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JOGMECに
期待する

創刊記念インタビュー

創 刊 記 念 イ ン タ ビ ュ ー

『JOGMEC  NEWS』の創刊を記念して、
当資源機構に関係の深い3人の方に
JOGMECの使命や事業に対する期待を
語っていただきました。

“JOGMEC の今” を伝える広報紙『JOGMEC NEWS』が

誕生しました。毎号、JOGMEC からホットな話題・情

報をお届けするほか、「Opinion」のコーナーでは、各

界の第一線で活躍している著名人・有識者の方にご登

場いただき、資源・エネルギーに関するお考えや思い

を語っていただきます。

目標は、皆さまに愛され親しまれる Jニュース！

ご期待ください。

独立行政法人　石油天然ガス・金属鉱物資源機構　理事長

愛称は“Jニュース”！ 皆さまと資源機構を結ぶ架け橋に
JOGMEC NEWSの創刊に当たって

創刊記念インタビュー

順調な滑り出しと緊張感

JOGMECスタート後の実質1年目で

ある平成16年度の評価も出そろいまし

た。JOGMECに与えられている課題の中

には、中長期的なタームで取り組むべき業

務もあり、1年ですべて評価するという

のは正直、難しい。しかし、それらを考慮

しても順調なスタートであることは間違

いないと思います。

一方、国際市場に目を向けると、WTI*¹

原油先物価格が 1バレル 70 ドルを超

えるなどの乱高下が依然続いており、ま

た、金属市場も同様の状況ということで、

JOGMECに課せられた課題は一層重く

なったと感じています。順調とはいえ、ま

だまだ緊張感のある状態が続くのではな

いでしょうか。

三位一体となって

独立行政法人化で、政府と JOGMEC、

そして「中核的企業」の三者それぞれの

役割が明確になり、米仏など先進的な国々

と肩を並べる水準に近づく体制が整った

のではないかと思います。ふつうの産業と

違い、官と民だけではなく、JOGMECの

ような専門家集団の存在が必要とされる

のは、やはり、資源開発が技術的、社会

科学的な面から考えて、特別な産業分野だ

からでしょう。かつては、諸外国から、資

源や石油に特化した専門家集団の姿がよ

く見えないと指摘されましたが、それが、

JOGMECの登場によって、はっきりと目

に見えるようになりました。

産業政策は、政府が後押しする形で、

現場の背中を押してあげることで、うまく

機能することがあります。今回の中核的企

業形成も、非常にいいタイミングで産業政

策が動いたことで、成功しつつあるのだと

思います。

私も、必ずしも、JOGMECのリスクマ

ネー供給が特定の中核的企業に集中する

のが正しいとは思いません。しかし、石油

公団時代の反省として、とにかく日の丸原

油であればいいという、悪い意味での機会

均等主義になってしまったという点があ

ります。会社がどこになるかという問題

よりも、JOGMECから戦略的にリスクマ

ネーが供給されて、その結果として、強い

日本企業が育っていくことが重要ではな

いかと思っています。

日本の脱石油は、省エネと電力業界の石

油離れが限界に近づきつつあることでほぼ

一巡し、天然ガスも含めると石油分野の比

重は、将来的に拡大すると思います。その

ような中での原油価格の高騰で、円ベース

では危機感がわいてきませんが、上流（探

鉱や採掘などの事業）投資の重要性は高まっ

ています。今だからこそ手が出せる案件も

あるので、戦略的に取り組む企業が手をあ

げ、三位一体で取り組んでほしいですね。

日本のコアコンピタンスとは

今、中国やインドが金に糸目をつけず

に上流に進出しようとしていますが、日本

がこれに対抗していくためのコアコンピ

タンス（他者がまねできない技術、機能）

は何かといえば、それは「技術力」だと

思います。TRC（技術センター）や金属

部門の技術開発の成果には大きなものが

ありますし、また、備蓄技術も重要です。

上流が先発ピッチャーならば、下流の備蓄

は中継ぎ、リリーフといえるほどなくては

ならない存在です。

JOGMECは、設立 1年半の間で、備

蓄の分野で着実に成果をあげています。

JOGMECブランドの浸透を

新しい組織として、「JOGMEC」ブラ

ンドをいかに浸透させていくかが、大きな

課題でしょう。また、二つの文化の異なる

組織の統合で、難しいところもあるでしょ

うが、リストラを目的としたものではない

前向き統合ですし、石油・金属とも、今ほ

ど JOGMECの役割が分かりやすい時代

はないのですから、志気高く仕事に取り組

んでほしいですね。

今ほど
JOGMECの役割が
分かりやすい時代はない

橘川 武郎
東京大学社会科学研究所教授

独立行政法人評価委員会資源分科会石油天然ガス・金属鉱物資源機構部会長

き っ か わ・ た け お

企業の戦略投資に
リスクマネーの供給を

*1　WTI（West Texas Intermediate）＝原油価格の代表的な指標となっている米テキサス州沿岸部で産出される原油
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本来業務の視点を中心に評価を

