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特
EOR技術で世界に貢献

私たちの暮らしに欠かせない資源である石油には、当然、限りがあります。世界的に見

て新規油田の発見数は減少していますが、試算される可採埋蔵量は減ることはなく、ここ

数年では約40年の可採年数で維持されています。

石油の可採埋蔵量を維持または増加させ、安定供給に寄与しているのが、油層からの石

油回収技術の向上です。EOR（Enhanced Oil Recovery：原油増進回収法※） は日本が最

も力を入れて開発を進めている分野のひとつで、JOGMECの技術センター（TRC＝ The 

Technology and Research Center）において、調査・研究や技術開発が進められています。

特集では、EORの仕組みと役割、TRC研究者が語るEORの意義などについて紹介し

ます。また、9月に TRCで開催された、EORに関する総合的な技術開発を進めるため

の国際会議「IEA（国際エネルギー機関）/EOR国際共同研究プロジェクト年次総会」の

模様をお伝えします。

油の性状を変化させるEOR技術
油層（油のしみ込んだ砂岩や石灰岩な

どの貯留岩層）は、常に巨大な圧力を受

けています。この油層めがけて井戸を掘

り出口をつくれば、圧力により井戸に押

し流された石油を回収することができま

す。このように、自然のエネルギーだけ

で行う採油を「一次回収」といいます。

一次回収では、通常地下に存在する原油

の2～ 3割しか回収できません。自然

エネルギーが減退した後、水やガスを圧

入して油層にエネルギーを与え、油層内

の圧力を高めて回収する「二次回収」で

は、回収率を3～4割に高めることが

できます。

しかし、これでもまだ油層には6～

7割の石油が残されたままです。新規油

田の発見が困難となり、また、石油資源

の大切さが問い直されるたびに、既存油

田からの回収率を上げるための技術の必

要性が高まってきました。こうして注目

されるようになったのが「三次回収」法、

または「EOR（原油増進回収法）」と呼

ばれる技術です。油層の圧力を高める二

次回収に対し、EOR技術は、油層内に

ある貯留岩の中の小さな孔に残っている

油に対して、熱や炭酸ガスなど他のエネ

ルギーを使い、物理的、化学的に性状を

変化させて、回収します。

世界がEORに期待
EOR技術には様々な方法があります。

代表的なものとしては、熱によって油の

粘性を下げて油を流れやすくする「熱攻

法」、炭酸ガスなどを溶媒として油を抽

出する「ガス攻法」、界面活性剤を圧入

して油と水の界面張力を下げて石油を岩

石からはがしてしまう「ケミカル攻法」

などです。

これら EOR によって、石油の回収

率は6割程度に高めることができます。

EOR技術を用いて回収率を上げること

ができれば、新たな油田を発見したのと

同じ成果が得られるのです。

TRCが日本のEORの牽引役
一般的に油層内は複雑な構造のため、

EORでは高度な技術力が必要とされ、

また、その実施にはコストがかかります。

研究開発も非常に困難を伴いますが、石

油資源の有効回収が重要視されているこ

とから、多くの国でEOR技術の開発が

行われています。

日本では、TRCが特に優れたEOR技

術研究のための施設と総合的・業際的な

研究能力をもっており、基礎研究から産

油国との共同によるフィールドテストま

で、幅広く取り組んでいます。TRCは、

特にガス攻法を中心としたEOR技術の

開発を積極的に進めています。

世界的に大規模油田の新規発見が難しくなり、また、探鉱や開発にかかるコストも上昇

している状況の中で、既存油田の可採埋蔵量を増やす様々な技術に期待が集まっています。

EORは、熱や炭酸ガスなど他の種類のエネルギーを使って石油の回収を促進します。

■EORの概念（例：ガス攻法）

貯留岩層

炭酸ガス圧入 炭酸ガス圧入

生産井

油 油
炭酸ガス 炭酸ガス

■原油回収法の分類 ■EORによる増産の概念

EOR実施

生
産
量

年 数0

EORによる
増産分

集

貯留岩サンプル
※原油増進回収法に関しては、EORのほか、水平坑井法などを加えた IOR（Improved Oil Recovery）という広義の言葉も近年使用されています。

