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躍進する
ペルー鉱業
---現状と課題そして日本の取り組み---

世界遺産マチュピチュの空中都市や
ナスカの地上絵などで名高い、南米ペルー。
同国はまた、世界有数の鉱業国として知られています。
現在、歴史的な非鉄市況の高騰、高止まりにより、
ペルー鉱業は活況を呈し、
金属資源のほとんどを輸入に頼る我が国への
ベースメタル※1供給拡大への期待が高まっています。
今号は、ペルー鉱業の現況と、
探鉱活動強化など我が国の取り組みを紹介します。

成長著しいペルー鉱業

高騰する非鉄市況とペルー鉱業の今

日本のベースメタル輸入拡大

※2 2006年生産実績で、銅3位、亜鉛3位、金5位、銀1位、モリブデン3位等。（ペルー エネルギー鉱山省 資料）
※3 World Metal Statistics ： 英国に本部を置く金属資源に関する世界的な統計機関。

※1 ベースメタル ： 非鉄金属の中で、特に銅、亜鉛、鉛、アルミニウムなどの金属を指す。
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 銅、亜鉛
（単位：千トン）

 金
（単位：トン）

■ペルー 銅／亜鉛／金の鉱山生産量推移《出典：ペルー エネルギー鉱山省》

銅 金 亜鉛ペルーは鉱産物資源が豊富で、多く

の鉱種で世界の主要な生産国※2と

なっています。この数年、経済発展が

著しいBRICsを中心とする金属需要

の高まりとともに非鉄市況が高騰。

ペルーの2006年鉱産物輸出額

は、前年比48％増の144.6億ドルに

達し、ペルー全体の輸出額の61.7％

を占めるなど、鉱業は同国の基幹産

業として急成長を遂げています。

特に、経済価値の高い銅、亜鉛、金の

近年の生産拡大は特筆され、この

10年でほぼ倍増しました（右上グラ

フ）。これは、1990年代のフジモリ

政権時代の民営化政策や外資促

進政策により、多くの外国企業がペ

ルーに進出し、アンタミナ鉱山や

ヤナコチャ金山など大規模鉱山が

誕生したことや、既存鉱山が相次い

で拡張されたことが大きく貢献し

ています。現在、銅などの開発案件

も目白押しで、今後5年間で100億

ドルを超える鉱業投資が見込まれて

います。

また最近では、世界的なウラン鉱石

の供給懸念やウラン価格の高騰か

ら、ペルーのウラン資源が注目され

始めています。

我が国は、2007年に入り、ペルー

からのベースメタルの輸入量が

急増しています。銅については、

Wor ld  Metal Statistics※3による

と、2007年1月から10月までの輸入

量が、前年同期の約2.3倍の51.7

万トン（精鉱量）。亜鉛については、

国際鉛･亜鉛研究会によると、前年

同期の63％増の17.8万トン（金属

量）と、大幅に拡大しました。これに

より、ペルーは我が国精鉱輸入相手

国として、銅についてはチリ、インド

ネシアに次いで3番目（2006年5

位）、亜鉛はオーストラリアを抜いて

トップ（2006年2位）に躍り出る見

込みです。

日本企業による鉱業活動への投資も

活発化しています。1968年より40

年にわたり操業を続けているサンタ

ルイサ鉱業株式会社（三井金属鉱業

株式会社70％、三井物産株式会社

30％）によるワンサラ鉱山をはじめ、

1999年三菱商事株式会社が資本

参加（10％）したアンタミナ鉱山、

また2004年住友金属鉱山株式

会社及び住友商事株式会社が資本

参加（21％）したセロベルデ鉱山は、