JOGMECは、基本的には順調なスター

トを切ったと思います。ただ、業績評価の

視点がコスト削減など効率化を中心に据

えられている印象があります。やはり、リ

スクマネーを果敢に供給したか、産油国や

メジャー等の情報分析、技術開発や操業の

支援など、設立の趣旨に沿った活動がなさ

れているかという観点から、正当な評価が

なされるよう願っています。発足に当たっ

て、業務改善について理事長自ら広く業界

の各社に意見を求められ、それに沿った対

応がなされつつあると思っています。

　激変する時代に即した支援を

この1～2年は、石油開発を取り巻く

環境が非常に厳しくなっています。その要

因のひとつは、原油価格の予想外の高騰。

もうひとつは、中国、インドの国営企業等

が、国際的な資源確保にアグレッシブな動

きをみせていることです。

日々の生産により、各社の保有埋蔵量

は減っていくので、原油価格の見通しが

不透明でも、新規プロジェクトを手控える

わけにはいきません。JOGMECには、プ

ロジェクト採択の油価基準をより時代に

合ったものにしたり、メジャーがやってい

るような株式交換その他のリスクの少な

い資産取得の方法などについての弾力的

な対応をしたり、民間企業へのコンサル

ティング業務を期待したいところです。

積極的な資源外交は時代の強い要請

石油公団の廃止に際しては、ナショナル

プロジェクトを中心に、公団が主導的な役割

を果たしすぎた、という批判がありました。

ただ、石油開発の世界では民間企業の

力だけでは及ばない点がたくさんありま

す。優良なプロジェクトを推進するために

は、資源国の持っている資源主権にアクセ

スして、開発権益を確保しなければなりま

せん。そこで、政府や JOGMECのよう

な公的主体には、資源国の政府や国営企業

との話し合いの中で、民間企業の進出の道

筋をつけていただくことが望まれます。

日本の石油開発は国際的には後後発であ

りメジャーと比べてハンディがあること、中

国やインドの国営企業との競争が激化して

いること等を踏まえると、政府やJOGMEC

が、様々なネットワークを生かして、積極

的な資源外交を行って資源確保への道を拓
ひら

いていただくことは、日本経済の持続的な

発展の上で必要不可欠だと思います。

国とJOGMECと中核的企業の三位一体

といわれますが、中核的企業は一社に　限

定されるべきものではなく、開発業界が競

い合って成長していくことが大切だと思い

ます。そういう各社の切
せっさた く ま

磋琢磨が、石油鉱

業連盟としても好ましいと考えています。

JOGMECには、中核的企業だから出資

や債務保証をするということではなく、プ

ロジェクトの内容が、石油・天然ガスの安

定的かつ効率的な供給に資するのであれ

ば、どの企業であっても積極的に支援して

いただきたい。各企業が、あすなろのよう

に励んだ結果として、檜
ひのき

たる中核的企業と

いうものが形成されていくということが

望ましいと思います。

当社自身としては、コアエリアであるイ

ンドネシア・豪州、カスピ海、中東等、各

地域のバランスが数年のうちに、４：３：

３くらいになる見通しです。今後は、アフ

リカ、イラクを含む中東、地理的に近接

したロシア、そして中南米など、いい案件

があれば取り組んでいきたい。遠い地域で

あっても、資源を持っていること自体が強

みになり、世界の競争場
じょうり

裡においてプレゼ

ンスを高められますし、生産した原油は普

遍的な商慣習に即してスワップで日本に持

ち込むことができます。石油と天然ガスの

比率は、今６：４ですが、今後は６：４か

ら４：６という幅を目途にしていきたい。

JOGMEC が 開 発 を 支 援 し て き た

GTL*¹ や DME*² の技術の商業化の見通

しが確立すれば、日本の企業が発見し、あ

るいは保有するガス田、さらには放置され

ているガス田の商業化に貢献しうるので、

ぜひ、業界への技術支援を引き続きお願い

したいところです。

JOGMECに期待する

松尾 邦彦
石油鉱業連盟会長　
国際石油開発株式会社代表取締役会長

福島 孝一
日本鉱業協会会長　
住友金属鉱山株式会社代表取締役社長

積極的な
資源外交に期待する

ま つ お・ く に ひ こ

ふくしま・こういち

*1　GTL（ Gas To Liquids ）＝天然ガスの液体燃料化　　*2　DME（ Dimethyl Ether ）＝ジメチルエーテル
