
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27年度）

名称

法人の種別

取引の概要

代表取締役社長 中川　勝弘 代表取締役社長 明吉　研二 取締役社長 島田　和明 Director 坂上　尚

取締役 上野　英一 取締役 河村　信行 Director 霜鳥　洋

取締役 堀口　泰郎 取締役 市川　真

監査役 江島　賢一 取締役 後根　則文

取締役 鈴木　幸一 取締役 岩坪　雅俊

取締役 関口　明

監査役 黒木　啓介 取締役 村上　健一

取締役 川越　美一

取締役 宮脇　伸賢

取締役 岩野　宏

監査役 茂住　洋史

監査役 小出　啓一

ケージーウィリアガール
石油開発株式会社

日本北イルクーツク
石油株式会社

深海資源開発株式会社
Japan Australia Rare

Earths B.V.

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
海外地質構造調査を円滑に実施するた

めに設立
鉱物資源探鉱のための出資 Lynasへの出融資資金として出資

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　特命調査役）

(現石油天然ガス・金属鉱物資源機構　理事長）

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



名称

法人の種別

取引の概要

代表取締役社長 廣川　詳二 代表取締役社長 北村  俊昭 代表取締役社長 宮本　修平 代表取締役社長 菅谷  俊一郎

取締役 田辺　明生 代表取締役 黒田　直樹 取締役 村山  昌博 代表取締役 村山  昌博

専務取締役 佐野　正治 取締役 三宅　金吉 取締役 太田　博久

取締役 山田　哲也 常務取締役 村山  昌博 取締役 川原　博司 取締役 河合  肇

取締役 川崎　厚 常務取締役 田中  渡 監査役 吉田　裕

常務取締役 金原　靖久 監査役 蛭子　貴裕 取締役 朝山　肇

（元石油公団　調査役） 監査役 角谷　講治 常務監査役　社外監査役 吉田　裕

取締役 古矢　昌之

取締役 塚田　邦治

取締役（非常勤） 三家　茂

取締役（非常勤） 津留埼　真

監査役（常勤） 吉田　裕

監査役（非常勤） 山本　一雄

監査役（非常勤） 角谷　講治

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

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
石油等の探鉱のための出資

関連会社 関連会社 関連会社 関連会社

役員一覧

（元石油公団　調査役補佐）

（元石油公団　調査役）



名称

法人の種別

取引の概要

代表取締役社長 中川　勝弘 代表取締役社長 和佐田　演愼 取締役社長（代表取締役） 日高　光雄 取締役社長（代表取締役） 日高　光雄

取締役 西村　智昌 常務取締役（代表取締役） 村地　洋二 常務取締役（代表取締役） 村地　洋二

取締役 正木　信 取締役 大町　章 取締役 仲　俊行 取締役 仲　俊行

取締役 堀口　泰郎 取締役 正木　信 取締役 佐藤　智明 取締役 佐藤　智明

取締役 井上　裕 監査役 楜澤　良和 監査役 秋川　健次 監査役 秋川　健次

取締役 中島　敬信 監査役 中島　祐二

監査役 上野　英一

役員一覧

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 石油等の探鉱のための出資

関連会社 関連会社 関連会社 関連会社

ケージーベラウ
石油開発株式会社

日石ベラウ
石油開発株式会社

モエコ南西ベトナム
石油株式会社

モエコベトナム
石油株式会社

(元石油天然ガス・金属鉱物資源機構　理事）



名称

法人の種別

取引の概要

Director 村山  昌博 Director 武藤　喜一郎 Managing Director 野崎　元靖 Director and President Nobuo Ishii