2007年からの銅精鉱の日本の輸入

増加に大きく貢献しています。

さらに、2006年には三井金属鉱業

株式会社100％出資によるパルカ

亜鉛鉱山が誕生、2008年よりパン

パシフィック･カッパー株式会社がケ

チュア銅開発プロジェクトに着手す

るほか、2007年10月には、住友金

属鉱山株式会社がペルーでの探鉱

活動強化のために現地法人を設立

しています。

このような日本企業の活動の拡大と

ともに、ペルーは我が国へのベース

メタル供給国として、ますますその重

要性を高めています。

活発化する日本企業の活動

ペルー最大のアンタミナ銅・亜鉛鉱山《写真提供：三菱商事株式会社》 ペルー ワンサラ鉱山《写真提供：三井金属鉱業株式会社》

ペルー セロベルデ選鉱プラント《写真提供:住友金属鉱山株式会社》

特 集
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鉱山 銅開発プロジェクト

■日本企業が権益を所有する鉱山と
主な銅探鉱開発プロジェクト位置図（2008年1月現在）

リマ

■権益比率
三井金属鉱業株式会社：70％
三井物産株式会社：30％
■生産開始／1968年
■2006年生産量
亜鉛：32,142トン
鉛：13,286トン

ワンサラ鉱山

2007年4月、中国の紫金鉱
業集団グループが、銅開発プ
ロジェクトを所有する英国モ
ンテリコメタルズ社を買収

リオブランコ

2008年より、パンパシフィッ
ク･カッパー株式会社が調査を
開始

ケチュア

2007年8月、中国国営アルミ
公社（チナルコ）が、銅開発プロ
ジェクトを所有するカナダ・ペ
ルーカッパー社を買収

トロモチョ

2007年12月、中国の五鉱集
団公司及び江西銅業集団公司
が、銅開発プロジェクトを所有
するカナダ・ノーザンペルー
カッパー社を買収提案

エルガレノ

2007年4月、ペルー政府入札
の銅開発プロジェクトを、アン
グロアメリカン社が落札

ミチキジャイ

JOGMECは、カナダ･ノーザン
ペルーカッパー社とのJV契約
により、探鉱活動を継続中

パシュパップ

■権益比率
三井金属鉱業株式会社：100％
■生産開始／2006年
■2006年生産量
亜鉛：14,164トン

パルカ鉱山

■権益比率
三菱商事株式会社：10％
BHP-Billiton：33.75％
Xstrata：33.75％
Teck Cominco：22.5％
■生産開始／2001年
■2006年生産量
銅：390,774トン
亜鉛：178,180トン

アンタミナ鉱山

■権益比率
住友金属鉱山株式会社：16.8％
住友商事株式会社：4.2％
Freeport McMoran：53.6％
Buenaventura：18.2％
一般株主：7.2％
■生産開始／1977年
  （硫化鉱 2006年）
■2006年生産量
銅：96,506トン（SX-EW）

セロベルデ鉱山
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激変するペルーの資源開発環境

※1 自発的拠出金制度 ： 自発的拠出金：向こう5年間に
わたって、金属の国際価格がある一定以上の金額

     （支払いの基準となる年平均の金属価格の下限は、
      銅1.79USドル/ポンド、亜鉛0.778USドル/ポン
ド、金537USドル/オンスなど）になった場合、原則、
利益の3.75％を鉱山周辺地域の貧困対策基金（健
康、教育、職業訓練等）として拠出するもの。2007
年（2006年分の所得をベース）拠出金の総額は
約5億ソーレス（約1.7億USドル）。

