
第4話
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。
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カーボンニュートラルに不可欠な
アンモニアという新燃料

　「アンモニア」と聞いて何を想像し
ますか？　「トイレのにおい」？　農家
の方には「肥料」のイメージもあるか
もしれません。でもこれからは「未
来の燃料」も加えてください。
　世界中で地球温暖化防止対策が
進む中、温室効果ガスの発生を抑
えるため、燃焼させても二酸化炭素
（CO₂）を排出しない新たな燃料の
開発に注目が集まっています。すで
にバスなどに利用されている水素
燃料もそのひとつ。そして今後の利
用拡大に期待がかかるのが「アンモ
ニア燃料」です。
　アンモニアの化学式はNH₃。水
素（H₂）同様、炭素（C）を持たない
ため、燃焼させてもCO₂を排出しま
せん。このことから、すでにいくつ
かの発電所では、CO₂排出量削減
を目的に石炭との混焼が実施され、
今後、アンモニアの専焼、また次世
代の船舶の燃料としても期待されて
います。まだ始まったばかりのアン
モニア燃料の利用ですが、各国が目
指すカーボンニュートラルの実現の
鍵となる存在かもしれませんね。
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銅ってなにがすごいの？

ほとんどの電線に
銅線が使われています

実は脱炭素社会にも
必要不可欠な金属なんです！

Djelen / shutterstock.com

銅と人類との歴史は
一万年以上と言われています
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脱炭素にも必須の優秀な金属！

特 集

脱炭素社会に向けた取り組みが加速する中、レアメタル
など偏在性の高い金属資源が注目されている。一方、
ベースメタルの「銅」も、その特性から脱炭素社会の鍵
を握っている。今回は人類と銅の歴史を振り返るととも
に、脱炭素社会実現にあたっての銅の役割、安定供給に
向けたJOGMECの取り組みを紹介する。



小アジアの
チャタル・ヒュユクで
自然銅を利用

日本が世界一の
産銅国に

坑内掘りでの
銅の採掘が
始められる

古代～中世

銅が使用された
形跡あり

青銅の
利用開始

銅の製錬法、
鋳造法が開発される

坑内掘りに
蒸気エンジンが
利用される

電気・磁気誘導の
発見で電気時代が
到来。銅の大量
消費が始まる

チリが
産銅国世界一に

米国が
産銅国世界一に

産銅メジャー大手
10社の銅鉱石生産量が
世界の65.4%を記録

資源ナショナリズムの
台頭。
発展途上国で
鉱山の国有化が進む

銅輸出国
政府間協議会
（CIPEC）設立

オイルメジャーが
銅産業へ進出

中南米を中心に
銅鉱山開発
ブーム到来

中国が銅消費国1位に。
世界消費量の約2割を
占める

中南米の国々の
銅生産量が世界の
49%を占める

産業革命期 近代産業黎明期 20世紀以降

イギリスが世界の
銅地金生産の
3/4を占め世界一に

小アジアのチャタル・ヒュユク遺跡では、紀元前7000 年頃の自然銅に人類の祖先が
手を加えたものが出土しており、最古の例のひとつとされている

1769年の蒸気エンジンの発
明が鉱山開発に果たした役割
は大きく、鉱山産業の歴史で
最大の技術革新のひとつ

電気時代の到来とともに銅の需要が急
拡大した。それに伴い、世界中で銅鉱
山の探索が始まり、銅の生産国が次々
に入れ替わることとなった

1990年代、銅地金の消費量は米国が世界1位だったが、21世紀に入ると、今度は経
済発展の著しい中国が世界1位に躍り出た

18世紀半ばの英国での産業革
命により銅の需要が拡大。そ
れ以降、経済的・社会的革新
が世界中に広がり銅の需要が
一気に高まった

古代～中世 近代産業黎明期産業革命期 20世紀以降
　銅が人類に利用され始めたのは紀元前8800年より前のことで、人
類が最初に利用した金属だと言われている。銅は加工しやすいことか
ら、紀元前4000年頃にはメソポタミア文明において製錬法や鋳造法
が生み出され、自然銅だけでなく黄銅鉱などの銅鉱石も原料として利
用され、銅製の工具や容器、武器、装身具が作られていた。また、銅に
錫を混入させ青銅にするとより硬い金属が得られ、複雑な鋳造が可能
になるうえ、銅と錫の配合比を変えることで、性質の異なる金属を作る
ことができることも発見された。それにより、世界各地で青銅の生産
が始まり、紀元前1800年頃には青銅器時代が到来した。その後、中
世の16世紀頃、英国が当時産銅先進国だったドイツから技術を導入し
本格的な銅事業を開始。大砲などの軍需品、日用品、装飾品などを製
造した。さらに17世紀後半になると、日本では室町時代に始まった銅
の輸出がピークを迎え、元禄時代に世界一の銅の輸出国となった。

