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2010 年 7 月 23 日 
 
関係各位 

会社名：三井物産株式会社 

代表者名：代表取締役社長 飯島彰己 

         （コード番号：8031） 

      本社所在地：東京都千代田区大手町 

一丁目 2番 1号 

 
 

当社子会社保有米国メキシコ湾探鉱鉱区における原油流出事故のこと（２） 
 

三井物産株式会社（本社：東京都千代田区、社長：飯島彰己）は、2010 年 5 月 6 日付の

「当社子会社保有米国メキシコ湾探鉱鉱区における掘削リグ爆発・火災事故のこと」にて

開示した通り、米国メキシコ湾内 Mississippi Canyon252 鉱区において探鉱作業に従事中

の、第三者保有の半潜水型海洋掘削装置である「Deepwater Horizon」リグで、2010 年 4
月に爆発があり、その結果、同掘削装置が沈没し油井から原油が流出するに至りました。

爆発発生以来、流出阻止とクリーンアップのための大規模な試みが行われおり、現在も進

行中です。MOEX Offshore 2007 LLC（MOEX Offshore）は、「Deepwater Horizon」リ

グが掘削を行っていた Mississippi Canyon252 鉱区において、マイノリティ・ノンオペレ

ーターとして 10％のリース権益を保有しています。MOEX Offshore は、MOEX USA 
Corporation の完全子会社であり、この MOEX USA Corporation は三井石油開発株式会社

の完全子会社です。当社は、三井石油開発株式会社の株式の 69.91％を保有しています。 
 
2010 年 7 月 22 日、MOEX Offshore の社長である石井直樹氏が、「Deepwater Horizon」

リグで発生した事故について、米国議会（Subcommittee on Federal Financial 
Management, Government Information, Federal Services and International Security of 
the U.S. Senate Committee on Homeland Security and Governmental Affairs）の公聴会

において証言しました。MOEX Offshore を代表して作成、提出され、同公聴会記録にも収

められたステートメントを添付いたします。 
 
「Deepwater Horizon」リグが掘削を行っていた本鉱区においてノンオペレーターとして

リース権益を保有する MOEX Offshore に対して、当社は間接的に出資持分を保有していま

す。その一方で、今回の事故発生を巡る事実関係・背景についての調査が現在も進行中で

あること、多数の訴訟が係属中であること、及び、今回の事故発生に伴う費用負担につき

本鉱区におけるリース権益保有者 3 社の権利義務関係に影響を及ぼすオペレーティング契

約上の規定の適用に関して不確定要素が存在することを踏まえ、今回の事故に伴う費用負

担について、MOEX Offshore 又はその関係会社の潜在的な責任の範囲を現時点で当社が査

定することはできません。従って、今回の事故発生による当社の連結財政状態、連結経営

成績及び連結キャッシュ・フローへの影響を現時点で見積もることは困難です。 
以 上 

 
添付：MOEX Offshore の社長である石井直樹氏によるステートメント 
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本件に関する問合せ先：三井物産（株） 

