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テクノフォーラムの様子を動画で配信しています

YouTube内の
JOGMEC公式チャンネル

PCでも
スマホでも

閲覧可能

JOGMEC NEWSでは、本誌と連動させた動画を毎号制作
し、YouTubeの専用ページで配信しています。ここでは、制
作した動画について簡単にご紹介。ぜひ一度、ご覧ください。

最新の動画以外にも、過去のアーカイ
ブなどをご覧になれます

最新動画は下記のURLまたは右のQRコードからアクセス
URL:https://www.youtube.com/user/JOGMECchannel

JOGMEC Techno Forum 2015

JOGMECの活動を紹介する場とし
て、YouTubeに公式ページを開設し
ています。本誌連動企画のほか、世
界中で活躍する職員のインタビュー
動画なども掲載されているので、ぜ
ひチェックしてみてください。

　本誌でも取り上げたテクノフォーラム。今回は、大盛況に終

わったこのイベントを動画で紹介しています。注目を集めた講

演や、日本の先端技術が集結した企業展示、JOGMECの活

動を紹介したポスター展など、活気あふれる会場の様子をお

伝えします。特に、ロボット技術を実演している映像は一見の

価値アリ。日本のお家芸とも言えるハイエンド技術の最新動

向を、垣間見ることができるでしょう。



講師

銅
鉛ニッケル

いたる所で使われる
汎用性の高い金属

亜
鉛

車や建材の錆を防ぐ
代表的なめっき材

食器から建材まで
用途の広いステンレスの材料 自動車用バッテリーに

不可欠な金属

ベースメタルとは？そもそも……

加工が容易で、導電性に
優れるなどさまざまな特
長を持つ金属。1軒の家
に100キログラムも使わ
れていると言われる。生
産される銅の多くが電線
などに加工され、自動車
や電化製品に使われる

調査部金属資源調査課長とし
て、日々ベースメタルの需給動
向を追う。講演やセミナーも積
極的に行い、金属資源の安定
供給に必要な取り組みや政策
について模索する

名前は知っていても、普段、直
接目にすることの少ない鉛。
実は、自動車用バッテリーに
使われている。自動車産業が
発達した日本にとって、欠かす
ことのできない重要な金属だ

めっきすることで、対
象の金属に防錆性能
を付与するのがこの
亜鉛。自動車や建築
物に使われる鋼板や
鋼材の多くは、亜鉛
によるめっきが施され
ており、さまざまな産
業を下支えしている

日常、目にすることの多いステンレ
スの材料となるニッケル。腐食と
酸化に耐性があることと見た目の
美しさから、食器やコイン、建築材
料にいたるまで広く使われる。今
の社会になくてはならない金属だ

JOGMEC
調査部　金属資源調査課長

関本真紀

講師

中南米とアフリカ地域を中
心に、銅の価格動向を日々
チェック。そこで得た情報
を分析・解析し、機構内外
に提供していく

小嶋吉広
JOGMEC
調査部　金属資源調査課長代理

産出量が多く、現代社会の中で大量に使われている金属を総称して
「ベースメタル」と呼ぶ。本来は鉄や錫、アルミニウムが含まれるが、
ここでは以下4つの非鉄金属を取り上げることとする。

ベースメタル
資源ニュースを読み解く

日々流れる数々のニュース。その中には、ベースメタルに関わるものも少なくない。
しかし、それらをきちんと理解するには、金属資源市場のしくみを理解することが必要だ。
そこで本特集では、金属資源のプロとも言える調査部の2名に、ベースメタル経済学を解説してもらった。



　金属は複数の工程を経て、ようやく製品となる。その出

発点が“鉱石”だ。

　鉱石とは、特定の有用鉱物を多く含んだ岩石のこと。た

とえば銅を多く含んでいれば「銅鉱石」、ニッケルを多く含

んでいれば「ニッケル鉱石」と呼ばれる。ただし、この鉱石

には複数の金属のほか、不純物も含まれている。そのため、

たとえば「銅鉱石」と呼ばれていても、銅の品位はたったの

鉱石から地金までの過程で
品位は約1,000倍へ

0.1～2パーセント程度。ここから必要な金属だけを分離し、

濃縮することで、純度の高い金属が作られるというわけだ。

　この鉱石を掘り起こす鉱床は、地質調査などを経て、経

済性や安全性の面で問題がないとみなされると、採掘が開

始される。大規模な採掘場では、露天掘りにより、1日に10

万トン以上もの鉱石がパワーショベルなどで掘られていく。

　採掘された鉱石が運ばれるのは、選鉱場と呼ばれる施

設。ここでは直径10～ 50センチ程度の鉱石を直径数十ミ

クロンまで細かくすりつぶし、比重や磁力などの物理的性

質を利用し、有用鉱物を取り出していく。この工程は“選鉱”