石油の回収技術

既存油田の回収率を高める EOR技術への期待
E n h a n c e d  O i l  R e c o v e r y

水 攻 法 ガス圧入（圧力維持）

二 次 回 収

自 噴 採 油

一 次 回 収

人 工 採 油

（ポンプ採油、ガスリフト採油）

EOR（原油増進回収法）

三 次 回 収

熱 攻 法 ガ ス 攻 法 ケミカル攻法 そ の 他



FeatureFeatureFeatureFeatureFeatureFeatureFeatureFeatureFeatureFeatureFeatureFeatureFeatureFeatureFeatureFeatureFeatureFeatureFeatureFeatureFeatureFeatureFeatureFeatureFeatureFeatureFeatureFeatureFeatureFeatureFeatureFeatureFeatureFeatureFeatureFeatureFeature

4 JOGMEC  NEWS 5JOGMEC  NEWS特集「EOR 技術で世界に貢献」特集「EOR 技術で世界に貢献」

EORに関する研究成果を世界で共有する

「IEA/EOR
 国際共同研究プロジェクト
 年次総会」開催
EOR に関する総合的な技術開発を世界レベルで進めるため、各国の

EOR研究者・関係者が集い、ワークショップやシンポジウムなどを通

じて研究成果などを報告し、情報交換し合う国際会議「IEA/EOR国際

共同研究プロジェクト年次総会」が、9月 25日から29日にかけて、

千葉市・幕張にある TRC（技術センター）で開催されました。石油価

格の高値推移が続き、石油回収技術への関心が高まる中での開催となっ

た今年次総会には、主催国日本をはじめ各国から多くの技術者や関係企

業が参加しました。

EOR技術で世界に貢献特 集

共同研究プロジェクトの意義を確認
IEA（5ページ参照）が国際協力事業

の一環として設置している IEA /EOR

国際共同研究プロジェクトは、現在、日

本を含めた12か国で構成されており、日

本は1979年のプロジェクト発足時か

ら参加しています。このプロジェクトで

は、参加各国からの研究成果報告からなる

ワークショップおよびシンポジウムと、プ

ロジェクト運営のための執行委員会からな

る年次会議が、参加国持ち回りで毎年開催

されます。今回の日本開催は85年と95

年に次いで3回目となりました。

2日間にわたって行われたワーク

ショップには35人（うち日本人10人）

が、また、「IOR に関するシミュレー

ション技術の進歩」をテーマに行われた

シンポジウムには89人（同65人）が

参加。合わせて15か国から36件の研

究成果について発表があり、討議が行わ

れました（日本からは8件発表。うち

JOGMEC関係では「日本における過去

10年間のEOR/IOR調査活動と将来の

展望」など6件）。

シンポジウムには、日本の民間各社の

ほか、同時期に日本で研修を受けていた

TRC海外技術者研修「油層工学コース」

の参加者 15か国 16人が聴講生とし

て出席しました。EOR技術の最新研究

成果を直接学ぶことができるということ

で、参加者、研修生とも、興味深く報告

を聴いていました。

IEA/EOR国際共同研究プロジェクト

議長を務めるノルウェーのアンナ・イン

ガー・エイデさんは、「この共同研究プロ

ジェクトには、石油の埋蔵量を増やすと

いうこと以外に三つの意義があります。

一つ目は、EOR技術の成果を世界にプ

レゼンテーションすること、二つ目が、

EORに関する国際ネットワークの維持・

拡大を図ること、そして三つ目が、この

分野でのエキスパートの流出を防ぎ、次

代の若い人たちに技術を移転していくこ

とです。今年の日本での会議において、

それを確認することができました」と語

り、今年次総会の成果を強調しました。

なお、次回 2006 年の年次総会は、

フランスで開催される予定です。

IEA/EOR国際共同研究プロジェクト
は、一般的な国際学会に比べ規模は小
さいものの、参加国の中心メンバーは比
較的固定されており、互いがファースト
ネームで呼び合うなどフレンドリーな雰
囲気の中で討議や意見交換が行われるの
が特徴です。
そうしたなかで、とかくアメリカを中

心に研究開発が進められているEOR技
術について、ヨーロッパ参加国における
研究情報や、ロシア、中国、中欧諸国な

どの研究動向、技術レベルを知ること
ができたこと、また、互いのネットワー
クを築くことができたことは、参加者に
とってたいへん貴重な機会となったので
はないでしょうか。
また、シンポジウムを聴講した産油

国からの研修生にとっても、こうした国
際会議の存在や先端技術の数々を知るこ
とができたことは意義深く、それは IEA
にとっても、JOGMECにとっても、と
てもよい出来事だったと感じています。