Director 田中  渡 Director 野村　智範 Director 丸山　泰央 Director Yasutomo Fujii

Director 金原　靖久 Director 今福　浩史 Director Toshiyuki Naka

Director 山口　賢一郎 Secretary Junishi Nakazato

Director 塚田　邦治 Director 滝島　雅之

Director 増田　孝

Director 冨田　貴史

関連会社 関連会社 関連会社 関連会社

INPEX UK LIMITED
Mitsui E&P Ghana Keta

Limited
Mitsui E&P Mozambique

Area 1 Limited
MOEX Gulf of Mexico

Corporation

（元石油公団　調査役）

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 石油等の探鉱のための出資



名称

法人の種別

取引の概要

取締役社長（代表取締役） 片柳　公男 清算人 前田　晴夫 代表取締役社長 和佐田　演愼 代表取締役社長 宮本　修平

取締役 平塚　隆明 監査役 中村　友成 取締役 村山　昌博

取締役 西　克司 取締役 大町　章 取締役 石原　淳一

常勤監査役 鬼頭　純平 取締役 正木　信 取締役 三宅　啓司

監査役 馬場　重夫 取締役クアラルンプール事務所長 辰巳　久雄 監査役 上田  向祥

監査役 滝　健一 監査役 楜澤　良和

監査役 中島　祐二

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

帝石スリナム
石油株式会社

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 石油等の探鉱のための出資

関連会社 関連会社 関連会社 関連会社

(元石油天然ガス・金属鉱物資源機構　理事）

（元石油公団　部長）



名称

法人の種別

取引の概要

代表取締役社長 和佐田　演愼 取締役社長（代表取締役） 村地　洋二 代表取締役社長 川野　憲二 取締役社長（代表取締役） 田辺　明生

取締役 福田　順一 取締役 村山　昌博 取締役 田中　淳善

取締役 大町　章 取締役 石内　亮 取締役 木村　裕美 取締役 金原　靖久

取締役 正木　信 監査役 秋川　健次 取締役 井野　憲季

取締役 三家　茂 監査役 吉田　裕 取締役 佐藤　克典

取締役 川野　憲二

監査役 楜澤　良和 取締役 佐々木　哲

監査役 中島　祐二

監査役 津田　昇

マーレイ石油株式会社
モエコ・ソンホン

石油株式会社
日本南サハ石油株式会社

インペックス南西サバ沖
石油株式会社

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 石油等の探鉱のための出資

役員一覧

関連会社 関連会社 関連会社

(元石油天然ガス・金属鉱物資源機構　理事）

（元石油公団　調査役）

（元石油公団　課長）

(現石油天然ガス・金属鉱物資源機構　調査役）



名称

法人の種別

取引の概要

Director 平原　章吾 代表取締役社長 宮本　修平 代表取締役社長 和佐田　演愼 Chief Executive Officer 塩﨑　英輔

Director 岡本　和男 取締役 村山  昌博 Managing Director,General Manager 内村　雄介

取締役 石原　淳一 取締役 大町　章

取締役 高島　司 取締役 正木　信

監査役 吉田　裕 Senior Legal Advisor Adam Howard

Idemitsu E&P Shetland
Ltd.

関連会社 関連会社

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.

MPDC NGUMA LIMITED

役員一覧

(元石油天然ガス・金属鉱物資源機構　理事）

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 石油等の探鉱のための出資

関連会社 関連会社



名称

法人の種別

取引の概要

代表取締役社長 和佐田　演愼 代表取締役社長 川野　憲二 代表取締役社長 宮本　修平 代表取締役社長 宮本　修平

取締役 村山　昌博 取締役 村山  昌博 取締役 村山　昌博

取締役 大町　章 取締役 木村　裕美 取締役 石原　淳一 取締役 津留崎　真

取締役 正木　信 取締役 井野　憲季 取締役 三宅　啓司 取締役 藤原　正樹

監査役 楜澤　良和 監査役 吉田　裕 監査役 西野　豊 監査役 吉田　裕

監査役 中島　祐二 監査役 松井　俊明

役員一覧

関連会社

新日石クーロン
石油開発株式会社

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
インペックス北西サバ沖

石油開発株式会社

関連会社

石油等の採取のための出資

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 石油等の採取のための出資

(元石油天然ガス・金属鉱物資源機構　理事）



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 和佐田　演愼 Executive Director 飯野　芳則 取締役社長（代表取締役） 村地　洋二

