダー）

（現石油天然ガス・金属鉱物資源機構　理事）

（現石油天然ガス・金属鉱物資源機構　チームリーダー）

関連会社 関連会社
海外地質構造調査を実施するために

設立した特定関連会社の出資先

マーレイ石油株式会社  モエコ・ソンホン石油株式会社

関連会社

INK-Sever

関連会社
海外地質構造調査を実施するために

設立した特定関連会社の出資先
石油等の探鉱のための出資 石油等の探鉱のための出資

INK-Zapad



名称

法人の種別

取引の概要

Managing Director 幅　康浩 代表取締役社長 北村  俊昭 代表取締役社長 飯田　信康 Chief Executive Officer 小柳　健一

Director 平原　章吾 代表取締役 黒田　直樹 取締役 関野　誠 Managing Director 津留崎　真

Director 岡本　和男 代表取締役 椙岡  雅俊 取締役 小鷹　長 Director 井上　久隆

専務取締役 佐野　正治 取締役 Adam Howard Director 内村　雄介

常務取締役 村山  昌博

常務取締役 田中　渡

常務取締役 宮本　修平

取締役 渡辺　寛

取締役 名倉　弘

取締役 阿加井　宏

監査役 吉田　裕

監査役 戸恒  東人

監査役 角谷　講治

Idemitsu E&P Shetland Ltd.

関連会社

石油等の探鉱のための出資

インペックス北東ブラジル沖石油株式会社 Nippon Oil Exploration (Niugini)Pty Ltd.

関連会社

役員一覧

石油等の探鉱のための出資 石油等の探鉱のための出資 石油等の探鉱のための出資

関連会社 関連会社

MPDC NGUMA LIMITED



名称

法人の種別
取引の概要

代表取締役社長取締役副社長 飯田　信康 取締役社長 田辺　明生 代表取締役社長 椙岡  雅俊 代表取締役社長 椙岡  雅俊

常務取締役 関野　誠 代表取締役 北村  俊昭 取締役 宮本　修平

取締役 辰巳　久雄 取締役 廣川　詳二 代表取締役 黒田　直樹 取締役 阿加井　宏

監査役 瓜生　恭祐 取締役 三橋　優憲 取締役 佐野　正治 取締役 加藤　晴二

監査役 植田　一郎 取締役 村山  昌博 取締役 小柳　健一

取締役 田中  渡 取締役 藤原　正樹

取締役 宮本　修平 監査役 吉田　裕

取締役 渡辺　寛 監査役 西野　豊

取締役 伴　慎介 監査役 山田　容三

監査役 西野　豊

監査役 角谷　講治

監査役 吉田　裕

役員一覧

関連会社 関連会社 関連会社
石油等の採取のための出資石油等の探鉱のための出資 石油等の探鉱のための出資 石油等の探鉱のための出資

関連会社

（元石油公団　調査役補佐）

 新日石クーロン石油開発株式会社 CIECO E&P (Faroe) Limited  インペックス西コンゴ石油株式会社 日本カラボボ石油株式会社



名称

法人の種別
取引の概要

代表取締役社長 渡辺　修 代表取締役社長 飯田　信康 Director Yoshinori Iino 代表取締役社長 日高　光雄

取締役 中山　一夫 取締役 関野　誠 Director Makoto Sekino 代表取締役常務取締役 石井　延雄

取締役 大関　和彦 取締役 辰巳　久雄 Director Takeru Kotaka 取締役 松村　幸政

常勤監査役 峯田　憲一郎 取締役ミリ事務所長 田中　晃 Director Nobuyasu Iida 取締役 丸山　進

監査役 大塚　俊道 監査役 瓜生　恭祐 Director Kenji Morita 取締役 植竹　典広

監査役 植田　一郎 Director Hidetoshi Ohashi 監査役 粟田　敏夫

監査役 佐藤　弘

（元石油天然ガス・金属鉱物資源機構　理事）

役員一覧

関連会社
石油等の探鉱のための出資

株式会社ジャペックスガラフ  JX日鉱日石サラワク陸上石油開発株式会社 JAPAN ENERGY E&P AUSTRALIA PTY LTD

関連会社 関連会社 関連会社
石油等の採取のための出資 石油等の探鉱のための出資 石油等の探鉱のための出資

モエコツナ石油株式会社



名称

法人の種別
取引の概要

Director Masaru Saito 代表取締役社長 北村　俊昭 代表取締役社長 北村  俊昭 Director 轟木　俊男

Director Ryuhei Arimoto 取締役 金原　靖久 代表取締役 黒田　直樹

Director Masayuki Moroi 代表取締役 椙岡  雅俊 Director 宮本　修平

Director Masaki Kitamura 取締役 倉科　昭彦 専務取締役 佐野　正治 Director 渡辺　寛

Director Akira Konuma 取締役 髙橋　史朗 常務取締役 菅谷　俊一郎 Director 内村　泰三

取締役 増井　泰裕 常務取締役 村山  昌博

取締役 辻　喜弘 常務取締役 田中  渡 Director 山田　壮平

常務取締役 谷川　定文

常勤監査役 西野　豊 常務取締役 川野　憲二

監査役 髙倉　昌孝 取締役 佐藤　克典

監査役 下村　恒一

監査役 吉田　裕

監査役 髙井　義嗣

監査役 戸恒　東人

INPEX Gulf of Mexico Co., Ltd.