フレンドリーな雰囲気の中での国際会議

第4次中東戦争に端を発した

第1次石油危機後の1974年、

OECD（経済協力開発機構）内

の機関として設立。現在26か

国が加盟。加盟国における石油

を中心としたエネルギーの安全

保障や、中長期的に安定的なエ

ネルギー需給構造を確立するこ

とが目的。石油供給のほとんど

を海外に依存する日本にとって

IEAは、石油の安定供給が途絶

した際の IEAによる国際協調放

出実施など、エネルギー安全保

障上、極めて重要な国際機関と

いえる。日本は、IEA の諸活動

に積極的に参加しており、79年

に参加した「IEA/EOR国際共同

研究プロジェクト」もその一つ。

同プロジェクトはJOGMECが

日本の代表を務める。

岡津 弘明
おかつ・こうめい　IEA/EOR国際共同研究プロジェクト日本代表
JOGMEC石油・天然ガス開発R＆D推進グループ石油工学研究チーム・チームリーダー

日本のエネルギー安全保障に
欠かせない国際機関

International Energy Agency ( IEA )

国際エネルギー機関

（⬇）IEA/EOR国際
共同研究プロジェ
クトのロゴマーク
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EORへの世界の期待と
日本の技術

石油資源の有効活用が課題

一般の方のイメージでは、石油は地下

にプールのように溜まっていて、そこに

井戸を掘れば滾
こんこん

々と泉のように湧き出る

と思われている方も多いと思います。し

かし、実際はそうではなく、岩石中にあ

る何ミクロンという小さな空
くうげき

隙（スキマ）

の中に入り込んだ油を、自然の圧力や人

工のエネルギーを使って回収しているわ

けです。しかも、その回収率は通常3

～ 4割ということですから、いかに石

油を採取することが難しいことであるか

が、お分かりいただけると思います。

油田に眠る石油の有効活用は化石エ

ネルギーに依存する人類にとって大き

な課題であり、油層評価を含め、EOR

技術をはじめとする原油回収率向上の

ための様々な技術が、これに応えてい

るわけです。

大産油国もEORに関心

石油がなければ現在の繁栄はなかった

といえるほど、日本と石油は強い関係

があります。私は学生時代を含め、30

年あまり EORの研究に携わっています

が、すでに当時から世界的に新規油田の

発見数が減り始めていた中で、新たに油

田を見つけることと同じくらいの効果を

もたらす EOR技術にとても魅力を感じ

ていました。

EORにはコストもかかりますし、失

敗に終わるリスクもあります。海外では

かつて、EORにお金をかけるくらいな

ら新規探鉱に投資したほうがまだまし、

といった見方や意見がありました。私

が95年にクウェートとの共同研究を模

索していたころ、中東の巨大油田では、

特集「EOR 技術で世界に貢献」

EOR適用に関する認識はほとんどあり

ませんでした。

しかし、近年では、その中東でさえ、

EORに強い関心を持ち始めています。

石油需給の逼
ひっぱく

迫や生産の減退傾向を背景

に、EORの重要性が世界的に伝えられ

るようになり、また、TRCの研究チー

ムが積極的にEORの効果や経済性の成

果を示していったことで、国営石油会社

の中にEOR部門を組織する国や、TRC

の技術提案に対して、「ぜひ一緒にやり

ましょう」と応えてくれる国も出てきた

のです。

期待される炭酸ガス攻法

世界に誇れるEOR技術として、TRC

が注力しているのが、ガスを活用した攻

法です。近年研究を進めている炭酸ガス

攻法の実験研究では、原油回収率が大幅