　18世紀半ばに英国で始まった産業革命により、銅の需要は鉄や石
炭とともに拡大した。英国の銅産業を飛躍的に発展させたのが、1769
年の蒸気エンジンの発明だ。蒸気エンジンは銅鉱山や炭坑の坑内の
排水に利用され、鉱山開発に果たした役割は計り知れないほど大き
い。鉱山産業の歴史における最大の技術革新のひとつとされる。その
結果、銅はより高度な重工業製品の原料となり、シリンダーやバルブ、
新しいエンジンの機械部品として大量消費されるようになっていく。
　製錬技術もこの頃の英国で発展する。1750年頃には反射炉法と呼
ばれる簡易な精錬技術が開発され、英国の製錬所の競争力が一気に
上昇。18世紀末には世界最大の産銅国となった。世界の銅地金のほ
とんどが英国で製錬され、1770年頃には産業用、家庭用の幅広い黄
銅製品が英国で作られた。木造船を船虫から守るため、船底を銅で覆
う方法が採用され、英国艦隊の大部分は銅で被覆されるようになった。

金属利用の礎を作った 大量生産・大量消費が始まった 次から次へ主要生産国が入れ替わる 中国等の台頭により消費国が変化した

　20世紀に入ると銅の需要は大きく拡大し、大規模な露天掘り技術
や鉱石処理技術などが一体となって発展した。1960年代に入ると、発
展途上国を中心に鉱山国有化の動きが活発化。その後、オイルメ
ジャーが銅産業へ進出するなどの動きを経て、1990 年代には銅生産
企業の再編が活発化し、投資会社など異業種の大企業の参入が始まっ
た。その背景には、中南米を中心とした資源開発ブームがあり、銅鉱
石の輸出量はチリが世界1位、ペルーが2位を占めるようになった。
　さらに21世紀にかけて、多様な機械やデジタル機器が登場したこと
で、世界の銅の消費は歴史的な増加となる。
　経済発展が著しい中国が世界1位の消費国になる中、アジアやBRICs
などの工業新興国でも銅消費量が増加し、資源獲得競争が激化。近
年は脱炭素社会への取り組みが加速する中、電気自動車や再生可能エ
ネルギーに不可欠な資源として銅の重要性がますます高まっている。

acsen / shutterstock.com
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出典：World-Non Ferrous Metal Production and Prices、1700～1976 出典：World-Non Ferrous Metal Production and Prices、1700～1976

出典：WBMSyuris / shutterstock.com
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■世界の銅生産量推移（1770～1900年） ■銅生産量1位の国の移り変わり ■1995年と2020年の銅地金消費国比較
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人類史上最も古くから利用されてきた金属である銅。
産業の発展に伴い、その用途は大きく変化してきたものの、
常に我々にとって不可欠な金属として生活を支え続けてきた。

人と銅の歴史 出典：秋田大学附属図書館所蔵 [銅山働方之図 ]阿仁銅山働方之図

人類の
歴史が
詰まって
います

1万年以上使われてきた
人類が利用した最初の金属

　銅は太古の昔から、人類にとって身
近な金属であり、紀元前8800年よりも
前から、実に1万年以上も利用され続け
ている。紀元前4000年頃には製錬法
や鋳造法が生み出され、さまざまなもの
が作られるようになった。特に、銅に錫

を混ぜた青銅が作られるようになると、
利用の幅は大きく拡大。青銅は人類が
初めて作った合金で、日本でも2～3世
紀の邪馬台国時代に作られた青銅製の
銅鐸や銅剣が出土している。奈良大仏
や鎌倉大仏も主に青銅で作られ、日本
人にとっても非常に身近なものだった。
　人類と銅の歴史における大きな出来
事は、18世紀半ばに英国で始まった産