と呼ばれ、分離・濃縮された“精鉱”は、銅なら20～35パー

セントの品位まで高められる。一方、不純物（尾鉱）は“シッ

クナー”と呼ばれる水槽で水分を抜いた後、“たい積場”で

貯蔵される。

金属の生産プロセス（銅の場合）▶

ベースメタル

金属ができるまで1限目知ってるようで知らない

金属ができるまで

　その後、精鉱はさらに製錬所に輸送される。製錬所では、

精鉱を炉で溶かし、金属を抽出。銅の場合、20～ 35パー

セントの品位だった精鉱から、99.99パーセント程度にま

で品位を高めた銅地金が作られる。出発点となる鉱石の品

位と比べると、最大約1,000倍にまで濃縮される計算だ。

こうしてできた地金は各企業により各種製品に加工され、

我々の生活を豊かにしてくれている。

金属は鉱石から製品になるまでに何段階もの
ステップを踏む必要がある。1限目は、鉱山で
の採掘から品位（含有量）99.99パーセント
以上の地金になるまでの過程を見ていこう。

採掘
鉱山から鉱石を掘り起こす

状態：鉱石　品位：0.1～2%

　鉱山から鉱石を掘り出す
“採掘”。鉱石には利用価値の
ある有用鉱物と、それ以外の
非有用鉱物が含まれ、銅鉱石
の場合、銅の含有量はたった
0.1～ 2％。効率や経済性に見
合った採掘法が選定される。

選鉱
鉱石から金属を分離

状態：精鉱　品位：20～35%

　鉱石から有用鉱物を抽出す
る“選鉱”。選鉱による生産
物のことを“精鉱”という。銅
の選鉱場では銅鉱石を細かい
粉にし、銅を含む鉱物を分離・
濃縮。結果、銅精鉱の銅の品
位は20～35％に。

製錬
金属部分を凝縮して地金をつくる

状態：地金　品位：99.99%

　製錬所では、精鉱を炉で溶
かし、不純物を取り除いて金属
を抽出する。この工程を“製
錬”と呼び、抽出物は“地金”
と呼ばれる。地金の品位は製錬
所により異なるが、銅の場合、
一般的な基準は99.99％だ。

加工
地金からさまざまな製品へ加工される

　地金は加工会社やメーカー
によって製品に加工される。
2011年のデータによると、日
本では銅の場合、約6割が電
線、約3割があらゆる産業で
不可欠な、伸銅品に加工され
ている。

輸送
鉱石や精鉱を製錬所などに運ぶ

　精鉱はさらに不純物を取り除
き、品位を高めるため、製錬所に
輸送される。輸送手段は主に、陸
上ではトラックや鉄道、パイプラ
イン。海上では専用船がある。輸
送にかかる時間や距離が短いほ
ど、価格面で優位性がでる。

　金属の生産には鉱山開発から加工まで多くの
工程がありますが、上流から関わるほど資源の
安定確保につながるとともに、企業の経営基盤
を支えることにもなります。たとえば日本の製
錬業は、輸出国が原料の輸出をストップしたら
生産できません。そのため、日本政府が進める
「海外での鉱山権益の獲得」が重要なのです。
本邦企業の権益取得という報道は、日本経済の
基盤強化がさらに進んだと理解できるでしょう。

上流から関わるほど
安定供給につながる

ニュースの
読み解き



価格（USドル/t）

現物価格
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世界金融危機

欧州債務危機

ギリシャ財政懸念

銅価格とLME在庫量推移▶

インフラ整備が続く中
国では、銅やニッケルを
はじめとするベースメタ
ルが大量に消費されて
いる。インド、東南アジ
アを含め、今後も東ア
ジアが世界の需要の中
心になっていくだろう