大型の銅開発民営化案件「ミチキジャイ入札」

1970年代に日本が官民一体で取り組んだミチキジャイプロジェクトは、ペルー政府による入札が、

当初2006年12月に行われる予定でした。しかし、反対派による鉱山キャンプの焼き討ち事件や

地元指導者の交代に伴う混乱で、一時期、鉱山開発反対派が大勢を占め、入札の実施が危ぶまれ

ていました。

2007年4月になり、政府と地元指導者の対話が実現し、鉱山開発に対する基本的な合意が得ら

れ、2回の延期を経て、4月30日、ようやく入札が実現しました。入札には、中国企業2社を含む

6社が参加し、アングロアメリカン社が、政府の提示した最低入札価格の10倍あまりの4億300万

ドルという破格値で落札し、政府としては結果的に、成功裡に終えることができました。一方、14社

が入札を辞退し、地元住民問題についての評価が大きく2分された結果となりました。

ペルーの鉱業政策について
現ガルシア政権は、法の安定性を保障し、外資導入を促進させていく立場を強調しています。現在、鉱害対策は喫緊の

課題であり、国としても積極的に取り組んでいますが、日本をはじめとする海外の機関に技術援助、資金援助を求めて

いきたい考えです。

具体的に国の取り組むべき課題としては、休廃止鉱山対策と金の不法採掘によるシアン･水銀汚染対策があります。

特に、鉱山の開発・生産者が不在の休廃止鉱山対策については、すでに850カ所の鉱害サイトを抽出していますが、こ

の中から優先度の高いプロジェクトを特定し、具体的な対応策を進め、目に見える成果を挙げることが重要です。現

在、この分野の技術支援を日本に求めており、日本側の早期の協力を期待しています。
エネルギー鉱山省

Inter view

Column

フェリぺ･イサシ鉱山次官

しかしながらペルーでは、好調な鉱

業投資が進んでいる反面、好業績を

上げている企業の余剰利益を対象

とした課税強化の動きや、賃上げを

求める鉱山労働者のストライキ、さ

らに、環境保全や地元への利益還元

を求める地域住民による鉱山反対

運動の頻発など、ペルー鉱業の成長

を妨げる動きが見え始めています。

特に、地元住民による鉱山開発反対

運動の広がりは最も深刻な問題で、

一部では鉱山の操業停止、探鉱開

発活動の停止に発展するケースも

散見されます。

抗議の内容は、鉱山開発が農業用水

や飲料水の汚染につながるとして

鉱山開発そのものに反対するもの

と、昨今の金属価格高騰による収益

拡大に伴い、その利益の地元還元を

求めた条件闘争的なものがありま

す。最近では両者が混在した性格

のものも多く見られます。また、これ

ら抗議行動の背後には、国際的な

鉱山開発に反対する団体や一部の

急進左翼勢力の組織的な扇動が

あるといわれています。

ペルー政府は、こうした問題の解決

に向けて、2006年1月、エネルギー

鉱山省内に社会管理総局を新設し、

鉱山の探鉱開発・操業を行う企業

と地元社会との間に立ち、紛争の予

防、調整を行っています。

また、首相やエネルギー鉱山大臣自

らが、仲介役として、直接現地に乗り

込み、争議の沈静化に努めるなど、

問題解決に向けて積極的に取り組ん