業革命だ。1769年に蒸気エンジンが発
明されると、エンジンの機械部品など
に大量に消費されるようになる。1831
年にはファラデーによる電気・磁気誘導
の発見により、電気時代が到来。発電
用モーターと配電用電線の両面で使わ
れるようになり、銅の需要は急拡大。銅
の普及は電機産業と密接に結び付き、
その消費量が、人類の物質文明の水準

を反映するようになっ
た。さらに20世紀のデジタ
ル技術の発展により、銅の果たす
役割は重要性を増した。
　人類と銅の歴史は時代の変化ととも
に大きく変わってきた。現在は脱炭素
社会に向けて不可欠な金属としても注
目されている。今後も銅は人類にとっ
て、不可欠な金属であり続けるだろう。

英国
1725～1851
1854～1856

米国
1883～1976

チリ
1852～1853
1857～1880
1882

　1831年にはファラデーにより電気・磁気誘導が発見され、電気時代
が到来した。その結果、導電性に優れる銅が発電用モーターと配電用
電線の両面で使われるようになり、需要がさらに拡大した。また電気
工業用の銅としては、不純物が少ない高品質の精銅が求められるよう
になり、1847年、英国が電解精銅方式の開発に成功。19 世紀前半の
銅の生産量は約3万トンで、日本も主要な銅産国だったが、その後、
生産地は英国とドイツが中心となっていた。さらに19世紀の中盤には
チリ、後半には米国で高品位の鉱脈鉱床が発見され、19世紀末の銅
生産量は50万トンにまで達することになる。この頃にはメキシコやカ
ナダ、オーストラリアでも生産が盛んに。1857 年、英国は銅生産量で
チリにトップをゆずり、さらに1883年には米国が世界一となる。一方、
1877年にはロンドン金属取引所（LME）が設立。金属貿易の近代化の
礎が築かれ、銅の近代史が幕を開けた。



インフラから医療まで
幅広いジャンルで活用

　太古の昔から銅が使われてきた最大の理由は加工性
の高さだ。銅は延性や展性に優れ、細く延ばしたり薄く
広げたりしやすいため、武器や日用品、硬貨、装身具、
装飾品、建築資材、仏具など幅広い分野で利用されて
きた。また、近代社会においては、銀の次に導電性が

高い金属であることから電線として利用されるように
なった。20世紀に入りデジタル技術が発展すると半導
体の配線にも使われるようになり、今日のデジタル社
会を支えている。また、熱伝導性の高さからエアコンな
どに搭載されている熱交換器にも使われている。さら
に近年は抗菌性の高さも注目されている。我々が快適
な日常生活を送れるのは、実は銅の優れた特性のお陰
であり、銅なしに現代社会は成り立たないのである。

導
電
性

銅が1万年以上にわたり利用されてきた最大の理由は
銅の持つ多様で優れた特性にある。
ここでは、銅の主な特性と用途を見ていこう。

銅の特性と用途優れた特性が
たくさん
あります

特性

　銅の最大の特徴は銀の次に導電性が高い金属であると
いうことだ。そのため、電線の小径化が容易で、電線として
広い分野で多用されている。たとえば、電力分野では送電
線や屋内の電気配線に、通信分野では各種ケーブルに、電
気機械・半導体分野ではコネクタや半導体のリードフレー
ム（ICやLSIの内部配線に使用される金属製の薄板）、発電
機、変圧器、配電盤などに多用されており、まさに電気社会、
デジタル社会にとって不可欠な存在となっている。また、近
年は、地球温暖化防止に向け、電気自動車の普及が進めら
れる中、特に車内で使われる配線の需要が高まっている。
加えて、電気自動車や風力発電のモーター用の銅線のほ
か、リチウムイオン電池の負極の集電体にも使用されてお
り、脱炭素社会を実現するうえでもますます重要性が増して
いる。