LMEで取引される金
属は、それぞれ品位が
厳しく決められてい
る。この品位を下回る
ものは、LMEで取引
することはできない

LMEで取引される主な金属と仕様▶

鉱種 取引仕様

銅

鉛

亜鉛

ニッケル

錫

アルミニウム
新地金

モリブデン

コバルト

すず

LME基準（99.99%以上）相当品

99.97%以上

99.995%以上

99.8%以上

99.85%以上

アルミニウム99.7%以上、
鉄0.2%以下、ケイ素0.1%以下

57～ 63%

99.30%以上

ベースメタル

価格決定のしくみ2限目誰がどう決めている？

金属価格決定の
メカニズム
日々変動するベースメタルの価格。一体誰がどのように決めているのだろう？
2限目は価格決定のしくみについて解説していく。

金属価格を発表するのは
LMEと呼ばれる取引所

　このところの中国景気減速に伴い、資源価格の下落が

続いている。それは当然、ベースメタルも例外ではない。

しかし、新聞などで取り上げられるベースメタルの価格

は、どのように決められているのか、知らない人も多いの

ではないだろうか？ その鍵となるのが、ロンドン金属取

引所（LME＝London Metal Exchange）だ。

　LMEは世界最大規模の金属専門の取引所。18世紀後

半の産業革命で製造業が急成長したのに伴い、1877年

にロンドンで設立された。扱う金属は主に銅、鉛、亜鉛、

ニッケル、錫、アルミニウムで、2010年からはレアメタル

の一種であるモリブデンやコバルトも扱っている。

　このLMEでは、毎日“リング”と呼ばれる伝統的な立

会場でリングメンバー（正式会員）が集まり、金属ごとに、

決められた時間に公式取引を行う。午前、午後、それぞ

れ2回ずつの計4回。それに加えて、リング外で電話を

使って行われる「カーブ取引」もある。これらのうち、午

前の 2回目に行われる公式取引を「前場セカンドリング」

と呼び、そのキャッシュセトルメント価格が「その日の公

式価格」として発表される。これが、ニュースや新聞で取

り上げられるLME価格の正体だ（ただし、最もアクティ

ブにトレードされているのは、その日から3カ月先の引き

渡しを期限とした「3カ月物」と呼ばれる取引である）。

　しかしながら、世の中の現物取引は、このLME価格が

そのまま適用されている訳ではない。基本的に取引を行

う者同士の間には、荷揚げする港によってCIF（Cost, 

Insurance and Freight：海上保険料及び海上運賃を含

む価格）プレミアムというものが加算される。これは地域

ごとの需給や細かな取引条件などにより相対で決定さ

れ、スポット市場や四半期、年間契約で価格が設定され

LME価格の推移を見ると、世
界経済の動向に強く影響され
ていることがわかる。今後、中
国経済による世界経済への影
響が懸念材料であり、ますます
中国の動向から目が離せない

る。また、純度や規格の違う準規格商品を扱う場合は、

相対取引で加減される。

　なお、LMEでは「LME登録ブランド」の認定を行って

おり、その認定を受けた商品のみを取引対象としてい

る。それ以外の規格外商品は決済や現物の受け渡し

の対象外となる。

　このように、マーケットの基準となる金属価格を発表

するLMEだが、ここ数年、世界中の銅の約半分が中国で

使われるなど、取引の中心がアジア圏に移っている。こう

した時代の潮流を反映し、2012年には香港取引所が約

1,830億円でLMEを買収、傘下に収めるという大きな変

化も起こり始めている。結果、それまで英ポンド、米ドル、

ユーロ、日本円だけだった取引通貨に人民元が導入され

るなど、アジア色が確実に強まっているのだ。

　リングメンバーには2015年11月現在、世界中の商社

や金融機関などの9社が名を連ねており、日本の商社の

子会社も参加している。

　LMEにおける基本的な価格の変動要因は、需要と供

給のバランスだ。それに加えて、ファンド資金の流入がさ

らに価格の変動性を高めている。たとえば、中国経済が

急成長を始めた2004年辺りからは、中国における銅の

需要が急増し、銅のLME価格は高騰。また2008年に発

生した世界金融危機の際には、需要が激減したため価格

が暴落するという具合だ。今後は特に、ベースメタルの主

要消費国である中国の経済動向が金属価格に大きく影

響を与えると予想されている。

需給のバランスを反映する
LMEの公式価格

出典：London Metal Exchange

　2008年の世界金融危機、2010
年のギリシャ財政懸念、そして欧
州債務危機と、世界で金融危機
が発生するたびに金属価格は下
落しています。特に今後は、中国
など新興国や途上国の影響が強
くなると予想されるため、こうした
国々の経済状況もウォッチしてい
く必要があります。