に改善されることが分かっています。

油層に圧入される炭酸ガス（二酸化炭

素：CO2）は一般的に、自然の炭酸ガス

田から採取して使いますが、TRCは日

本企業が高い技術をもつ発電所などの排

気ガスからのCO2 分離技術に着目し、

これを圧入ガスとして使用する方法の検

討を行いました。中東など炭酸ガス田が

少ない地域では、製油所、発電所などか

ら出る排気ガス中のCO2 を取り出して

使う方法が有効であると考えられます。

CO2 の活用は地球温暖化対策としても

効果的なことから、低コスト化も図られ、

実用化に近づいています。

海外で生かす日本の技術

TRCでは1972年の設立以来、EOR

技術の研究開発を事業の柱ととらえ、民

間企業との連携のもと、基礎研究や実証

実験、国内外でのフィールドテストなど

に取り組んできました。TRCがEORに

注力するのは、資源に乏しい日本にとっ

て石油資源の有効活用は国益にもつなが

る重大なテーマであるという認識が官民

双方にあり、そこに生かせる技術をもっ

ていれば、海外に積極的に進出し、産油

国とも対等にわたり合うことができるか

らです。

資源の確保や有効活用ということだけ

ではなく、地球環境を考えた、日本なら

ではのEOR技術を海外に提示していくこ

とで、TRCや日本企業が世界に貢献でき

る場をさらに広げていきたいと思います。

特集「EOR 技術で世界に貢献」

EOR技術への世界の期待に対して、日本やTRCはどのような役割を果たすことができるのか。

TRCで EOR技術に長年取り組んでいる大野健二グループリーダーに、世界における EOR技

術の潮流、TRCの EOR研究開発の取り組みなどについて聞きました。

EOR技術で世界に貢献特 集

大野 健二
おおの・けんじ　JOGMEC石油・天然ガス開発R＆D推進グループ
グループリーダー

「地球環境に配慮したEOR技術で
 世界貢献」

■ X線CTスキャナーを用いた特殊コア分析装置

油層を評価する上で、地下から採取される岩石サンプル（コア）の特性把握は重要で、

その分析法も重要な技術。TRCでは、産業用・医療用として広く利用されているX線

CTスキャナーに独自で改良を加えることで、これまでの分析装置にはなかった新たな

機能をもつ特殊コア分析装置として、EOR適用時の流動解析に活用している。

▼圧入実験における
　コア内流動状況の時間による変化

■設　　立：1972（昭和47）年
■所 在 地：千葉市美浜区浜田1-2-2　　TEL.043-276-9212
■主な施設：研究本館、実験棟、研修棟ほか
■主な機能：石油・天然ガスの探鉱から生産に至るまでの石油開発全般にわ
たる技術の研究開発、研究成果とTRCが保有する設備・機器をベースとした
民間企業などへの技術サービス、国内技術者のレベル向上と産油国との国際協
力関係を目的とした教育・訓練、外国の主要石油企業、産油国の国営石油会社
などとの国際研究協力など。

　TRCにおける
　EORの技術開発
1970年代の第一次、二次のオイ

ルショックをきっかけに、EOR技

術に関する研究開発が本格的に始

まる。70年代は主に基礎研究を行

い、80年代の国内での実験を経て、

80年代後半から国内・海外での

フィールド実験へと進む。

日本における石油開発技術のかなめ

技
T h e  T e c h n o l o g y  a n d  R e s e a r c h  C e n t e r

術センター（TRC）

EOR（ガス攻法）実験装置
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2001年10月～ アメリカ多発テロ／アフガン報復攻撃
2003年3月～ イラク戦争