抵抗が小さく電気を通しやすい
銀の次に導電性が高い金属

　銀の次に熱伝導性が高い金属であるということも、銅の
非常に大きな特徴だ。この熱伝導性の高さを利用して、現
在、ルームエアコンや除湿器、空気清浄器、電気冷蔵庫、電
子レンジ、電気温水器などに搭載されている熱交換器に使
用されている。銅がなければ、もはや我々は快適な日常生
活を送ることはできないと言えるだろう。
　また、熱伝導性が高いということは、熱が素早く均等に行
き渡るということ。この特性を利用しているのが、鍋や電気
釜などの調理器具だ。銅の熱伝導率は鉄の5倍、ステンレ
スの24倍と言われ、温度にムラが生じにくい。弱火にしてお
けば、同じ温度で均等に熱を伝えることができる。しかも、
一度温めると冷めにくいという特性も併せ持っている。フラ
ンス料理などで、長時間の煮込み料理に銅製の調理器具
が使われてきたのも極めて理にかなった話だ。

鉄の5倍も熱を通し
調理器具にも適した素材

加
工
性

特性

熱
伝
導
性

特性

抗
菌
性

特性

　1万年も前の太古の昔から、人類が銅を使うようになった
最大の理由は加工性の高さにある。製錬や加工の技術力が
未成熟でも、簡単な加工ができるためだ。
　金属の中でも銅は特に、延性や展性に優れる。延性とは、
よく延びる特性のこと、展性とは薄く広がる特性のことだ。
そのため、細かい加工が可能となり、鍋などの日用品、装身
具はもとより建築資材や仏具など幅広い分野で利用されて
きた。細かい細工が施された仏像の多くに青銅が使われて
いるのもそのためだ。
　特に近年は、半導体のリードフレームに不可欠な材料と
なっている。銅がリードフレームに使用されている最大の理
由は導電性の高さだが、デバイスの小型化が進み半導体の
微細化が進む中、延性や展性に優れ、細く薄く広く延ばせる
ことも大きな要因となっている。

古代から使われてきた理由のひとつは
銅の加工のしやすさ

　細菌の増殖を抑制する作用のある金属のことを「抗菌金
属」という。その抗菌金属の代表が銅と銀だ。近年はこの
銅の抗菌金属としての特性を生かした製品が多く開発され
ている。たとえば、キッチンの流し台の排水口に設置してあ
る銅製のゴミ受けや、病院などに使用される銅製の手すり
やドアノブは、銅の抗菌効果を利用したものだ。
　銅が抗菌効果を発揮するメカニズムは次の通り。まず、
銅の表面で銅イオンができ、活性酸素を発生させる。銅イ
オン自体は細菌に対しては無害だが、発生させた活性酸素
が、細菌を死滅させ、細菌の増殖を抑えるのだ。
　新型コロナウイルスの世界的な感染拡大が続く中、最近
は、銅の抗菌性だけでなく、抗ウイルス性に関しても研究が
進められており、今後、抗菌効果を利用したさまざまな銅製
品が登場するかもしれない。

病院の手すりやキッチンで活躍
優れた抗菌効果を発揮

1電気の送電線には、導電性が高い銅線が使われている。現在、銅の
用途の多くを電線が占める（yelantsevv / shutterstock.com）
2高い導電性や薄く広げられる延性、展性という特性から、銅は半導
体などにも使われ、数多くのデジタル機器を支えている（raigvi / 
shutterstock.com）
3スマートフォンにはCCDカメラチップやリチウムイオン電池の負極
材料などに多くの銅が使われる（progressman / shutterstock.com）
4銅の熱伝導性の高さを生かし、ルームエアコンや除湿器、電気冷蔵
庫、電子レンジ、電気温水器などの熱交換器に使用されている
（Milanchikov Sergey / shutterstock.com）
5熱が素早く均等に伝わる銅鍋は、煮込み料理などに不可欠な調理
器具。この特性を生かし、銅釜を使った電気炊飯器なども登場してい
る（sspopov / shutterstock.com）
6古くから銅の抗菌性を生かし、キッチンや洗面台などの水回りに銅
が使われてきた。近年は病院のドアノブや手すりにも使われている
（Marina Andrejchenko / shutterstock.com）
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  　これまでも、これからも。