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優良プロジェクトであれば
あまねく支援を

天然ガス資源の商業化のための
技術支援に期待

JOGMECによる成果が出ている

資源確保やセキュリティの面から、非鉄

金属業界におけるJOGMECの存在は極め

て重要であると思っています。

金属鉱業事業団は国に近い機関でし

たから、様々な制約がありましたが、

JOGMECに組織改革され、民間に近づい

たことで、事業分野が拡充強化されました。

それにより、現実に成果が出ていますし、

これからも期待しています。

また、JOGMECの重要な仕事の一つと

して、情報提供があります。民間企業が

資源国の政府筋から情報を得ようとして

も、なかなかできることではありません。

それは、資源国にネットワークを持ってい

るJOGMECの役割です。その情報を的確

かつ迅速に、民間企業に提供できることが

JOGMECの強みなので、ぜひこれを強化

していただきたいと思います。

資源プラス製錬型に

最近の状況として、大きく二つの動きが

あります。一つは、中国が巨大な国内需要

を背景にして、国際的な資源獲得に積極的

な動きをしていること。中国の需要の伸び

を見ると、中国と日本との競争はさらに激

化するでしょう。もう一つは、非鉄メジャー

による寡占化。ほとんどの原料において、

トップ10の企業だけで3分の2を占め

る状況になっています。

こういう時代には事業展開のやり方を考

え直す必要があります。

日本の非鉄企業は、買鉱製錬型が特徴で

すが、私は「資源プラス製錬型に変えよう」

と社内で訴えています。その一番の課題は

資源をどのようにして確保するかです。

資源の確保には様々な方法があります。

中でも、望ましい形は、自分たちがマジョ

リティーを持つことだと思います。さらに

欲を言えば、オペレーションも行う。つま

り、当社が目指すのは、マジョリティーを

持ってオペレーションを行うことです。当

社は、上流から下流まで、資源の採掘から

製錬まで、世界のトップクラスで一貫して

行うことを目指します。

ただし、既存の鉱山に後から参入して

マジョリティーを持とうとすると、莫
ばくだい

大な

資金が必要になり、さらに条件交渉も必要

です。それを避けるためには、探査の段階

から始めなければなりません。しかし、こ

れも非常にリスクが高い。そのため、企

業に与える負担が非常に大きい。そこで、

JOGMECの支援をここでぜひいただきた

いのです。

JOGMECには技術、ノウハウ、情報が

あります。その支援を受けながら、我々民

間企業が足腰を強くしていく。今の段階で

はそれが必要だと思います。

リサイクルは資源の回収

循環型社会の形成が提唱されています

が、リサイクルにおいて、非鉄金属業界が

貢献できる部分は非常に大きいと思いま

す。環境保全という点はもちろんですが、

その一方で、我々民間企業の目から見れば、

リサイクルは資源の回収なのです。資源の

確保という意味でも、とても重要です。

リサイクルの技術も確立されつつありま

す。JOGMECにも、いろいろとサポート

していただいていることは非常にありがた

いです。

人材交流を活発に

昔と比べると資源確保の方法が随分

と変わっています。それに合わせて、

JOGMECの支援のあり方も、柔軟に対処

していただきたいと思います。JOGMEC

の支援が幅広い企業で活用されることが、

日本鉱業協会としては望ましいと考えてい

ます。

今はJOGMECと民間企業がお互いに協

力して、実績をつくっていくことが最も大

事だと思います。そのために、JOGMEC

の支援のあり方を民間ニーズに合わせて使

いやすくすること。そして、人材育成も重

要です。

JOGMECと民間企業との人材交流を活

発に行い、JOGMECからは、長年積み重

ねた技術と知見を民間に提供していただき

たい。お互いに結果を出すのだという気持

ちがあれば、様々な協力が生まれていくと

思います。

JOGMECと民間企業が
協力して実績をつくる
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LPガスの安定供給に向け
2010年度までに国家備蓄150万トン達成へ