でいます。さらに、2006年12月に

は、企業側と自発的拠出金制度※1

について合意し、地域の貧困対策

やインフラ整備の促進を図ってい

ます。

近年、ペルーから中国への銅精鉱（鉱

石）の輸出が急速に拡大しています。

中国国内での相次ぐ銅製錬所の増

強に伴うもので、2002年の30.4万

トンの輸出量が、2006年には58.8

万トンと約2倍に増加。これはペルー

の銅精鉱（鉱石）の総輸出量の約3分

の１を占め、中国はペルーにとって最

大の銅精鉱（鉱石）輸出国となってい

ます。現在のところ、稼働中の銅鉱山

に中国企業が直接投資している事

例はありませんが、2007年に入り、

中国企業が大型銅鉱山開発案件

を所有するジュニア企業を相次いで

買収（以下参照）するなど、ペルー

を舞台に我が国との銅資源獲得競

争が激化する方向にあります。

①2月：紫金鉱業集団グループが、

リオブランコ銅開発プロジェクトを

所有している英国モンテリコメタ

ルズ社を約1.9億ドルで買収。

②8月：中国国営アルミ公社（チナル

コ）が、トロモチョ銅開発プロジェクト

を所有しているカナダ・ペルーカッ

パー社を約7.3億ドルで買収。

③12月：五鉱集団公司及び江西銅業

集団公司が、エルガレノ銅開発プロ

ジェクトを所有しているカナダ・ノーザ

ンペルーカッパー社を4.6億ドルで買

収提案。

このような中国企業による猛烈なペ

ルーの鉱物資源獲得に向けた動き

は、我が国の持続的かつ安定的な資

源確保を脅かす大きな懸念材料と

なっています。

地元住民による鉱山開発反対運動

の原因の一つは、環境汚染の懸念

によるものですが、ペルー政府は

1990年代から環境関連法の整備

など、鉱害問題に着手しています。稼

働中の鉱山･製錬所での鉱害対策

については1997年に環境適正化計

画を制度化し、操業会社に対する同

計画書の提出とその実行により、多

くは環境改善に向けて着実に進行

しています。

しかし、鉱山の開発・生産者が不在の

休廃止鉱山の鉱害対策など国が責

務を負って実行しなければならない

分野は、行政側の体制や予算措置が

十分でないため、立ち後れており、ガ

ルシア大統領も「国家は、投資を誘

致するための規則を定める法律が遵

守されるよう努めなければならない

のと同時に、環境保全を保証するの

も、重要な勤めである」と、環境対策

に本格的に取り組む姿勢を明らかに

しています。2007年には、休廃止鉱

山の鉱害対策、閉山計画書審査、旧

国有鉱区における鉱害対策、鉱害･保

安監督強化など、政府としての新た

な取り組みを開始しました。

このように、ペルー政府の鉱害問題

解決に向けた自主的な取り組みが進

む中、ペルー政府は、日本をはじめ海

外の政府機関に対し、鉱害対策に関

する技術支援、財政支援を求めてい

ます。

地域住民による反鉱山運動

中国企業の攻勢

鉱害対策への本格的な取り組み
 鉱害発生が懸念される廃滓堆積場
（エルドラド地区）
《写真提供：ペルー エネルギー鉱山省》
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ペルーにおけるJOGMECの活動