今後の金属価格を占うには
各国の景気動向にも注目

ニュースの
読み解き



資源の安定供給を阻む

3大リスク
需給バランスを左右する
注目すべき3つのリスク

　金属価格は上がりすぎも下がりすぎもよくな

い。需要家にとって、価格の安定が重要だ。

　金属価格は基本的に、需給バランスによって決

まる。今年に入り、中国経済の急成長にかげりが

見え始めたことで、金属資源の需要拡大ペース

が鈍り、金属価格は軒並み下落。これはシンプル

な例だが、多くのプレイヤーが関わるためさまざ

まな要因が絡み合い、需給バランスを左右する。

　中でも注目すべき安定供給上のリスクは3つ。

資源ナショナリズム、資源の偏在性、そして、資

源メジャーの寡占化だ。資源ナショナリズムと

は、資源保有国が自国資源の管理を強化する動

きのことで、資源国によって方法や手段は異な

る。かつては鉱山企業の国有化が主であったが、

鉱山経営には特殊なノウハウが必要なことから

外資開放が進み、近年は外資系企業との利益や

生産物の分配方法に重点が置かれるようになっ

た。具体的には外資系企業による鉱山開発の権

益制限や輸出税の引き上げ、鉱山税の導入など

が増加。それに伴い、生産コストの増加や生産

量の減少が起きている。次に、資源の偏在性。

鉱種によって生産国が限られ、供給国を多様化

できない。加えて、近年の開発費の増加や金属

価格の大幅な変動に対処するため資源メジャー

のM&Aによる寡占化が進み、特定企業の価格

交渉力が高まっている。

　金属資源のほぼ全量を輸入に頼っている日本。2010年に
起こった中国の輸出制限によるレアアースの急騰は記憶に新
しいが、それはベースメタルにおいても同様だ。たとえば
2014年1月、インドネシアが自国産業の育成を目的にニッケル
鉱石をはじめとした鉱物の輸出禁止に踏み切った。ニッケル
が世界規模で供給不足に陥り、一時、価格の急騰が発生した。
　これまで、途上国が保有している資源は、外国資本や国際
資本によって開発されるケースが多かった。それに対し、イン
ドネシアのニッケルの例のように、資源国が自国に存在する資
源を自国で管理、開発しようという動きが強まっている。これ
が「資源ナショナリズム」だ。
　資源ナショナリズムは自国での資源消費のほか、ロイヤル
ティや税の引き上げ、資源国内での加工義務化などがあり、
時には鉱山の国有化なども起こりうる。それを回避するために
は、資源国との良好な関係構築が必要だ。

　ベースメタルの鉱床の形成は、地球の歴
史と深く関わっている。そのためどこにで
も均一にあるわけではなく、特定の場所に
偏在している特徴がある。たとえば、銅鉱
床は環太平洋地域に広く分布。特に南米
チリには大規模鉱床があり、世界的な供
給源でもある。鉛と亜鉛は同じ鉱床から産
出されることが多い金属。偏在性は低い

ベースメタルの主な産出国（2014）▶

　鉱山開発は長年にわたり、資源メジャーと呼ばれる巨大企業が主に担って
きた。資源メジャーの特徴は、鉱石の大規模な採掘から製錬、製品化までの
権益を押さえ、世界規模かつ多国籍で事業を展開している点にある。最近は、
近年の金属価格の高騰に伴い、M&Aによる寡占化が進行。その結果、さらに
少数の資源メジャーが価格交渉力を急速に高める傾向にある。行きすぎた寡
占化は市場への影響力が強くなりすぎるため、競争を阻害する恐れがある。

●資源国の方針で鉱山の国有化も

●採れる国が限られる金属資源

●価格交渉力を高める少数企業

ニュースの
読み解き

供給量の減少は
資源価格の上昇に

資源ナショナリズム
偏在性

寡占化

が、採算性などから現在はその多くを中国
が生産する。ニッケルはインドネシアやフィ
リピンが主な供給源だが、インドネシアの
輸出禁止により、最近はフィリピンからの
供給が増加、またマダガスカルでの生産も
拡大している。このように、鉱種により生
産国が限られるため、供給国の多様化が難
しく、常に供給リスクが伴う。

資源価格のしくみがわかったら、
3限目はその変動要因を見ていこう。
資源のほとんどを海外に依存する日本に
大きな打撃を与えかねない
3つのリスクについて解説していく。

資源ナショナリズムの分類▶

権益に対する関与拡大 Billiton（英、1860）社 とBHP（豪、1885）社 が2001年
に合併して設立。2005年にWMC（豪）社を買収し現在
に至る。2015年、非中核事業をSouth32として分社化