取締役 中山　一夫 Managing Director 和佐田　演愼 取締役 植村　典広

取締役 乙部　浩二 取締役 大町　章 取締役 沖　俊行

監査役 井本　友文 取締役 正木　信 Director 正木　信 監査役 秋川　健次

監査役 鈴村　博志 取締役 近藤　秀夫 Director 大町　章

監査役 佐藤　弘 監査役 楜澤　良和

監査役 中島　祐二

JAPAN ENERGY E&P
AUSTRALIA PTY LTD

モエコツナ石油株式会社
株式会社ジャペックス

ガラフ

(元石油天然ガス・金属鉱物資源機構　理事）

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

JX日鉱日石サラワク陸上
石油開発株式会社

関連会社 関連会社関連会社

石油等の採取のための出資

(元石油天然ガス・金属鉱物資源機構　理事）

役員一覧



名称

法人の種別

取引の概要

Director 藤原　正樹 代表取締役社長 金原　靖久 代表取締役社長 川野　憲二 代表取締役 久能木　慎穂

Director 原　禎 取締役 村山  昌博 取締役 和田　浩一

Director 岡田　晴信 代表取締役副社長 辻　喜弘 取締役 木村　裕美 取締役 河野　晃

Director 西島　尚志 取締役 井野　憲季 取締役 加藤　毅

取締役 村山　昌博 監査役 西野　豊 取締役 中村　直

取締役 山崎　佳彦 取締役 西澤　仁

取締役 増井　泰裕 取締役 明吉　研二

監査役 西野　豊

監査役 髙倉　昌孝 監査役 四津　純

監査役 下村　恒一

（元石油公団　調査役）

(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　理事）

役員一覧

グリーンランド石油開発
株式会社

インペックスババルスラル
石油株式会社

パンパシフィック
エネルギー株式会社

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 石油等の採取のための出資

Diamond Resources Exmouth
Pty. Ltd

関連会社

石油等の探鉱のための出資



名称

法人の種別

取引の概要

President 轟木　俊男 Director & Chairman 宮本　修平 代表取締役社長 宮本　修平 代表取締役社長 三家　茂

Director & President 反町　省司 取締役 村山　昌博 取締役 武村　貢

Director 宮本　修平  Director & Vice President 荻原　正樹 取締役 石原　淳一 取締役 国安　稔

Director 石原　淳一 Director 石原　淳一 取締役 高島　司 監査役 田中　次郎

Director 三宅　金吉 Director 野尻　渉 監査役 西野　豊

Director 多田　英明 Director 丹下　誓

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　課長）

株式会社ジャペックス
West Natune

石油等の探鉱のための出資石油等の採取のための出資 石油等の探鉱のための出資

INPEX Gas British
Columbia Ltd.

インペックスモザンビーク
石油株式会社

役員一覧

INPEX Gulf of Mexico Co.,
Ltd.

関連会社



名称

法人の種別

取引の概要

Director 和田　浩一 Director / Chairman 渡辺　修 代表取締役 工藤　壽美生 President, Director 猪股　淳

Director 羽場　広樹 Director / President / CEO 増井　泰裕 取締役 後藤　博文 Vice President, Director 井上　大輔

Director 近藤　祥太 Director 満田　信一 取締役 関根　亮太 Secretary 松尾　敏宏

Director Patrick Maguire Director 平田　敏幸 監査役 三宅　泰弘

Shale Gas Investment
Canada Ltd.

関連会社

石油等の採取のための出資

住鉱ソロモン探鉱株式会社

関連会社

ニッケル鉱床の探鉱のための出資

役員一覧

JAPEX Montney Ltd.

関連会社

石油等の採取のための出資

ITC Platinum Development
Ltd.