           IR 部    TEL：03（3285）7910 

           広報部   TEL：03（3285）7540 

 
ご注意： 

本発表資料には、三井物産及びその子会社の将来に関する記述が含まれています。こうした将来

に関する記述は、現時点で三井物産が入手可能な情報を踏まえた仮定、予期及び見解に基づくも

のであり、「Deepwater Horizon」の事故に関する進展の結果等、既知及び未知のリスク、不確

実性並びにその他の要素を内包するものです。かかるリスク、不確実性及びその他の要素によっ

て、三井物産の実際の業績、財政状況又はキャッシュ・フローが、こうした将来に関する記述と

は異なるものになる可能性があります。こうしたリスク、不確実性及びその他の要素には、今回

の事故に対する三井物産の責任の所在及びその範囲を含んでおり、より具体的には、以下の各点

を含んでいます。（a）現在も進行中のクリーンアップに要した費用、政府機関による行政措置、

或いは法的手続きの結果として生じた今回の事故に伴う費用に対する、MOEX Offshore 若しく

はその関係会社による負担額、（b）政府機関若しくは原告からの、MOEX Offshore 若しくはそ

の関係会社に対して提起された、損害賠償、懲罰若しくは差止命令を求める民事上及び刑事上の

請求を含む、現在及び将来にわたる法的手続きの結果、（c）オペレーティング契約上の補償規定

に基づく請求、及び、今回の事故に関する保険契約に基づく補償の可否・適格性、（d）油井オ

ペレーターからすでに請求がなされた、もしくは今後請求がなされる費用の負担に係わる解決を

含む今回の事故発生に伴う費用について、本鉱区リースの権益保有者、その関係会社及びその他

関係者が合意する相互に受入可能な責任分担、並びに費用の分担についてのこれらの者の支払能

力、又は（e）三井物産の最新の有価証券報告書及び適時開示によるその他の報告書、若しくは

その他の開示物・プレスリリースの中に含まれている、その他一切の将来に関する記載事項。 
なお、三井物産は、将来に関する記述のアップデートや修正を公表する義務を一切負うものでは

ありません。 
 



 

 
 

Mr. Naoki Ishii 
President 

MOEX Offshore 2007 LLC 
Statement Prepared for the Hearing on 

"The Gulf of Mexico Oil Spill:  Ensuring a Financially Responsible Recovery  
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Chairman Carper, Ranking Member McCain, distinguished members of the 
Subcommittee, thank you for the opportunity to testify at today’s hearing.  I am Naoki 
Ishii, President of MOEX Offshore 2007 LLC (“Offshore”), based in Houston, Texas.  
Offshore holds a 10 percent minority non-operating interest in the Block 252 Mississippi 
Canyon lease on which the Deepwater Horizon rig was drilling. 
 

We are deeply saddened by the tragedy of the Deepwater Horizon accident.  Our 
thoughts and prayers go out to the families of those who were lost during the explosion 
and to all of those who have been affected by this spill.  We understand the significance 
of this matter to the Gulf Coast and we will continue to cooperate with all of the parties 
who are responding to and investigating this accident.  

 
Offshore is a non-operating minority investor in the Mississippi Canyon Block 

252 lease.  Our expertise lies in evaluating and investing in promising geologic 
formations for the production of oil and gas.  We do not conduct actual field operations 
or activities to develop oil and gas. Drilling arrangements throughout the Gulf usually 
charge the operator of the project, BP in this case, with responsibility for all operational 
aspects of the project including selecting and managing contractors, planning and 
implementation, and making all engineering and design decisions, stopping the flow of 
oil in the event of a blowout, and otherwise responding to oil spills and managing the 
payment of claims that might arise in connection therewith.   

 
When deciding to invest in the project, Offshore placed confidence in BP’s 

expertise and experience in drilling deepwater wells in the Gulf.  Offshore had no role in 
the selection or operation of the Deepwater Horizon rig. When Offshore made its 
investment in the project, the government approvals for the drilling plan were in place, 
and drilling operations had already commenced. As a minority non-operating investor, 
Offshore had no right or ability under the parties’ contracts to alter the drilling plan, and 
further, Offshore was not aware of any reason to doubt the sufficiency or competency of 
the drilling plan. 

 



 
 

During the drilling activities, BP provided us with some information regarding its 
progress and we monitored the project’s costs consistent with our non-operating role.  At 
no time did Offshore seek to influence any of BP’s operational decisions.  In addition, 
pursuant to the parties’ contracts, Offshore had no right to control or direct the activities 
or operations which were being conducted.   
 

Offshore has numerous concerns relating to the circumstances surrounding these 
extraordinary events and we are closely monitoring the ongoing investigations. In the 
interim, we have announced that we will relinquish all right, title, or interest that we 
might have to oil captured from the blown out well.  It is our position that proceeds from 
the sale of the captured oil should go to assist those who have been affected by this tragic 
accident and to help restore the natural resources across the Gulf Coast.   
 

Offshore looks forward to working in good faith with Congress, the Executive 
Branch, and with state and local governments to restore the Gulf Coast and to put the 
people of the Gulf region back to work.   
 

I look forward to answering any questions you may have during this hearing. 
Thank you again for the opportunity to share our views.  
 
 
  
 