   最重要金属のひとつである銅の

安定供給への取り組みは欠かせません

再生可能エネルギー
部門、自動車部門の
両部門において、銅
が挙げられている

世界の銅需要は今後も増える一方で、現在見込まれる水
準での供給が続けば、供給量は2025年前後を境に減少
傾向に転じると予測される

【図1】 カーボンニュートラル社会の実現に必要な鉱物資源 【図 3】 銅の需給見通し（世界）

銅の
担当者に
聞きました

今後、脱炭素社会の実現に向け、
銅はさらに不可欠な存在となっていくと予想される。

銅の未来と、JOGMECの果たすべき役割について話を聞いた。

これからの
 銅の重要性は？

脱炭素社会に向け
ますます需要が高まる銅

　古来より人類は、銅が持つさまざまな
優れた特性を、時代の変化とともに変
わりゆくニーズに応じて、上手に利用し
てきました。特に近代以降、電気社会、
デジタル社会に不可欠な金属資源とし
て、その重要性が増しています。
　最近では、脱炭素社会に向け、電気
自動車や再生可能エネルギーの導入が
加速する中、レアアースやリチウム、コ
バルト、プラチナといった偏在性の高い
レアメタルはもとより、発電や蓄電池向
けの銅への関心がますます高まってお
り、脱炭素社会の実現に向けて要を
担っている資源です。
　図1は、2021年2月15日に経済産業
省が発表した「2050年カーボンニュー

トラル社会実現に向けた鉱物資源政
策」において提示された「カーボン
ニュートラル社会の実現に必要な鉱物
資源」です。この図からもわかるとお
り、再生可能エネルギー部門、電気自
動車や燃料電池自動車の普及が見込ま
れる自動車部門の両部門において、必
要な鉱物資源として幅広い分野で銅が
挙げられています。経済産業省では、
今後、10ギガワットの洋上風力発電機
を製造するには、現在の国内需要の約
10パーセント分に相当する11.5万トン、
また、電気自動車100万台を製造する
には、8.3万トンの銅が必要だと概算し
ています。特に電気自動車はガソリン
車やハイブリッド車に比べ、自動車1台
あたりの銅の使用量が多くなります（図
2）。これらのことからも、脱炭素社会実
現に向け、今後も銅の需要が高まってい

くことが予想できます。

銅の長期安定供給に向け
直面している課題

　一方で、あまり取り上げられることは
ありませんが、銅にも供給リスクは存在
します。現時点では、レアメタルとは異
なり、埋蔵枯渇リスクや供給途絶リスク
は比較的低いですが、長期的な需要の
増加や、鉱石の低品位化、あるいは開
発にあたっての投資コストの増加に対
応していくことを考えると、楽観視でき
る状況にはありません。銅は決して、供
給が安定している金属資源とは言い切
れないのです。
　たとえば、銅の鉱山開発プロジェクト
における、生産量に対する投資コスト
は、1990年代後半に比べ、2000年代

は大幅に上がっています。その背景とし
て、新しい鉱床は山奥で発見されること
が増えてきたことに伴い、インフラ整備
など開発のための設備投資がかさんで
しまうことが挙げられます。これは「奥
地化」「深部化」と言われ、あらゆる資
源開発の課題となっていることですが、
銅においても例外ではありません。
　投資コストの増加に加え、品位の低
下も顕在化しています。これまで日本で
は、産銅国で採掘され、品位が約32～
33パーセントまで高められた精鉱（銅
鉱石から銅を含む鉱物を分離、濃縮し
たもの）を輸入し、日本の製錬所で製
錬し、品位99.99パーセントの銅の地金
を作ってきました。ところが、近年、輸
入されてくる精鉱の品位が26パーセン
ト程度にまで低下しており、不純物であ
る硫黄などの含有量が増えています。
これは、銅鉱石自体の品質が低下して
いることを意味しています。つまり、開
発コストが上昇傾向にある一方、品位は

低下傾向にあるのです。

優良な鉱床の発見と
リサイクルを進めることで
需要と供給のギャップを埋める

　世界における銅の需要は今後も増え
ていくことが予想される一方で、供給量
は2025年前後を境に減少傾向に転じ、
需給ギャップが拡大するものと予想され
ています（図3）。鉱山に埋蔵する銅は
いつか枯渇します。したがって、継続し
て新たな供給源を探し求めなければな
りません。
　この需要と供給のギャップを埋める
ため、たとえば探査プロジェクトについ
ては、豪州でボーリング調査により有望
な銅の鉱化帯を確認したほか、チリで
も銅を対象とした共同探査を実施する
など、新たな銅鉱床の発見を目指すとと
もに、供給源の多角化を図る取り組み
を進めています。JOGMECでは、企業