国家備蓄スタート

七尾港に入港した第一船はサウジアラ

ビアを出航したパナマ船籍のタンカーで、

七尾湾南湾の専用桟橋から延びる配管を

通じ、8月19日から21日にかけて LP

ガスを搬入。25万トンの貯蔵能力をもつ

七尾基地に、プロパン3万2千トン、ブ

タン1万 2千トンの計4万 4千トンの

LPガスが備蓄されました。

LPガスは、全国の半数以上の家庭のほ

か、工業用、自動車用など様々な産業分野

で使用されるなど、国民生活に密着した

エネルギーといえます。日本の最終エネ

ルギー消費に占める割合は４～５％です

が、供給不足が発生した場合に他のエネル

ギーに転換が困難な家庭や事務所で使用

されているケースが多いため、安定供給が

特に求められるエネルギーでもあります。

また、クリーンで安全性が高いことから地

球温暖化防止への役割も期待されるなど、

LPガスは我が国のエネルギー政策にとっ

て欠かせない存在といえます。

湾岸危機時の供給不安を経て

その LP ガスの国家備蓄の必要性が

高まったのは、1990 年のことでした。

1991年にかけての中東湾岸危機により、

日本への供給不足が懸念されたのです。

LPガスの供給体制は、従来その約75％

を海外からの輸入に依存し、また、輸入先

特集「動き出した LPガスの国家備蓄」特集「動き出した LPガスの国家備蓄」

の約85％が中東諸国に集中するなど、非

常に脆
ぜいじゃく

弱な構造の上に成り立っています。

1991年1月の湾岸戦争開戦直後にペル

シャ湾内における日本船の航行が制限さ

れ、サウジアラビアからの供給が困難な

状況になりました。世界の LPガス需給は

逼
ひっぱく

迫し、他地域からの供給増も期待でき

ませんでした。国は、国内製油所における

LPガスの増産、大口産業需要家などに対

する需要抑制の要請などを実施。幸い、航

行制限が短期間で撤回されたため深刻な供

給不足には至りませんでしたが、この経験

により安定供給確保の必要性が再認識さ

れ、その体制構築の機運が高まったのです。

そこで、1992年6月、通商産業大臣（当

時）の石油審議会石油部会液化石油ガス分

科会において、LPガス国家備蓄制度創設

が提言されました。

全国5か所に備蓄基地整備

日本の LPガス備蓄政策のポイントは、

「民間備蓄に加え、2010年度までに150

万トン規模の国家備蓄の達成を目標とす

る」ことです。

150万トンは LPガス年間輸入量の約

40日分程度に相当します。LPガス備蓄

制度は国家備蓄と、石油備蓄法に基づく民

間備蓄から成りますが、既に達成されてい

る民間備蓄量50日分と合わせて約90日

分のLPガス備蓄体制が整うことになりま

す。一方、国家備蓄を進めることにより、

LPガス供給が途絶した場合に、国の直接

的な指揮下での対策が可能になります。

国家備蓄目標を達成するため、七尾備

蓄基地を皮切りに、今年中に完成する福島

基地（長崎県）、神栖基地（茨城県）を含

め、全国5か所に LPガス備蓄基地が整

備されます。基地の立地に当たっては、コ

スト低減を図るため、既存の民間LPガス

備蓄基地の有効活用が考えられ、技術的、

社会的及び経済的な確実性を確認して、5

か所が決まりました。

エネルギー消費を抑制し、また地球環境

へ配慮した資源の利用が叫ばれるなかで、

利便性が高く、クリーンで安全なエネル

ギーであるLPガスは、今後も様々な分野

で幅広く利用されていくことでしょう。迅

速かつ継続的に安定して供給するために

は、LPガスの備蓄が欠かせません。今回、

七尾基地から始まったLPガス国家備蓄制

度は、日本のエネルギー政策を支える基盤

といえます。

LPガスの安定供給に向け
2010年度までに国家備蓄150万トン達成へ

7月に完成したばかりの国内初の七尾国家石油ガス（LPガス）備蓄
基地に、8月19日、JOGMECが輸入した国家備蓄LPガスの第一
船が入港し、我が国のLPガス国家備蓄事業が本格的に始まりました。