2003年9月～ 2004年6月
OPECの減産決定、中東情勢不安、アメリカの在庫減

2005年8月～
アメリカのハリケーン被害

石油と非鉄金属の価格

■不安定要因を受けて一時急騰

下図は、代表的な原油価格の指標で

ある米国のニューヨークマーカンタイ

ル取引所（NYMEX）で取引されている

テキサス地方産「WTI（West Texas 

Intermidiate）」原油の価格推移です。

石油は国際商品といわれるほど国際間

の移動が激しく、国際政治・経済の影響

を受けやすい商品です。

過去30年を振り返ると、1970年代

の初めと80年代の初めの2回、価格が

急騰しました。73年の第4次中東戦争、

79年のイラン革命をきっかけにしたオ

イルショックの影響によるものです。

その後、価格は1バレル30ドル前

後で推移しますが、世界の石油供給構

造の多様化や石油代替エネルギーの開

発、省エネルギー対策の進展などにより、

90年の湾岸戦争や2001年のアメリ

カ同時多発テロなど不安定要因を受けて

一時的には急騰するものの、80年代半

ば以降、長い間おおむね10～30ドル

間での安定推移が続きました。

しかし、ここ数年、原油価格は高騰を

続け、今年に入り 1バレル 70ドルの

史上最高値を付けるなど、高値推移が続

いています。価格高騰の背景としては、

OPEC（石油輸出国機構）の余剰生産

能力の低下や、中国をはじめとする世界

需要の増加、中東情勢やハリケーン被害

などによる供給面のリスク、それらを理

由にした投機資金の流入などが考えられ

ます。

■様々な原油価格

原油価格には「スポット価格」「先物

価格」など様々な種類がありますが、最

も重視されているのが「先物価格」で、

先物価格に連動して、他の原油価格が決

定されています。特にNYMEXのWTI

原油先物は、世界の原油価格を決定する

指標として認知されています。

NYMEXのほか、欧州の「北海ブレン

ト原油」を取引している「ICE Futures

（旧 IPE）」と、東京・日本橋にある「東

京工業品取引所（TOCOM)」の三つが、

世界の三大石油先物市場と呼ばれていま

す。TOCOMで上場されている原油先

物はアジア向けの中東産原油で、アラブ

首長国連邦産出の「ドバイ原油」と、オ

マーン首長国産出の「オマーン原油」の

価格を基準としています。

■石油備蓄の維持管理なども

石油をめぐる世界情勢は今後も不安

定な状態が続くと予想されています。

JOGMECでは、原油価格の動向に注視

するとともに、緊急時の放出に備えて、

石油備蓄の維持管理に努めています。

最近、原油価格に関するニュースを新聞やテレビで見聞きすることが多くなりました。近年上昇傾向

にあった原油価格は、史上最高値を付けています。一方、原油と同じく、日本にとって重要な資源で

ある非鉄金属の価格も近年大きな変動を見せています。世界情勢や需給バランスの影響で、石油や非

鉄金属の価格は刻々と変化します。これら資源のほとんどを輸入に頼っている日本。価格の変動は、

経済や産業はもちろん、私たちの暮らしに大きな影響を与えます。

■ベースメタルとレアメタル

私たちの身の回りには、様々な非鉄金

属が使われています。ベースメタルと呼

ばれる銅や鉛、亜鉛などは電線やメッキ

用、合金用などの素材として使われます。

また、モリブデンやコバルトなどのレア

メタル（希少金属）は、エレクトロニク

スや原子力、航空、宇宙などの先端産業

に欠かせない原材料として使用されてい

ます。これら非鉄金属も、海外の市場を

介して取引されています。

■鉱種によって異なる取引

非鉄金属のうち、銅やニッケルなどの

取引価格は、ロンドンにある非鉄金属専

門の商品取引所で取引される「LME価

格」（11 ページ「なんでも Q&A」参

照）を基本に設定されるのが一般的です。

LME価格は市場の需給を反映し、重要

な指標として機能していますが、様々な

要因により変動します。

需給変動の要因としては、「景気の変

動」や「供給の非弾力性」「不測の供給

障害」「投機の影響」などが考えられます。

供給の非弾力性とは鉱山の生産を需要の

増減に応じて調整することが難しいこと

をいい、不測の供給障害には鉱山でのス

トライキや自然災害の発生なども考えら

れます。

一方、クロムやモリブデンなどには実

際の取引場がなく、金属専門雑誌が独自

の調査網によって取引価格を掲載し、そ

れらを参考に生産者や加工業者などが二

者間ベースで取引しています。また、最

近ではインターネット上で価格を公表

し、取引を行っている鉱種もあります。

海外鉱山でストライキが発生したり、

政情不安な国で内乱が発生したりする

と、必要な資源が手に入らなくなったり、

金属価格が暴騰して経済的な影響が生じ

たりする可能性があります。また、銅な

どは、海外の多くの鉱山が一部の限られ

た企業（「非鉄メジャー」）に所有されて

おり、価格や供給に大きな影響力をもっ

ています。

■供給構造が弱い非鉄金属

一方、レアメタルは限られた国から輸

入しているケースが多く、価格は世界情

勢に大きく影響され、これまでにも戦争

や内乱、ストライキなどで深刻な供給障

害が発生しました。産業や暮らしを支え

る重要なレアメタルであるにもかかわら

ず、その供給構造はきわめて脆弱なのが

現状です。

JOGMECでは、金属資源の安定供給

に対応するため、国家備蓄を行っている

ほか、需給や価格動向に関する調査など

を行っています。

■ WTI 原油価格の推移（NYMEX） ■ニッケル価格の推移（LME）

原　油　　  価　格
～石油は国際情勢の影響を受けやすい国際商品～

非　鉄　金　属　　　価　格
～非鉄メジャーが価格や供給に大きな影響力～

げんゆ
かかく

ひてつきん
ぞくかかく

■モリブデン*1 価格の推移

【LME】
ロンドン
金属取引所
（非鉄金属） 金属専門雑誌

（クロム・モリブデン等）

インターネットで
価格を公表

生産者 加工業者

【NYMEX】
ニューヨーク

マーカンタイル取引所
（WTI原油）

【ICE Futures （旧IPE）】
ICE*先物取引所
（北海ブレント原油） 【TOCOM】

東京工業品取引所
（ドバイ原油・オマーン原油）

原油価格を決定する
三大石油先物市場

鉱種によって異なる
取引方法

価
格 

て

  