（元石油公団　次長兼調査役）

（元石油公団　課長）

Diamond Resources Exmouth Pty. Ltd  グリーンランド石油開発株式会社

関連会社関連会社 関連会社
石油等の探鉱のための出資石油等の探鉱のための出資 石油等の探鉱のための出資

役員一覧

関連会社
石油等の探鉱のための出資

（元石油公団　調査役）

（現石油天然ガス・金属鉱物資源機構　理事）

 インペックスババルスラル石油株式会社

（元石油公団　課長）



名称

法人の種別
取引の概要

Chairman, Director 宮本　修平 代表取締役社長 大塚　英俊 代表取締役社長 渡辺　悟 代表取締役社長 長崎　正

President, Director 反町　省司 取締役会長 森　和之 代表取締役専務 大西　敬文 専務取締役 杉山  公一

Vice President, Director 荻原　正樹 取締役 河野　晃 取締役総括部長 古城戸　隆一

Director 渡辺　寛 取締役 小沼　可幸 取締役 金　涇準 取締役経理部長 池田　俊明

Director 内村　泰三 取締役 小泉　俊章 取締役 白木　郁 取締役業務部長 堀野　勝喜

取締役 可児　行夫 取締役 玉森　幹尚 取締役安全防災部長 伊藤　裕之

Director 丹下　誓 取締役 明吉　研二 取締役 馬場　稔温 取締役北海道事業所長 田村　茂

常勤監査役 古松　義孝 取締役 本間　潔

監査役 四津　純 監査役 小林　正幸 取締役 小林　正幸

監査役 日野　晋吾 取締役 武　健太郎

取締役 馬場　稔温

取締役 玉森　幹尚

常勤監査役 和久田　淳

監査役 嶋田　誠

監査役 水井　利行

関係会社

INPEX Gas British Columbia Ltd.  パンパシフィックエネルギー株式会社

関連会社

役員一覧

（現石油天然ガス・金属鉱物資源機構　部長）

（元石油天然ガス・金属鉱物資源機構　理事）

（元石油公団　次長兼調査役）

 新潟石油共同備蓄株式会社

石油備蓄施設整備のための出資

関連会社 関連会社
石油備蓄施設整備のための出融資石油等の採取のための出資 石油等の採取のための出資

北海道石油共同備蓄株式会社



名称

法人の種別
取引の概要

代表取締役社長 金子  均 代表取締役社長 西田　享平 代表取締役社長 工藤　壽美生 President, Director 上出　克一

代表取締役常務 田渕  範夫 常務取締役業務部長 市村　文孝 取締役 後藤　博文 Vice President, Director 平石　幸雄

常務取締役 山本  敏明 取締役総務部長 小林　勉 取締役 前田　敏明 Secretary 井野　大地

取締役業務統括部長 前沢  英治 取締役鹿島事業所長 森　昭三 監査役 橋本　卓佳

取締役大分事業所長 大西  真也 取締役 谷本　光博

取締役 富田　浩史 常勤監査役 篠田　優

取締役 増田　吉宏 監査役 増田　吉宏

取締役 今中　泰雅 監査役 宮岡　克司

常勤監査役 吉田　隆

監査役 森井  正佳

監査役 宮岡　克司

プラットリーフPGM鉱床の権益取得を目的とした出資

関連会社関連会社 関連会社
ニッケル鉱床の探鉱のための出資

ITC Platinum Development Ltd.

役員一覧

石油ガス備蓄施設整備のための出資

住鉱ソロモン探鉱株式会社

関係法人
石油ガス備蓄施設整備のための出資

大分液化ガス共同備蓄株式会社 鹿島液化ガス共同備蓄株式会社



名称

法人の種別

取引の概要

代表取締役 塩田　和良 代表理事会長 寒河井　正 理事長 岡田　昌徳

取締役 榮　敏治 代表理事理事長 鈴木　孔 専務理事 青木　信也

取締役 奥村　彰規 理事 納　 　篤

取締役 鈴木　彰 理事 藤沢　靖士

取締役 上田　洋輔 理事 田中　進 理事 後根　則文

取締役 大倉  努 理事 白川　真司 理事 白井　政幸

監査役 真鍋　佳樹 理事 吉井　薫 理事 須山　俊明

理事 秋庭　英人 理事 平林　豊

理事 藤原　真一

理事 守屋　成博 理事 増田　勝彦

理事 関　美知夫 理事 松永　潤

理事 佐藤　弘志 理事 吉岡　正親

理事 田代　夏夫 監事 高田　優

理事 小畑　要文 監事 日高　俊信

理事 村地　洋二

理事 井上　久隆

監事 村山　昌博

監事 前田  忠昭

調査業務の委託等

稼働中の鉱山権益の確保を目的として設立され
た日伯ニオブ(株）に対する出資及び同社の市中
銀行からの借入れの一部に対する債務保証 機構の海外地質評価等業務の委託及び補助金の交付

関係法人

日伯ニオブ株式会社
一般財団法人

石油開発情報センター

関連公益法人

役員一覧

（元石油天然ガス・金属鉱物資源機構　部長）

一般財団法人
国際鉱物資源開発協力協会

（元石油天然ガス・金属鉱物資源機構　理事）

（現石油天然ガス・金属鉱物資源機構　部長）

関連公益法人