現在、非鉄金属資源を海外に依存す

る日本にとって、資源の安定供給を

図るためには、海外資源開発は非常

に重要です。JOGMECは、最もリス

クの高い探査段階のプロジェクトを

積極的に展開し、その一翼を担って

います。

〈これまでの探査成果〉

ペルーにおいて、JOGMECは、過去

に、JICA（旧 国際協力事業団）の委

託を受けたODA（政府開発援助）探

鉱プロジェクト（資源開発協力基礎

調査）や海外地質構造調査で、イスカ

イクルス、パルカ、ケチュアでの鉱床

発見など数々の成果を上げています

（右表参照）。

〈現在の活動状況〉

現在、JOGMECはカナダのジュニア

企業であるノーザンペルーカッパー

社とJoint Venture（JV）契約を

結び、首都リマの北約450kmに位

置するアンカッシュ県のパシュパップ

地域（標高2,800m～4,700m）で

探査活動を実施しています。平成17

年度から開始したこのプロジェクト

では、すでに地質調査や物理探査、ボ

ーリング調査を行い、新たな銅や亜

鉛の鉱徴をとらえ、日本企業への譲

渡を目指して探鉱を継続中です。 パルカ亜鉛鉱山《写真提供：三井金属鉱業株式会社》

■資源開発協力基礎調査の成功例

JOGMECの探査成果

ミチキジャイ鉱床（鉱量4億1,200万トン）の
鉱山開発及びインフラ整備計画を策定

カハマルカ 銅･金

銀･亜鉛･

鉛･銅
イスカイクルス

成果内容等地域名 鉱種
年度

開始 終了

S.47 S.48

S.57 S.60

オヨン地域の成果に基づく継続的調査。
坑道調査と坑内／外ボーリングにより
イスカイクルス鉱床（埋蔵量326万トン）を確認。
鉱山開発及びインフラ整備計画を策定

■海外地質構造調査の成功例

●イラリオン地区：ボーリング・坑道調査により、
鉛･亜鉛鉱床を確認し、企業探鉱へ移行

●ワンサラ地区：ボーリング・坑道調査により、
ワンサラ本坑の北側延長部に銀を伴う優勢な
鉱体を把握し、開発へ移行

●ケチュア地区：ボーリング・坑道調査により、
ポーフィリーカッパー型鉱床を確認

南部
〈三井金属鉱業株式会社〉

北部
〈三菱金属株式会社

（現 三菱マテリアル株式会社）･
  三井金属鉱業株式会社〉

銅･鉛･亜鉛

鉛･亜鉛

成果内容等
地域名

〈負担企業名〉
鉱種

年度

開始 終了

S.45 S.52

●パルカ地区：亜鉛鉱床の発見、企業探鉱へ
移行

中部
〈三井金属鉱業株式会社〉

亜鉛 H.6 H.12

●地化学探査、物理探査、ボーリング調査により、
銅鉱化帯を把握

ケチュア北部
〈三井金属鉱業株式会社〉

銅･鉛･亜鉛 H.7 H.10

S.50 S.57

http: //www.jogmec.go.jp/mric_web/ index.html

地元業界紙や政府幹部との面談を通

して、ペルーを中心に、ボリビア、エクア

ドルなど、各国の最新の鉱業関連情

報を収集し、ニュースフラッシュやカレ

ントトピックス、金属資源レポートとし

て、日本の資源関係者に情報発信し

ています。（右上URL参照）

特に、ペルーでは地域住民問題や課

税強化に繋がる政府や国会内での

議論の行方などについて、またボリ

ビアやエクアドルでは、鉱業税制改

正法案の動向について重点的な情

報収集を行っています。

リマ事務所では、ペルーの大手非鉄

企業の元地質部長を雇用し、銅、亜

鉛、ウランなど、日本企業による権益

確保支援を目指したJOGMECによ

るJoint Venture（JV）探鉱プロ

ジェクトの発掘を積極的に行ってい

ます。また、レアメタル資源のポテ

ンシャルが期待されるボリビアで

は、政府機関などとのJV探鉱プロ

ジェクト実現に向けて、鋭意活動を

行っています。

JOGMECとペルーのエネルギー鉱

山省は、2007年6月20日、首都リマ

で、日本とペルー両国の鉱害防止に

係る法制度や現状等について相互理

解を深めるため、鉱害関連情報交換

会を開催しました。ペルー側からは、

ペルーの鉱業分野の環境政策や休

廃止鉱山の現状と課題などについて

の講演があり、日本側からは、日本の

鉱害防止制度とJOGMECの役割、

本邦休廃止鉱山鉱害防止対策の概

要と事例、チリでの鉱害防止技術協

力プロジェクト事例の紹介などを行

いました。

本セミナーを契機として、双方で協

議を重ねた結果、2007年8月、エネ

ルギー鉱山省は日本に対し、休廃止

鉱山対策技術協力及び閉山計画書

審査に関する技術協力の要請を行

いました。

2007年9月10日から14日にかけ

て、ペルー第2の都市アレキーパで

開催された第28回ペルー鉱業大会

にブースを出展しました。この大会

は2年に一度行われるペルー最大の

鉱業大会で、国内外の鉱業関係者を

中心に過去最大の15,000名を超

える参加者と712社に及ぶブースが

出展されました。リマ事務所は、JV

事業や技術開発事業、鉱害対策事業

などを紹介するポスターの展示や､

広報ビデオ上映などの広報活動を

行いました。JOGMECブースには、

バルディビア･エネルギー鉱山大臣

をはじめ多くの鉱業関係者が訪れ、

JOGMECの活動を大いにアピール

することができました。

探鉱プロジェクトの発掘

情報収集と情報発信

鉱害防止技術協力への取り組み

ペルー鉱業大会への参加

JOGMEC
リマ事務所の活動

鉱害関連情報交換会

リマ事務所スタッフ：
前列中央は西川所長
後列左から村井裕子
ヒロミ･モミイ
ルイス･オルドニュス
ホセ･フェルナンデス

●JOGMECホームページ「 VIRTUAL金属資源情報センター」

第28回ペルー鉱業大会にて（右から2人目：バル
ディビア･エネルギー鉱山大臣）

 パシュパップ探査地域《写真：JOGMEC資料》
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リマ事務所からの提言