BHP Billiton（英豪）

リオドセ（ブラジル、1942）社が2006年にInco（加）社を
買収。2007年に現在の社名に変更

Vale（ブラジル）

1873年設立のRio Tinto社が2007年のAlcan（加）社
の買収を経て現在に至る

Rio Tinto（英）

1917年に南アフリカで設立したAnglo American社が
英国に移転し、現在に至る

Anglo American（英）

進む資源メジャーのM&A▶

・鉱山企業の国有化
・外資の制限
・資源国政府や鉱山公社、現地資本による
プロジェクト権益の取得／権益比率の引き上げ

自国経済への利益拡大
・高付加価値化の義務化
・輸出税や輸出制限の設定／強化

鉱業からの歳入増大
・ロイヤルティの導入、引き上げ
・鉱業税の導入、引き上げ

　最近はファンド資金の動向
も大きな影響を与えますが、
基本的には、需要に対する供
給量の不足が資源価格上昇
の最大の要因です。資源輸
出量の制限などがあったら、
供給量が減る予兆。価格の
高騰が起きる可能性が高くな
ります。資源ナショナリズムは、大きく分けて3つに分類できる。

上から順に資源国の関与が強く、資源国に有利な条件だ。
また、ひとつだけでなく、複数の施策を組み合わせることも

近年、鉱物資源
メジャーのM&A
による寡占化、
多国籍化が進ん
でいる。世界最
大の鉱業会社
BHP Billitonや、
多国籍の鉱業グ
ループであるRio 
Tintoが そ の 典
型例だ

金属資源は偏在性があり、
生産国が偏る特徴がある。
そのため世界に流通する
ベースメタルのうち、約半
分を生産量上位3カ国で
賄っているのが現状だ。し
かもその多くが途上国とい
う点も懸念材料

上位3カ国の
合計シェア

銅 47%

ニッケル 46%

鉛 72%

亜鉛 59%

出典：Mineral Commodity Summaries 2015

ロシアロシア 12%12%

中国中国
39%39%52%52%

フィリピンフィリピン

9%9%
ペルーペルー

7%7%

22%22%

チリチリ 31%31%

9%9%

オーストラリアオーストラリア
11%11%13%13%

7%7%アメリカアメリカ

12%12%

ベースメタル

3大リスク3限目



金属資源の スペシャリストに聞く

資源の乏しい日本 に必要なこととは？
過熱する資源 獲得競争の中で

中長期的な視野に立ち、金属資源の
安定供給の確保に努めることが重要 

小嶋　日本はベースメタルをほぼ全
量輸入に頼っています。ベースメタ

ルは偏在性が高く、途上国で生産さ

れるものもあります。そのため、資源

国の政策や鉱山のストライキなど供

給リスクにさらされる可能性が高く、

いかに安定供給を確保するかが最大

の課題です。加えて、世界全体の金

属資源の需要及び供給に占める中

国の割合の急増に伴い、中国の政策

や景気動向が金属価格を大きく左右

しており、安定供給、安定調達を阻

害する大きな要因になっていますね。

関本　供給リスクを低減するために
は、まずは日本政府が掲げる「自山

鉱比率*」の引き上げが重要です。そ

の点で、2014年7月に始まった南米

チリでの「カセロネス鉱山プロジェク

ト」は大きな成果と言えるでしょう。

これは日本資本100パーセントによ

る海外大型銅鉱山開発案件で、資源

の安定調達に向けて官民が一体と

なって取り組んだ悲願のプロジェク

トです。

小嶋　一方で、石油価格の下落や中

日本では、産業に必要不可欠なベース
今後、日本が資源を安定調達し

2人の金属資源スペ

メタルのほぼ全量を輸入に頼っている。
ていくために、どうすればよいのか。
シャリストに話を聞いた。

JOGMECでは、日々収集する金属資源
の情報を分析し、レポートとして提供して
いる。需要や供給、探鉱、開発に関して、
国別や鉱種別にまとめており、当機構だ
からこそ提供できる情報も数多く揃う。
ぜひ一度ご覧いただき、
有効活用してほしい。