ど
う
や

て
決
ま
る
の
？

例えば・・・

* ICE=IntercontinentalExchange

*1　モリブデン（Molybdenum）＝主に銅の副産物として生産され、ステンレス、スーパーアロイ（耐熱・耐食合金）、触媒などに使用される。
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（出典：Metals Week）

年

・ニューカレドニア（SLN社）
　のストライキ長期化
・キューバ、石油危機で製
　錬所の操業中断　など

・カナダ（インコ社）のストライキ懸念
・ロシアの輸出停滞
・LME在庫量減少　など

年

・中国鉱山（葫蘆島、金堆城 ほか）の事故による生産減
・カナダ（エンダコ鉱山）の土砂崩落事故
・供給不足懸念に伴う投機筋の介入　など

・鉄鋼向け需要増大（特に中国における原料不足）
・原鉱石の焙焼能力不足による精鉱供給の遅れ　など

・銅減産などによる供給量減少
　に伴う投機筋の介入　など

・ステンレス生産
　増加による供給
　不足　など

・ステンレス生産増加や新規鉱山開発の遅れなど
　による中長期的な供給不足懸念
・カナダ（インコ社）のストライキ
・投機筋の介入　など

・豪州新規ニッケルプロジェクトの停滞
・カナダ（インコ社）、ニューカレドニア（SLN社）のストライキ
・ステンレス生産増加による供給不足懸念　など

SU（ /㎏） SU（ /㎏）
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資源・エネルギーの問題を
ユーモアと思いやりの心で伝えよう

各界の著名人に、資源やエネルギーにまつわる思いやエピソードを語っていただくコーナーです。

データファイル　｜　Q&A

銅やアルミなど非鉄金属の

個々の取引価格は、一般的に、

ロンドンにある非鉄金属専門の商品取引

所（London Metal Exchange）で取引

される「LME価格」を基本としています。

企業間での取引価格は、このLME価格を

ベースに、各国、各地域における輸送コス

ト、支払い条件などを考慮して、LME価

格＋αとして当事者同士で設定され、取

引が行われています。

LMEでは現在、銅、鉛、亜鉛、アルミ

ニウム、ニッケル、スズの6鉱種のリン

グ取引 *1 が行われています。一日のうち、

午前に2回、午後に2回、各金属5分間

の取引が行われ、午前の2回目の終値が

公式価格として発表され、国際的な取引

指標となります。

なお、LMEでの取引時間以外の取引も、

LMEの取引とみなされます。これを「オ

フリング取引」といいます。

鉱山・製錬所での事故やストライキに

よる生産障害、短期的な需給のくいちが

いなどにより、LME価格は著しく乱高下

することもありますが、市場の需給を反

映した重要な指標として機能しています。

A
nswer

非鉄金属を取引する国際的な価格指標

「LME 価格」とは何の値段ですか？

世界的な非鉄金属関連企業（非鉄

メジャー）は、企業買収などにより、

収益力を高めるとともに、資源供給

のシェアを拡大しています。

それにより、非鉄金属の世界市場

は集中化（寡占化）が進んでいます。

非鉄メジャー7社の銅鉱山生産量の

シェアは、1990年代の約3割から、

現在約5割までに拡大。その影響と

して、非鉄メジャーによる原料価格

決定力が強化されています。

買収または合併の代表例として、

1995年にRTZ社（英）とCRA社

（豪）が合併してリオ・ティント社

（英）を設立しました。2001年には、

BHP社（豪）とビリトン社（英）が

合併し、BHPビリトン社（豪）を設

立しています。

このほかにも様々な買収・合併が

行われました。また、非鉄メジャー

の事業展開は、銅・ニッケル・金な

ど特定鉱種へ特化するもの、鉄・石

炭など多くの鉱種へ多角化するもの、

と多様化しています。

Data File |
買収や合併で非鉄メジャーの影響力が増大

キーワード
「 銅生産企業の寡占化の進行 」

なんでも

Q&A Q
uestion

0

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

2003年1990年

世界合計

2,978
（33%）

6,489
（47%）

13,670

8,960

7 社合計

（千トン）

銅
純
分
量

◆コデルコ社（チリ）
◆フェルプス・ドッジ社（米）
◆BHPビリトン社（豪）
◆グルーポ・メヒコ社（メキシコ）
◆リオ・ティント社（英）
◆アングロ・アメリカン社（英）
◆フリーポート社（米）