が社は、約40年にわたって、ワンサラ鉱山の操業を行い、日本への亜鉛原料

鉱石の安定供給に大きく貢献してきました。また2006年3月にはパルカ鉱

山が誕生し、日本国内に鉱山がない中、両鉱山は、我が社の重要な亜鉛原料供給基地

であるとともに、日本の鉱山技術者の育成の場としての役割も期待されています。

また、両鉱山の周辺や内部の探鉱を鋭意行っており、今後、鉱石の埋蔵量の増加な

らびに採掘量のさらなる増加を見込んでいます。さらに、2008年には、パンパシ

フィック･カッパー株式会社（日鉱金属と三井金属の銅部門の合弁会社）によるケ

チュア銅探鉱活動も本格化します。

2007年は、鉱山ストライキや地元住民対策に苦慮した一方、ISO14001の取得や

国家電力網への参入で、電力の安定確保とコスト削減を実現するなど、明るいニュー

スもありました。

JOGMECに対しては、大いに探査成果を出していただき、我々民間企業に繋げてほ

しいと思います。ペルーだけではなく、ボリビアの亜鉛資源ポテンシャルにも注目し

ています。また、鉱害対策面での貢献も期待しています。ワンサラ鉱山から出る酸

性水は、鉱山で中和処理を行い、きれいな水にしてから、河川に放流するなどしっか

りとした鉱害対策を行っています。ところが、周辺の廃鉱では、そのような対策は未着

手なため、下流の住民から、我々の鉱山が河川を汚染していると言いがかりをつけら

れているような状況になっています。例えば、このような企業がカバーできない廃鉱

の鉱害対策を日本の支援でしてくださると我々の企業活動もやりやすくなります。

鉄メジャークラス入りを目指す我が社は、自山鉱比率を2/3にまで高めるこ

とが目標です。ペルーでは、2006年11月に銅精鉱生産を開始したセロベ

ルデ鉱山は、生産される年間18万トン（銅量換算）の銅精鉱の50％を10年間にわ

たって買い取る権利を持っており、これにより当社の銅自山鉱比率（当社が所有する

海外鉱山権益見合いの銅量＋セロベルデ買取権益見合いの銅量）÷愛媛県東予

工場精鉱産電気銅量）は40％程度まで高まりました。2007年11月13日には、

ガルシア大統領御臨席の下、完工記念式典を挙行しました。

2007年10月には、ペルーでの探鉱活動を強化するために、現地法人を設立しまし

た。銅を中心とした案件発掘を行っていますが、ブラウンステージ（経済評価が可

能な段階）の案件発掘は参入条件が厳しく難しいため、グラスルーツステージ（探鉱

の初期段階）のものが中心になると考えます。ペルーで鉱業活動を実施するに当

たっては、住民対策が重要です。社会コンサルタントを活用するなどして、現地の政

治･社会情勢を調査･分析し、地元実力者との合意形成に努めています。また、環境

NGOの動きにも細心の注意を払っています。

JOGMECに対しては、メジャー企業に比べて体力的に不足している我々への探鉱

支援は大変有難く、期待しております。また、その他の活動としては、現時点でカント

リーリスクが高く民間企業が出にくい国、南米ではボリビアやエクアドルなどで先遣

的な投資環境調査やプロジェクト発掘などのアプローチをすることも必要ではない

でしょうか。日頃の日本語での鉱業関連情報提供も非常に有難く、役に立っています。

ＪＯＧＭＥＣへの期待
ペルー進出企業からのメッセージ

資源埋蔵ポテンシャルが高い
国々へのアプローチ

Message

非

我

岡田和也 代表取締役

●本邦企業の円滑な投資活動を促進するため
に、探鉱開発の資金的な支援や技術支援のみ
ならず、本邦企業の活動地域周辺の貧困対策や
インフラ整備、鉱害対策など地域社会への貢献
に向けた経済協力、技術協力等、日本の得意と
する分野の継続的な支援を積極的に行い、日本
の存在感を高めることが重要である。
●現在、エネルギー鉱山省は、我が国に対し、休廃
止鉱山に対する具体的な鉱害対策などの技術支
援・人材育成を求めている。我が国としては、国内
で長年にわたり培ってきた鉱害防止対策に係わ
る制度面、技術面の経験・ノウハウをペルーに積
極的に提供して、同国政府との協力関係を強化し
ていく必要があるだろう。

●情報収集、探鉱プロジェクトの発掘に加え、
今後は相手国政府機関との関係強化、鉱山開
発を中心とした社会開発等のプロジェクト形成
に向けた日本政府機関との連携など、資源外交
への支援活動を積極的に展開していく役割が期
待されている。
●またリマ事務所は、ペルーの他に、ボリビア、エ
クアドル等、資源埋蔵ポテンシャルが高く注目さ
れながらも国家管理を強化する方向にある国々
を管轄しており、今後、これらの国での資源ビジネ
ス拡大に向けて、主導的な役割を担っていく必
要がある。

我が国の選択

JOGMEC
掛札理事長
ペルーで
資源外交を
展開

ペルーは、現在、世界で最も注目されている鉱
業発展国であり、鉱山の開発案件が目白押しで、
今後の生産拡大、日本企業の投資拡大、我が国
への原料供給拡大が期待されている。

期   待

一方、中国企業が相次いで優良案件を買収するな
ど、その攻勢を急激に強めており、我が国との資
源獲得競争が一層激化する様相を呈している。

競    争

しかし、法的安定性の問題や環境汚染等に根ざ
した地域住民問題など、政治的リスクや社会的
リスクが存在し、これらの問題の解決によりはじ
めてペルー鉱業の持続的な発展が実現する。

問    題

こうした我が国の持続的かつ安定的な資源獲得
に脅威となっている状況から、官民一体となった
多面的･総合的な資源外交を推し進めていく必
要がある。

総合的

外    交

リマ事務所の役割

バルディビア･エネルギー鉱山大臣（中央）との会談

ジャンピエトリ第一副大統領（右）と
握手を交わすJOGMEC掛札理事長

掛札理事長が、
2008年2月
11日～13日に
ペルーを訪問
し、ジャンピエ
トリ第1副大統領及びバルディビア･エネルギー
鉱山大臣と会談しました。
掛札理事長は、ペルーの良好な投資環境の継続
を希望し、石油・天然ガス分野でも共同事業の実
現を目指すことを表明しました。

SUMITOMO METAL
MINING PERU S.A.

町田 稔 社長

サンタルイサ鉱業
株式会社
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10年間で約9倍の価格に高騰