金属資源の最新情報を
国や鉱種別に提供しています

各資源の詳細はこちらから▶

技
術
を
軸
に
資
源
国
と
信
頼
関
係
を

築
い
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん

JOGMEC
調査部　金属資源調査課長

*製錬所原料のうち、自ら鉱山に権益を持ち、調達している原料の割合

関本真紀

JOGMEC
調査部　金属資源調査課長代理

小嶋吉広

今
あ
ら
た
め
て
、

「
ア
ジ
ア
の
中
の
日
本
」
を

意
識
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
で
し
ょ
う

誰でも無料で見ることができる。
キーワード検索も可能だ

国経済の成長減速懸念に伴い、最

近、金属資源価格が軒並み大幅に下

落しています。そのため、新規の探

鉱・鉱山開発プロジェクトがなかなか

進まないという状況にも直面してい

ます。とはいえ、これまでの歴史を見

ると、金属資源価格は10～20年周

期で変動を繰り返す傾向にあるた

め、次に需要が拡大し価格が上昇し

たときに慌てて鉱山開発に着手し

ても手遅れです。ですから、企業の

方々に中長期的な視野に立ち継続的

な投資を進めていただけるよう、

JOGMECとしても支援していきたい

ですね。

関本　資源外交も重要です。日本は
高い技術力を有しているので、資源

国に対して、環境に優しい資源開発

を行うための技術提供などを行い、

Win-Winの関係を築いていくことです。

小嶋　現在、日本の製錬所では、地
金を作るための精鉱をすべて海外か

ら輸入しています。そうした中、鉱種

によっては、資源国において製錬所

を自国内に建設することを条件に権

益を与える動きも出ており、国内製

錬業にとって、原料の安定調達が課

題となっています。さらに近年、国内

の電力価格上昇も、国内製錬業に負

担を強いています。

関本　製錬所は製錬技術を継承す
るための拠点であり、日本の製錬所

では、ベースメタルの鉱石に含まれて

いるレアメタルなども回収しているこ

とから、レアメタルの安定供給確保

の上でも、製錬所は非常に重要です。

小嶋　中でも日本の銅地金はクオリ
ティーが高いため、日本の製造業が

得意とする高付加価値の製品に使わ

れています。需要家は地金を購買す

る際に、製錬会社を指定する場合も

多く、その点で日本の製錬所は製造

業の技術的優位性を素材の面から

支えていると言っても過言ではあり

ません。

関本　日本の基幹産業である自動
車産業に関しては、将来の自動運転

化などに伴い半導体や通信機器の

需要が増えると思われます。今後、世

界経済において、アジアの存在感が

増していくことが考えられる中、日本

の鉱業会社は同じアジアの一員とし

て、アジア市場に対して高付加価値

の製品を提供していくことも重要で

しょう。JOGMECとしても、日本企

業に対して、資金面や技術面、情報

面で強力に支援していく計画です。

私たち調査部では特に情報収集を強

化し客観的な現状把握と分析を行

い、市場を見渡す精度を少しでも高

めていくことで、金属資源の安定供

給に貢献していきます。

＿＿現在、日本が直面している課
題と対応策を聞かせてください。

＿＿日本の産業の高度化・成熟化
が進む中、日本の鉱業の望ましい
将来像を聞かせてください。

ベースメタル

インタビュー4限目



石油・天然ガス開発進出を目指す

A JOGMEC理事長河野博文による挨拶で開会した

B 企業展示会場では、産油国や石油メジャーと日本企業の
間で、展示物をきっかけに活発な議論が行われた

C アラブ首長国連邦アブダビ国営石油会社(ADNOC)の
Yasser Saeed Al Mazrouei氏の講演の様子

D JOGMECの活動を紹介したJOGMECポスター展の様
子。国内外の参加者から、説明を求める声が多く上がった

E日本企業の講演に耳を傾ける来賓

D E

A B C

講演も企業展示も大盛況
来年以降の開催にさらなる期待がかかる

Techno Forumとは？
　技術ソリューション事業の柱のひとつと
して行われているテクノフォーラム。石油・
天然ガス開発に課題を抱える産油国と、
そうした課題を解決しうる高い技術を持つ
日本企業の連携を深めることを目的に、
2013年から開催。今年で3回目を迎える。

　ロボット関連技術やIT、ナノテクノロジーに材料・素材関

連技術……。さまざまな分野で先端・先進技術の研究が進

む技術立国・日本は、多くの産業で、その技術の高さに世界

中から大きな期待がかかっている。それは当然、石油・天然

ガス開発の現場でも同様だ。

　現在、産油国の多くは、環境問題への対応や非在来型油

ガス田の開発、生産の効率化などのテーマにおいて、多くの

技術的課題を抱えている。こうした問題の多くは既存技術

での解決が難しく、新たな技術の開発や、異業種の技術を

応用することが必要とされている。そこでJOGMECでは、

高い技術を持つ日本企業と、技術的課題を抱える産油国の

出会いの場を提供し、両者のマッチングを行っている。それ

が、テクノフォーラムだ。

　本フォーラムは例年、3つのプログラムで構成され、1つ目

がメイン会場で行われる産油国や日本企業を招いての講演。

2つ目が日本企業のシーズ技術を集めて行う展示会。3つ目

が、JOGMECの活動を紹介するJOGMECポスター展だ。

3年目となる本年も基本構成は同様だが、近年注目を集める

「ロボット技術」にスポットを当てていることが特長だ。近年

の関心を高まりを受け、設定されたテーマである。

　JOGMEC理事長河野博文による開会の挨拶で幕を開け

たフォーラム1日目。オマーン石油・ガス大臣のH.E. Dr. 