７社計
７社企業

７社シェア

その他
世界計

2,978
1,197
540
101
171
470
335
164

5,982
8,960

6,489
1,673
998
915
838
788
670
607

7,181
13,670

33% 47%

1990年 2003年

（出典：Raw Materials Data）

◆＝銅部門集中型メジャー　◆＝多鉱種多角化メジャー

■銅価格の推移（LME）

シリアスな問題は

危機感に訴えてはだめ

資源・エネルギーの問題は、地球の行

く末にかかわる大きなことで、環境とも

密接な関係があります。そういう意味で

もJOGMECの活動を広く社会に知らせ

ていくことは、とても意義があることだ

と思います。

実際JOGMECの事業の中には、まだ

まだ一般には知られていない興味深いも

のがたくさんある。『Jニュース』の創刊

号を見ても、LPガスの国家備蓄や石油

の可採年数の話など、「へえー」と思わ

される事実がけっこう載っています。

ただ、こうしたシリアスな問題を伝え

るには、ユーモアのセンスと、受け手の

気持ちを思いやる心が必要です。例えば、

もしも石油がなくなったら大変なことに

なるぞといったアプローチがあります

ね。欧米では、CMなどでもこうした危

機感に訴える手法をよく使います。しか

し、日本人はもっと微妙なコミュニケー

ションを好みます。危機感を煽ったり、

おしつけたり、他を誹謗中傷することで

自分を際だたせたりする伝え方は嫌われ

ます。

窮乏生活のCMで

逆説的なメッセージを

  賞をいただいたカップヌードルのCM

も、本当の意味での“hungry?”は飢

餓の問題で、とてもシリアスなテーマな

のですが、腹ぺこでマンモスを追いか

ける原始人のユーモラスな姿を描くこ

とで、多くの人の共感を得られました。

　同じような視点で、資源・エネルギー

をテーマにした、こんな CMまたは

ショートムービーはどうでしょうか。

　登場するのは、地球のために石油も

ガスもない家庭で暮らす家族。ストー

ブを付けずに厚着をして過ごす毎日。月

明かりの下で勉強をする子どもが、消

しゴムを探すけど見当たらない。親い

わく「唾で消しなさい。我が家には石

油製品もありません」。こんな一家の生

活をおもしろおかしく描いた最後に「石

油しっかり貯めてます。明日のために

JOGMEC!」といったキャッチを出す。

　こうしたアプローチなら「やっぱり

石油もガスもいるよね、大切にしたい

よね、備蓄も大事だよね」といったメッ

セージが届くでしょう。

　また、資源問題とはまったく関係なさ

そうな人に JOGMECの事業の中から

“びっくり”を発見してもらうのも効果

的です。ヘビーメタルのアーチストが

レアメタルを紹介する「ヘビメタ野郎

のレアメタ探訪」などもおもしろいか

もしれませんね（笑い）。

「驚きの事実」を伝えて

　突然、石油や備蓄と言われるとびっく

りしますが、そこから我々生活者との

つながりをどう探っていくかが大事な

こと。資源・エネルギーに関するちょっ

とした「驚きの事実」を、これからもユー

モアと思いやりの心で伝え続けてくだ

さい。

東北新社取締役ＣＭディレクター、多摩美術大学教授

なかじましんや　1959年福岡県生まれ。日清カップヌードル“hungry?”でカンヌ国

際CMフェスティバルグランプリ受賞。このほかPARCOグランバザール（東京ADC賞）、

アリナミンVシュワちゃん（全日本CM放送連盟賞）、ナショナルのあかり（全米放送協

会賞）、サントリー燃焼系アミノ式（ACC賞）など、多くのCMを制作。

Opinion

vol.2
中島 信也

オピニオン

*1　リング取引＝リングと呼ばれる円形の取引場に LME
本会員が集まって行われる取引

■非鉄メジャー7社の銅鉱山生産量シェア（1990年・2003年）
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ザンビア･ローデシア国境紛争
オイルショックに伴う金属への投機熱

第2次オイルショック
銅山･製錬所閉鎖による供給逼迫

非鉄全面高
ペルー長期ストなど供給減

ブラックマンデー
アジア経済危機

中国の需要拡大
大手鉱山生産調整による供給減
グラスベルグ鉱山の事故

ドル安
投機資金の金属への流入

チキカマタ鉱山スト懸念

 （US$/トン）

中島さん：備蓄タンクに目を書き入れるだけで、キャ
ラクター「びちくん」になります。かわいいでしょ。
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JOGMECからの様々なお知らせです。最新の事業紹介やニュース、イベントなどをご紹介します。
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9月28日に TRCにて開催された「IEA/EOR国際共同研究プロジェクト年次総会」の
シンポジウムの様子。