原油価格高騰の背景と今後

Topics
マにした「介護マンガ」を描くことになるだ

ろうと思っています。

すでに『島耕作』シリーズの中で、二酸化

炭素の排出量が削減されず、地球の温暖

化が進んだらどうなるか、事細かに描いて

います。平均気温が上がって日本は亜熱

帯域になるのではないかと危ぶまれてい

ますし、南極でも北極でも氷がどんどん溶

け、海面が上昇し続けている。環境省によ

れば、海面が１ｍ上昇すると日本の砂浜の

90％が消失し、渡り鳥の餌場となっている

干潟などもなくなると言われています。地

球温暖化は、もう待ったなしの問題になっ

ているんですね。だからこそ、二酸化炭素

の排出量の削減に、世界中が本当に真剣に

取り組まなければいけないと思っています。

日本が京都議定書の削減目標を達成する

ためには、いわゆる「京都メカニズム」を

利用するしか方法がないと思います。植林

などの吸収源活動をはじめとして、日本が

持っている二酸化炭素削減の優れた技術

を、他の国に提供したり投資したりする。そ

のバーターとして、実現した削減量の一部

を日本の削減量に還元するという方法で

す。その上で、僕自身は原子力発電をもっ

と推進すべきだと考えていますが、あとは、

一人ひとりが二酸化炭素の削減を意識し

て、家庭や職場などでも節電や省エネを

心掛けることが大事です。僕は、京都議定

書で決議した6％削減を目標として、クー

ル・ビズはもちろん、プロ野球の折れた

バットをリサイクルした箸で、マイ箸運動も

実践していますよ。

石油は、埋蔵地域が中東に偏在し、しか

も現在確認されている埋蔵量では、可採

年数は40～50年しかないと言われてい

ます。それに対して、天然ガスは日本も

含めて世界各地に多く埋蔵されているし、

二酸化炭素の排出量も少ない。これから

ますます重要なエネルギー資源になって

いくでしょう。その意味で、資源開発など

JOGMECさんの様々な支援活動に大い

に期待したいと思います。

温
暖
化
問
題
は
、

待
っ
た
な
し

ク
ー
ル
・
ビ
ズ
も

マ
イ
箸
運
動
も
実
践
中

自分と同じ年齢層の人たちに向けて作品

を情報発信する、というのが基本的なスタ

ンスですね。僕は自分のマンガは「情報マン

ガ」だと思っているので、『島耕作』シリーズ

に関しては、世界における日本企業の位置

づけやビジネスの現場の状況など、詳細な

情報が50％、エンターテインメントが50％

というスタンスで描いています。一方『黄昏

流星群』はエンターテインメントが100％

ですが、それでも中高年の自殺や恋愛など

に関するデータはきちんと収集し、情報とし

て作品の中に盛り込む。そういう意味で、僕

のマンガは「社会派マンガ」と呼ばれている

のではないかと思います。

僕ら団塊の世代は、マンガを読んで育って

きたし、読み手としてマンガ文化を創ってき

た世代です。ですから僕には、読者年齢を

引き上げて、子供のものと思われがちなマ

ンガ文化の領域を広げ、大人でも読み応え

のあるものを描かないといけない、という

使命感みたいなものがありますね。ただし、

それは若い漫画家には難しく、50代、60代

の心情は彼らにはなかなか分からない。と

なると、元気なうちは自分がマンガを描き続

けるしかないと思いますね。そして、自分が

70歳くらいになったら、今度は介護をテー

──  弘兼さんがマンガを描く時の
  スタンスは？

──  これからどんなマンガを
     描いていこうとお考えですか？弘兼 憲史

漫画家
ひろかね･けんし 1947年、山口県生ま
れ。早稲田大学法学部卒業。松下電器産
業勤務を経て、漫画家に。『人間交差点』で
小学館漫画賞、『課長 島耕作』で講談社
漫画賞、『黄昏流星群』（小学館）で、文化
庁メディア芸術祭マンガ部門優秀賞と日
本漫画家協会賞大賞など、受賞多数。鋭く
温かい人間洞察により、人生を考えさせる
社会派漫画家の第一人者であり、また
人生論的エッセイにおいても人気作家
である。主な作品に、『サラリーマン勝
者の条件』（講談社）、『人生を学べる名
画座』（主婦と生活社）、『男は「いい人」
になんかならなくていい』（講談社）、『我
ら団塊世代の反論』（講談社）など多数。
2007年秋、紫綬褒章受章。妻は漫画家
の柴門ふみさん。

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。

vol.12

──JOGMECの活動について
メッセージをいただけますか？

──今後、日本はどういう役割を
     果たしていくべきでしょうか？

── エネルギーや地球環境の問題も、
      重要なテーマになるのでは？

近年、原油価格が高騰を続けています。
特に2007年後半からは加速度的に価格が高まり、
2008年に入り間もなく、国際的な原油価格の指標となる
NYMEX（ニューヨーク商業取引所）のWTI※1の原油価格が、
1バレル（約159リットル）＝100USドルを超え、
史上最高値を記録しました。これは、10年前と比べて約9倍、
第2次石油ショック時の最高値と比較しても約3倍の価格です。
この未曾有の原油高は今後どうなるのでしょうか。