に代わり、リスクの高い探鉱プロジェク
トを推進し、できるだけ優良かつより安
価な銅鉱石の確保に努めるとともに、品
位の低下に対しては、日本企業の製錬
技術に関する支援に取り組んでいます。
　また、リサイクルを進めることも安定
供給には重要です。リサイクルには天
然資源とは異なる課題がありますが、
JOGMECでは今後も、企業のリサイク
ル事業に関しても技術支援などを行っ
ていく方針です。
　金属資源の安定供給確保に向けた取
り組みに終わりはありません。今後も
JOGMECでは、銅をはじめ、脱炭素社
会を実現する上で欠かせない金属資源
の安定供給に努めてまいります。

金属企画部
調査課

白鳥智裕
2001年、JOGMEC前身の金
属鉱業事業団に入団。総務
部でJOGMEC設立業務等
に携わった後、金属資源開
発調査企画グループ（現職
の前身）を経て、在カザフス
タン日本国大使館に出向。
人事課を経験し現職

再生可能
エネルギー部門

発電・蓄電池

自動車部門 蓄電池・モーター等

システム・要素技術 必要となる主な鉱物資源
風力発電
太陽光発電
地熱発電
大容量蓄電池
リチウムイオン電池
全固体電池
高性能磁石
燃料電池（電極、触媒）
水素タンク

銅、アルミニウム、レアアース
インジウム、ガリウム、セレン、銅
チタン
バナジウム、リチウム、コバルト、ニッケル、マンガン、銅
リチウム、コバルト、ニッケル、マンガン、銅
リチウム、ニッケル、マンガン、銅
レアアース
プラチナ、ニッケル、レアアース
チタン、ニオブ、亜鉛、マグネシウム、バナジウム
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電気自動車はガソリン車やハイブリッド車に比べて自動車
1台あたりの銅の使用量が多い
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各種イベントの
オンライン化を進めています！

JOGMEC

主催の

セミナー、ブリーフィング、シンポジウム……
オンラインで提供しているコンテンツ

JOGMECでは新たな取り組みとして、

セミナーやシンポジウムのオンライン開催を始めました。

以前より気軽に参加できるようになった各種イベントと、

オンラインならではの工夫についてご紹介します。

YouTubeでアーカイブも見られます

ここから
 アクセス！

コロナ禍をきっかけに
情報発信を
オンライン化

調査部による
定例ブリーフィング

石炭開発部の
ブリーフィング

地熱シンポジウム

TRCウィーク

調査部では、2020年11月から石油・
天然ガスの動向などに関する定例ブ
リーフィングの予告動画配信も開
始。動画の多くは期間限定で配信し
ているので見逃し注意。

JOGMECではコロナ禍をきっかけに、

セミナーやシンポジウムのオンライン配信を進めています。

ここでは、どなたでもご視聴・ご参加いただける

各種コンテンツについて紹介します。

リアルで行ってきたイベントを
動画やライブで配信中

　JOGMECではこれまで、石油・天然
ガス、石炭、金属、地熱の各資源分野に
ついて、活動内容や各国の最新動向等
をセミナーやシンポジウムを通して広く
発信、情報提供してきました。これらは、
資源業界関係者の貴重な交流の場とし
ても重要な役割を果たしていました。
　しかし、2020年の新型コロナウイルス
の世界的な感染拡大の影響で、状況は
一変し、実会場での開催は延期や中止を

余儀なくされました。そこでJOGMECは、
これまで実会場で実施してきたセミ
ナーやシンポジウムのオンライン配信を
開始しました。
　現在、動画はYouTubeを通して、誰
でも視聴できるオープン形式のものが
あります。それとは別に事前登録により
視聴できるクローズド形式のWeb上の
イベントもあります。
　オープン形式の動画は、YouTubeの
「JOGMEC channel」で一般公開してい
ます。調査部の定例ブリーフィングの予
告や石炭開発部のブリーフィングの動画

がそれです。それぞれ5分前後または
20分程度とコンパクトにまとめていま
す。いつでもどこでも、これまでより気
軽に、資源開発に関する各国の最新動
向に触れられるようになりました。
　一方、事前登録を必要とするクローズ
ド形式のイベントは、従来、参加者数が
限定される実会場での開催でした。こ
れをオンラインで開催し、配信する形に
移行しました。
　たとえば技術センター（TRC）では、
毎年「TRCウィーク」を開催してきまし
たが、2020年はオンライン配信を実施