Mohammed bin Hamad Al Rumhy氏、アラブ首長国連邦

アブダビ国営石油会社のYasser Saeed Al Mazrouei氏、

フランス・トタル社の技術イノベーション担当シニアマネー

ジャー、Dr. Yves Guenard氏など錚々たる面々から、産油

国や石油メジャーにおける資源開発の取り組みについて講

演をいただくと同時に、同日の締めくくりには理事長の河野

と日本企業および有識者などによる『停滞する油価市場で

求められる技術および事業戦略』についてのパネルディス

カッションを実施。油価の低迷が続く中、各プレイヤーが取

り組む現状を共有する絶好の機会となった。

　翌29日、産油国の方々が環境問題への取り組みについて

講演を行う中、本年のテーマでもある「ロボット関連技術」

についての発表も行われた。人が立ち入ることのできない

場所での活用など、日本が取り組むロボット開発の現状に

ついて、産学官からさまざまな発表が行われ、今後の利用拡

大に大きな期待がかかる内容となった。

　こうして多数の来賓を招き、さまざまな講演が行われる

中、両日通して一層にぎわいを見せたのは展示会場だ。本展

示会は日本企業が抱える先端技術を産油国の来賓に直接ア

ピールできる貴重な機会。さまざまな分野から29社、23ブー

スで企業や研究機関が自慢の技術を紹介した。中でもド

ローンをはじめとするロボット関連の展示は、見た目の楽し

さもあり、常に人だかりができるほどの人気。産油国の方々

の関心も特に集まり、多くの質疑応答が行われた。

　こうして、大盛況で幕を閉じた2015年度のテクノフォーラ

ム。1,400名もの来場者を記録した2014年度を大幅に上回

り、2日間で延べ1,800名もの方々が参加。一部の講演では

立ち見も出るほどの盛況ぶりだった。回を重ねるごとに本

フォーラムの認知度の向上を実感するとともに、来年度以降

の開催にも、さらなる期待が高まる。

日本企業をサポート
10月28日～29日の2日間、JOGMECでは、
パレスホテル東京でテクノフォーラムを開催。
産油国や日本企業から多くの来賓を招き、
講演や展示を行うことで、両者をつなげる
重要な機会の創出に貢献した。

技術ソリューション事業の
詳細についてはこちら



中東事務所のあるビジネス街
の様子。オイルマネーで潤う
アブダビは、意外にも高層ビ
ルが立ち並ぶ。治安もよく、
日本人にとっても非常に住み
やすいという

摂氏50度の灼熱の地で
産油国との信頼を築く

アブダビで開催された
国際会議・ADIPECで
JOGMECの存在を
産油国にアピール

写真左から、シリア人のア
マールさん、浅和所長、スリ
ランカ人のチャンドリカさ
ん、インド人のサリムさん。
国籍が異なるため、お互いを
理解することが大切という

　2015年11月9日～ 12日、アブダビ国
際石油展示会・会議（ADIPEC）が開催。
JOGMECも参加、展示を行った。ADIPEC
は30年以上の歴史を誇る、世界最大級
の展示会。アブダビはもちろん、世界各
国のエネルギー大臣、石油メジャーも一
堂に会するため、JOGMECの存在や日
本の技術をアピールする絶好の機会でも
ある。
　展示ブースでは石油増産や環境問題
への対応など、産油国が抱える課題に貢
献しうる先進技術を展示。産油国や資
源メジャーから、高い関心を集めた。
JOGMECでは来年以降もADIPECに参
加し、石油産業の中のJOGMEC、ひいて
は日本のプレゼンスを高めていく計画だ。