■大量の投機資金が

価格高騰の背景に

石油市場の状況を見る際には、在庫

が1つの目安となります。つまり、在庫

が平年水準を下回れば需給のひっ迫

を、上回れば緩和を示すわけです。原

油価格は通常需給がひっ迫すれば上

昇し、緩和すれば下落します。

しかし、現在は、原油価格の高騰が続

いていますが、OECD（経済協力開発

機構）加盟国の石油在庫は平年並み

であり、したがって需給ひっ迫を示し

ていません。また一時期、中国や米国

の石油需要が大幅な伸びを示してい

たものの、現在は過去10年間の平均

値を下回っています。さらに需要の増

大に併せて、OPEC（石油輸出国機構）

産油国が石油を増産し、需要を満たし

ています。つまり現在の原油価格高騰

は、従来の石油需給関係からは説明が

つかない現象といえます。

その背景には、原油が投資対象として

捉えられていることが挙げられます。

一部産油国の地政学的リスクや、米国

の石油生産の一大中心地であるメキ

シコ湾へのハリケーン来襲などの、需

給ひっ迫懸念を材料に、原油市場に大

量の投機資金が流入しているものと

考えられます。特に2007年の米国

でのサブプライムローン※2問題発生

以降は、株式の代替投資先の1つとし

て、原油市場への注目が高まったこ

となどに伴う投機資金の流入により、

原油価格高騰に一層の拍車を掛ける

結果となりました。WTIの先物取引が

行われているNYMEXでは、ここ数年

間に取引量が倍以上になりました。つ

まり、限られた実際の生産量（日量数

十万バレルといわれています）の原油

をよりたくさんの買い手が奪い合う

ことで原油価格が上昇したともいえ

そうです。

現在、原油価格は実需給を反映して

いない水準まで上昇していることから、

今後おおむね下落傾向になっていく

と予想されています。

ただ、その一方で、OPECの原油生産

政策や、地政学的リスクといった要因

で、短期的に価格が乱高下する恐れ

があるほか、中長期的にも資機材や

人材不足、コストの上昇、さらに資源

ナショナリズムの台頭に伴う供給面で

の制約から、価格の大幅な下落が阻

まれる可能性があるなど、依然として

石油市場を不安定にする要素も存在

しています。

※1 WTI ： West Texas Intermediateの略。
米国テキサス州で産出される高品質な原油の
こと。その先物価格が原油価格の世界的指標
となっている。
※2 サブプライムローン ： 信用力の低い個人向
けの住宅融資。返済が滞る人が増え、不良債
券化したことから米国の株価暴落を招いた。

■一方で、

価格を不安定にする要因も

■原油価格の推移（NYMEX WTI）

（単位：USドル／バレル）
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2005年8月～
ハリケーン・カトリーナが米国南東部を来襲

2001年10月～
米国同時多発テロ事件／アフガニスタン進攻

1999年12月
Y2K問題

2003年3月～
イラク戦争

2007年7月～
米国サブプライムローン問題
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千葉県船橋市の港で行われた「資源」の引渡し式

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。

本誌に関するご質問は、JOGMECホームページ（http://www.jogmec.go.jp）の右上「お問い合せ」にお願いいたします。

川崎市幸区大宮町1310番
ミューザ川崎セントラルタワー 〒212-8554
Tel: 044-520-8600  Fax: 044-520-8710
http://www.jogmec.go.jp
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3次元物理探査船の就航

2008年2月

南米 スリナム共和国における帝石スリ

ナム石油（株）の探鉱事業及びベトナ

ム社会主義共和国におけるモエコ･ソ

ンホン石油（株）の探鉱事業、並びに

アフリカ モザンビーク共和国における

Mitsui E&P Mozambique Area 1 Ltd

の探鉱事業の採択を発表しました。

石油･天然ガス探鉱事業3件の採択を発表

2008年2月

2008年2月、カナダ サスカチュワン州

におけるタイタン・ウラニウム社（カナダ）

と共同で実施する、ウラン探鉱に関する

契約を締結しました。探鉱対象地域は

厚い堆積物に覆われているため、有望

地域ながらも探鉱作業が停滞していた

地域ですが、JOGMECの独自技術であ

る地下深部の探査が可能な物理探査手

法を用いることで、新たなウラン鉱床の

発見が期待されています。

ウラン共同探鉱事業の開始

2008年2月

環境管理に係る優秀論文表彰

2007年10月

 経済産業省がノルウェー王国のPGS Geophysical AS社より導入し、性能アッ

 プ･日本仕様向け各種改装工事を終えた3次元物理探査船「資源」の引渡し式が

 2月11日、千葉県船橋市の港にて開催されました。

 引渡し式では甘利経済産業大臣とPGS社ルネ社長の間で、船の引渡しに係る書類

 授受が行われた後、甘利大臣により「資源」と命名されました。引き続き開催され

 た祝賀会では、甘利大臣の開会宣言、二階前経済産業大臣、駐日ノルウェー王国公

 使の祝辞に続き、「資源｣の運航管理を行うJOGMECの代表として 掛札理事長が、

 安全運航に配慮し｢資源｣の能力を最大限に生かして、資源確保に努めていきたい

 と閉会のスピーチを行いました。

「資源｣は、総トン数10,395トン、全長約86メートル、船幅39.6メートル、乗員数

 は約60名。船の所有者である経済産業省の委託を受けて、JOGMECが同船の運

 航管理と地震探査データの収録と処理等の作業を行います。

「資源」は、就航の翌日2月12日新潟県中越沖へ向けて出航、現場海域でのデータ

 を収録し、その後、3月には三陸海岸沖で地質構造調査を行う予定です。

JOGMECの鉱害防止支援部調査技

術課、目次課長の論文『岩手県松尾鉱

山における鉱害防止対策の経緯とその

評価』が、（社）産業環境管理協会によ

り平成18年度の優秀論文に選定さ

れ、優秀論文賞を受賞しました。

miyakawa-k
画像