しました。同様に、2020年の「地熱シンポ
ジウム in 札幌」も、オンライン配信となり
ました。地熱シンポジウムはYouTubeで
ダイジェスト版やフルバージョンの動画
などを公開していますので、ぜひ、上記
2次元バーコードからご覧ください。
　各種イベントがオンライン化されたこ
とで、従来の実会場での開催と異なり、
時間や場所、参加人数などに制限され
ることなく、誰でも気軽に参加できるよ
うになっています。資源業界のみなら
ず、さまざまな方のご参加をお待ちして
います。

石炭開発部でも2020年12月か
ら石炭に関する各国の最新の動
向や埋蔵量、消費動向、輸出動
向など石炭に関するブリーフィン
グの動画配信を開始している。

地熱統括部が毎年開催して
いる「地熱シンポジウム」。
2020年の「地熱シンポジウム
in札幌」はオンラインによる
配信を実施。

千葉県幕張にあるJOGMECの技術セ
ンター（TRC）では、毎年「TRCウィー
ク」を開催している。2020年は事前登
録制で11月16～20日までライブ配信
した。



現在、セミナーやブリーフィングの

動画制作と配信は、広報課を中心に進めています。

オンライン化の立役者・広報課の二人に、

動画制作の裏側とこだわりについて聞きました。

 潜入！
セミナー動画制作の

舞台裏

　動画は文字と静止画に比べて圧倒的に
情報量が多く、より強いインパクトを与えら
れるので、以前から動画による情報発信を
強化したいと思っていました。2020年8月
に動画とともに配信した「世界初、コバルト
リッチクラストの掘削試験成功」のニュー

スリリースはTwitterでトレンド入りするな
ど、大きな反響を得ました。今回、コロナ禍
により、イベントのオンライン配信を余儀な
くされたことで、図らずも、動画による情報
発信の環境整備が進みました。コロナ禍収
束後は、たとえば現場のバーチャルツアー
動画などを配信し、資源開発事業などへの
理解と興味の促進を図っていきたいです。

吉益英孝
2011年入構。総務、石油開発
プロジェクト管理、法律改正
業務などを経験したのち、ロ
ンドン事務所勤務を経て現
職。機構内での幅広い業務経
験を活かして広報業務を行う

宮川光治
2011年12月より現職。IT・ク
リエイティブ業界での経験を
活かしてデジタル広報業務を
行いつつ、組織全体のDX基
盤構築に取り組んでいる。
フットサル部所属

リハーサルを繰り返し
見やすく楽しめる動画を制作中

　実会場で行っていたセミナーやシンポジウムをオンラ
イン配信に切り替えたことで、インターネットの先にい
る、目に見えない視聴者に向けて情報を発信しなけれ
ばならなくなりました。実会場では、来場者の反応を見
ながらプレゼンテーションを行ったり、来場者の質問に
答えたりすることで、関心度合いや理解度合いなどの
フィードバックを得ることができますが、オンラインの場
合、視聴者のフィードバックをその場で得ることはでき
ないため、実会場とは異なる伝え方が求められます。
　そこで広報課では、話し方やプレゼンテーション方法
等の書籍を購入し、自らオンラインでの話し方のポイン
トを学習。その内容を担当者に伝えることで、オンライ
ンによる動画配信の質の向上に努めています。また、リ
ラックスした環境で動画撮影が進められるよう、リハー
サルを繰り返すことで担当者をカメラに慣れさせるよう
な配慮もしています。
　こうした創意工夫はすべて、よりよい動画を制作し、
視聴者の皆さまに楽しんでもらうためです。現在は試行
錯誤の段階ですが、コロナ禍収束後には、360度カメラ
を使った各種現場や施設などの動画配信やライブ配信
など、より多くの視聴者に楽しんでもらえるような動画
を増やし、視聴者のすそ野を広げていく計画です。今
後、配信する動画にぜひご期待ください。

動画配信で資源開発事業などへの
理解促進を目指す

　ブリーフィング等の動画配信を始めたこ
とで、メディアからの取材や問い合わせが
増えています。無機質な文字情報よりも、
担当者が話す動画の方が、訴求力があると
実感しています。動画を内製している最大
のメリットはスピードの速さです。今後もス