世界で奮闘するJOGMECの事務所を紹介する本企画。
今回は、中東はUAEに拠点を置く、中東事務所をご紹介します。

日本文化を伝える
ため、書家を呼んで
書道の実演なども
行った。来場者の
名前を漢字で書く
パフォーマンスは、
来場者に好評だ

産油国のほか、仏トタール社や米エクソンモービル社
など石油メジャーの面々も参加したカンファレンスに
は、JOGMEC理事長河野もスピーカーとして参加

ADIPECに出展したJOGMECの展示ブース。資源開
発についての展示だけでなく、日本文化の紹介も行う
ことで、多くの来場者の関心を集めた

世界有数の石油産出国で奮闘する
国籍の異なる4名のメンバー

　日本のエネルギー政策を語る上で欠かせないアラブ首長

国連邦（以下UAE）。資源エネルギー庁が発表する2014年

のデータによると、日本が輸入する原油のうち、20パーセン

ト以上を同国が供給しています。この数字はサウジアラビ

アに次ぐ第2位。埋蔵量も世界7位の978億バレルを誇

るなど、エネルギー戦略上、極めて重要な国だと言えるで

しょう。

　UAEで産出する石油のうち、そのほぼすべてを占めるの

がアブダビ首長国（以下アブダビ）です。アブダビは、UAE

を構成する7つの首長国のうちのひとつで、同国の面積の

約8割を占めています。UAEの首都も兼ねており、また、

UAEの大統領はアブダビ首長が務めることになっていたり

と、同国の中でも特に存在感の強い国です。

　JOGMEC中東事務所の主な役割は、中東からアフリカにいたるエリアで

の情報収集と、本部のさまざまな業務サポート。日々変動する油価、産油国や

資源メジャーの動向などを探り、石油の日本への安定供給に寄与しています。

　「石油の権益については、多くのケースで入札が行われます。入札では参入

希望者の技術力・価格競争力だけでなく、それまでの貢献度合いや今後の協

力体制などを含め、総合的に評価されることを考えなくてはなりません。その

ため、産油国が何を求めているのか、JOGMECとしてどの分野でいかに貢献

できるか、こうした情報を集めることが重要です」

　このように語る浅和所長ですが、アブダビに赴任した当初、商習慣が異な

るうえ、事業のキーマンが誰なのか、どのように接触するのかなどがわからず

苦労したといいます。しかし、現地の人たちとコミュニケーションをとるうち

に、“Face to Face”で接することが特に重要だと気づきました。

　「JOGMECを知っていても、外から来たばかりの私に多くの情報を教えて

はくれません。顔を合わせてコミュニケーションをとり、私自身が産油国の

方々に信頼されることで、ようやく心を開いてくれるのです」

　また、JOGMECが長年取り組んでいる研修事業も信頼関係の構築には有

効です。この研修事業とは、産油国を対象に1989年から行っているもの。こ

れまで3,300名以上もの参加者を記録しています。当然、その中にはアブダ

ビの技術者も含まれており、現在ではアブダビの国営石油会社ADNOCや

その傘下の操業会社などで働いていることも少なくありません。「以前、

ADNOCに行ったとき、『お疲れさまです！』と声をかけられたことがありま

す。よくよく話してみると、JOGMECの研修参加者だったのです」。こうした

ケースでもわかるように、研修事業を通じて親日的な感情を持っている方も

多く、信頼関係をスピーディーに築けることもあります。

　「アブダビを含む中東エリアで

は、今後も石油権益を獲得する

機会が出てくるでしょう。そのと

きに日本のエネルギー安定供給

につながるように、貢献していき

たいと思います」

　そう語る浅和所長と中東事務

所の活躍に、ご期待ください。

両国の信頼関係を
現地でのFACE to FACEで支える

世界最大
級 !

事務所でのミーティングの様子。国籍の異なる彼らにとっ
て、公用語は英語だ。バックボーンが異なるスタッフをま
とめるためには、よく話し合うことが鍵となる

　JOGMEC中東事務所は、そんなアブダビ市内、ペルシャ

湾を望むビジネス街の一角にあります。スタッフは浅和所長

を含めて4名。秘書のチャンドリカさんはスリランカ人。誠

実な仕事ぶりで、事務所の一般事務全般を担当してくれてお

り、「彼女がいなければ事務所が回らない」と浅和所長は話

します。アマールさんはシリア人の事務員で、複雑なアラビ

ア語での対外手続き関係をきちんとやってくれる大切な存

在です。そして最後に、ドライバーでインド人のサリムさん。

アブダビでは日中、気温が高いため、中東事務所のオフィス

アワーは朝7時半始業、ランチタイムをとらずに14時半には

終業とのことですが、14時半以降の来客対応や外勤もよく

あるため、サリムさんはそんな彼の日常勤務を裏で支えてく

れる心強いドライバーです。

中東事務
所

[アブダビ
]