国際エネルギー機関（IEA）は9月3日、
米国の大型ハリケーン「カトリーナ」による
石油施設などの被害の状況を踏まえ、加盟
国が協調して日量200万バーレルの石油備
蓄を30日間放出することを決定しました。
我が国は、民間備蓄義務日数を3日分引き
下げる措置を講じることにより、民間石油
備蓄の放出を行いました。
今回ＩＥＡは石油製品の放出を期待しました。

JOGMECが国からの委託を受け管理している
国家備蓄石油（約5,000㎘）は原油のみであ
ることもあり、我が国は石油製品を含む民間
備蓄の放出による対応を決定しました。しか
し、予期せぬ供給不足に対応するための国家
備蓄の位置付けは大きく、JOGMECは引き
続き緊急時にはいつでも機動的に備蓄を放出
できる体制を維持しています。

シュルンベルジェ社（米国）は10月5
日、JOGMECとの共同研究により開発し
た、新しい石油掘削時検層装置『EcoScope
®』について日本地層評価学会にて発表を
行いました。EcoScope®は、油ガス田の
掘削の際に、中性子などを用いて地層の特
性を分析する装置。核となっている「パル
ス中性子発生装置」は、中性子の発生を電

気的に制御する装置で、JOGMECの技術
センター（TRC）とシュルンベルジェ社が
共同開発しました。
従来の装置では、放射性化学物質を

使って常時中性子を発生させる必要があ
るために、安全性の面で問題がありまし
た。EcoScope®はこれまでの放射性化
学物質を使用しないため、作業上の安全性
が格段に向上。油ガス田を掘削する際に
EcoScope®を用いることで、より安全な
作業が可能になると期待されます。

立地決定から約7年の歳月と約325億
円の総事業費をかけて建設を進めてきた長
崎県福島町の「福島国家石油ガス備蓄基地」
が完成し、操業開始に伴い、10月11日、
JOGMECは国と共催して完成記念式典を
執り行いました。福島基地は全国5か所（他
の4か所は石川県七尾市、茨城県神栖市、
愛媛県今治市、岡山県倉敷市）で建設が進
められている国家石油ガス備蓄基地のうち

の一つで、今年7月に完成した七尾基地に
続く国内2番目の基地です。石油ガスの国
家備蓄は、1990年の湾岸危機の経験を踏
まえて事業が開始されたもので、2010年
度に150万トン（約40日分）の国家備
蓄目標の達成を目指し、JOGMECは、国
からの委託を受けて建設を進めています。

JOGMECは、カザフスタン共和国の北
カスピ海沖合鉱区においてインペックス北
カスピ海石油株式会社（本社・東京）がイ
タリアのアジップ社などと共同で行ってい
る「カシャガン油田開発事業」について、
日本のエネルギー安定供給に役立つ案件で
あり、技術的・経済的にも妥当であると判
断されたことから、債務保証対象プロジェ
クトとして採択しました。このプロジェク
トは2008年中に原油生産開始が予定さ
れており、2010年中には日量45万バレ
ルの生産水準を達成する見込みです。
カシャガン油田は、2000年に発見され

た大規模油田で、過去30年間に発見され
た油田の中で最大級とされています。

  9月
ハリケーン被害による
IEAの動向と日本の対応

10月11日
福島国家石油ガス（LPガス）
備蓄基地が完成

10月26日
カシャガン油田開発事業
を債務保証対象プロジェ
クトとして採択

●福島国家石油ガス備蓄基地
貯蔵方式：地上低温タンク方式
貯蔵能力：20万トン
　　　　　　プロパン5万トン×3基
　　　　　　ブタン　5万トン×1基（　　　　　　　　　）

10月5日
安全性の高い石油掘削時
検層装置を開発

表紙

JOGMECの表記は、当機構の英
名（Japan Oil,Gas and Metals 
National Corporation)の頭文字
を組み合わせています。 

■シンボルマークは地球をモチーフ
世界規模で地質構造調査・探査を行っていることをデザイン
コンセプトとして開発しています。

■3つの形は石油・ガス・非鉄金属鉱物資源を表現
地球全体の一部をトリミングして、大きな地球の存在を創造

しています。

■3つのカラーは「自然」「大地」「誠実」を表現
「グリーン」「オレンジ」「ブルー」の３色で表現しています。 
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