ピードが求められる情報を、タイムリーに発
信していきます。また、今後はより一層の理解
促進のため、データとデジタル技術を活用
した組織全体のデジタルトランスフォー
メーション（DX）基盤の構築を進め、
JOGMECの活動だけでなく日本の資源開
発事業などをわかりやすく伝えられるよう、
最適な情報発信の方法を模索していきます。

日本の資源開発事業などを
動画を通しわかりやすく発信

ニュースリリースにも動画を活用
「世界初、コバルトリッチクラ
ストの掘削試験成功」など、
従来は文字と静止画で発信
していたニュースリリースの
一部に関連動画を組み合わ
せて配信。現場の臨場感が
より伝わりやすくなることで、
閲覧数に加えてメディアから
の問い合わせも大幅に増加
するなど、発信力の飛躍的な
向上につながっている。

総務部 広報課 総務部 広報課

リハーサルと本番撮影を実施。担
当者はスライドと合成するため

クロマキーの前に立ち、目の前のモ
ニター画面に表示されたスラ

イドを見ながら話をする。実会場と
異なり視聴者が見えないため、

目線をどこに置くかなどを広報課が
細かく指示しながら、撮影を

進めていく。1回の撮影時間は1～
2時間ほどだ。

大事なのはリハーサル。リハーサル
で問題点を洗い出すこ

とと、リラックスした雰囲気を作る
ことを意識している

リハーサル・撮影3

原稿・スライド作成2

撮影した動画を広報課で編集。視聴者を飽きさせないようBGMを流すなどの工夫をするほか、全体の流れがテンポよく進むよう配慮。また、担当者の声のトーンやボリュームだけでなく話すスピードも聴きやすいように細かく調整した上でオンライン配信する。

動画編集・公開4

担当部署と打ち合わせ1

大きな編集は行わ
ないが、話者がプ
ロではないため、
できる限り聞きや
すく理解しやすく
するための細かな
調整を行う

まず、調査部や石炭開発部など担
当部署と広報課との間で綿密

に打ち合わせを行い、動画配信す
るセミナーやブリーフィングの

内容を確認する。長すぎる動画は
視聴者に敬遠されるため、1本

あたり20分に収まるよう内容を吟
味。複数の担当者が登場する

場合、話す順番なども決め、視聴者
を飽きさせない工夫を検討。

リラックスした雰囲気で打ち合わせ
を行うが、各部署の要

望とわかりやすさをすり合わせて最
適な方針を立てる

打ち合わせ後、各担当部署で、原稿およびスライドを作成。動画配信の場合、スマートフォンやパソコンの小さな画面で視聴するため、スライドは視聴者が見やすいように字を大きくしたり、図版を多用してわかりやすくするなどの配慮が求められる。伝えることは同じでも動画というメディアで発信するために試行錯誤中だ。

今のところ動画用のスライドを作ることができていないが、今後は動画用に見やすいスライドを作成予定

私たちが

制作してい
ます！

要所はカメラ目線を意識して・・・

少しの編集で
見やすさ

わかりやすさが
変わります！

検温などの感染対策を
徹底しています



曲がりくねった山道の先に現れる
自然の力を活用した実験施設

上）十和田湖を挟んだ小坂町の対
岸は自然林に囲まれた奥入瀬渓流
左中）研究所から1時間ほどの場
所にある、八幡平ドラゴンアイ。春
の限られた期間にしか見られない
絶景だ　右中）金属資源技術研究
所では製錬などの技術を日夜研究
する　下）自然力活用型坑廃水処
理技術の実験施設での作業風景。
暑い夏の日も寒い冬の日も実験の
ために通い続ける

美しき、

資源が眠る

この世界。

　鳥のさえずりと木々が風に揺れる音。それ以外の音が聞こ

えないこの場所は、JOGMECの金属資源技術研究所が持つ

自然力活用型坑廃水処理技術の実験施設。日本を含め世界

中の休廃止鉱山では、今でも坑廃水が発生し続けている。こ

の施設では、自然環境に存在する微生物を活用することで、

自然の力によって浄化できる技術を研究している。人々の生

活や周辺環境を守るため、今日も地道な研究を進めていく。

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

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

誰
も
夢
に
も
思
わ
な
い
だ
ろ
う
。

こ
こ
が
鉱
害
か
ら
人
々
を
救
う
秘
密
基
地
だ
な
ん
て
。

秋田県 小坂町／大館市