関連会社
プラットリーフＰＧＭ鉱床の権益取得を目的として出資



名称

法人の種別

取引の概要

代表取締役 沖村　充則 代表取締役 須山　俊明 取締役会長 三宅　俊作 取締役会長 三宅　俊作

取締役 徳元　克好 代表取締役社長 中田　賢明 代表取締役社長 和佐田　演愼

取締役 青木　泰 取締役 大町　章

取締役 網田　敦一 取締役 山﨑　佳彦 取締役 大町　章

取締役 千葉　徹馬 取締役ドーハ事務所長 小寺　保彦 取締役 正木　信

取締役 小林　共生 監査役 楜澤　良和 取締役クアラルンプール事務所長 辰巳　久雄

監査役 星　  俊次 監査役 中島　祐二 監査役 楜澤　良和

監査役 中島　祐二

役員一覧

（元石油天然ガス・金属鉱物資源機構　理事）

関連会社
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

日伯ニオブ株式会社
JXサバ深海

石油開発株式会社

関連会社

石油等の採取のための出資

DMMパルマー株式会社
JXカタール

石油開発株式会社

関連会社 関連会社

亜鉛鉱床の探鉱のための出資 可燃性天然ガスの探鉱のための出資



名称

法人の種別

取引の概要

Director 田中　弘樹 Managing Director 中山　一夫 代表取締役社長 古城戸　隆一 代表取締役社長 大沼　義明

Director 上田　庸介 Director 乙部　浩二 代表取締役専務 菊岡　栄次 専務取締役 日向　直之

Director 藤井　洋 Director 吉田　宏生 取締役総括部長 今井　隆介

取締役 坂本　光一郎 取締役経理部長 池田　俊明

取締役 白木　郁 取締役業務部長 佐々木　高志

取締役 丹羽　利夫 取締役安全防災部長 伊藤　裕之

取締役 山田　茂 取締役北海道事業所長 半沢　和明

常勤監査役 古松　義孝 取締役 松尾　一郎

監査役 伊藤　宏和 取締役 飯田　聡　

監査役 日野　晋吾 取締役 西前　隆久

取締役 山田　茂

取締役 丹羽　利夫

監査役 岩崎　英也

監査役 伊藤　宏和

監査役 水井　利行

北海道石油共同備蓄
株式会社

新潟石油共同備蓄株式会社
JAPEX UK E&P CENTRAL

LIMITED
JODCO Onshore Limited

石油備蓄施設整備のための出資石油等の採取のための出資 石油等の探鉱のための出資 石油備蓄施設整備のための出融資

役員一覧

関連会社

（元石油天然ガス・金属鉱物資源機構　理事）

関連会社関連会社関連会社



名称

法人の種別

取引の概要

代表取締役社長 生野　隆士 代表取締役社長 西田　享平 代表理事会長 藤田　文萌 会長 家守　伸正

代表取締役常務 小林　勉 取締役総務部長 執行　勉 専務理事 田邊　利男

常務取締役 山本  敏明 取締役鹿島事業所長 栗田　敏史 代表理事理事長 鈴木　孔 理事 納　 　篤

取締役業務統括部長 安達　一登 取締役 舟木　隆

取締役大分事業所長 武者　浩 常勤監査役 篠田　優 理事 藤沢　靖士 理事 小澤　教良

取締役 奈良　茂樹 監査役 河野　順 理事 有川　浩 理事 鴨尾　秀範

取締役 近谷　尚志 理事 白川　真司 理事 齋藤　雅典

取締役 中田　健志 理事 浅井　信司 理事 須山　俊明

監査役 榎本　幸司 理事 横井　研一 理事 谷水　一雄

監査役 河野　順 理事 松永　潤

理事 守屋　成博 理事 村山　誠一

理事 鈴江　英治 理事 山中　和彦

理事 佐藤　弘志 理事 吉岡　正親

理事 田代　夏夫 監事 亀井　隆徳

理事 島田　正雄 監事 本郷　祥介

理事 村地　洋二

理事 井上　久隆

監事 村山　昌博

監事 山下　通郎

石油ガス備蓄施設整備のための出資

（元石油天然ガス・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　特別顧問）

（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）

石油ガス備蓄施設整備のための出資
機構の海外地質評価等業務の委託及び

補助金の交付
調査業務の委託等

役員一覧

関連会社 関連会社

大分液化ガス共同備蓄
 株式会社

関連公益法人 関連公益法人

鹿島液化ガス共同備蓄
株式会社

一般財団法人
石油開発情報センター

一般財団法人
国際資源開発研修センター



名称

法人の種別

取引の概要

会長（代表理事） 奥田　碩

理事長（代表理事） 松永　和夫

代表専務理事（代表理事弘田　精二

常務理事（業務執行理事） 中西　昭夫

理事 関　忠行

理事 伊澤　正

理事 石飛　修

理事 植田　真五

理事 三輪　正浩

理事 吉田　明朗

理事 吉川　惠章

監事 古川　英一

監事 萩平　博文

役員一覧

一般財団法人
中東協力センター

関連公益法人

中東産油国向け産業協力業務の委託