LPガス国家備蓄事業では、2010年度までに150万トンの備蓄目
標の達成を目指しています。

地上タンク

岩盤タンク

■国家 LPガス備蓄基地

倉敷（40万トン）
2009年度基地完成予定

波方（45万トン）
2008年度基地完成予定

【LPガス備蓄】

民間備蓄義務
50日分

（石油備蓄法）

民間備蓄義務
50日分

（石油備蓄法）

国家備蓄

150万トン
（2010年度）

目標

国家備蓄

150万トン
（2010年度）

目標
【約40日分相当】

■液体にして運ばれるLPガス
LPガスとは、液化石油ガス＝ Liquefied（液化）Petroleum（石油）

Gas（ガス）の頭文字をとった略称で、プロパン（C3H8）とブタン（C4H10）
を主成分とする炭素と水素の化合物です。

LPガスは原油や天然ガスからつくられます。国内消費の約75％を占め

る輸入LPガスは、産油国で原油や天然ガスを採掘する際に分離・抽出され、

タンカーなどで運ばれてきます。残りの約25％は国内生産で、輸入原油

を精製して製造します。

LPガスは常温常圧では気体ですが、冷却したり、圧力を加えたりするこ

とによって簡単に液体になります（プロパンはマイナス42℃、ブタンは

マイナス0.5℃で液化します）。液体のLPガスは気体時の約250分の1

の体積になるという特徴があり、液体のまま供給先に運ばれていきます。

LPガスは天然ガスと並んで他の化石エネルギーに比べ、採掘から消費ま

での全過程でCO2の排出量が少ないことから、地球温暖化防止への貢献も

期待されています。クリーン性に加え、安全で高カロリーなLPガスは、様々

な分野で使用されています。産業分野では、食品加工や繊維加工、非鉄金

属加工や樹脂加工などの工業用の熱源、燃料、空調用として活用されてい

ます。また、業務用では、飲食店、旅館、オフィス、学校、病院など、大

規模施設での厨房用、給湯用、空調用として供給されています。身近なと

ころでは、カセットコンロやガスライター、ガス灯、スプレーの噴霧助剤

などに使用されています。

〈LPガス〉

輸入（75%）

原油からの
国内生産（25%）

中東以外
220万トン
（16%）

中東
1,184万トン
（84%）

中東
1,184万トン
（84%）

輸入量 1,404万トン（2003年度）

■日本のLPガスの供給実態

特
集 動き出した
LPガスの国家備蓄

七尾（25万トン）
2005年 7月基地完成

福島（20万トン）
2005年9月基地完成予定

神栖（20万トン）
2005年12月基地完成予定

LPガスってどんなガス？

（参考：『LPガス読本』日本LPガス協会）



8 JOGMEC  NEWS 9JOGMEC  NEWS 98 特集「動き出した LPガスの国家備蓄」特集「動き出した LPガスの国家備蓄」

FeatureFeatureFeatureFeatureFeatureFeatureFeatureFeatureFeatureFeatureFeatureFeatureFeatureFeatureFeatureFeatureFeatureFeatureFeatureFeatureFeatureFeatureFeatureFeatureFeatureFeatureFeatureFeatureFeatureFeatureFeatureFeatureFeatureFeatureFeatureFeatureFeatureFeatureFeature

七尾市七尾市

能登島能登島

輪島

金沢 富山

輪島

金沢 富山

七尾基地七尾基地

た、設備面でも、消防車1台のほか、監

視テレビ5台、ガス検知器88か所が配

備され、万が一に備えています。

様々な自然に囲まれて

「機能面では今後建設されていく他の

LPガス備蓄基地とさほど変わりません

が、七尾基地の特徴をあえて挙げるとす

れば、それは自然に配慮した基地の立地、

建設ではないでしょうか」

こう教えてくれたのは、元七尾国家石

油ガス備蓄基地事業所所長の荒畑誠さん

です。荒畑さんは2001年から、基地建

設の陣頭指揮を執ってきました。

荒畑所長によると、基地周辺には遺跡が

多く、塩田の跡地や丸木船、各種土器・石

器が造成途中で多数見つかったそうです。

これらを調査し、保存した上で造成は進め

られました。また、休耕田などの浅い水域

に生息するゲンゴロウ「シャープゲンゴロ

ウモドキ」などの希少生物が住んでいるこ

とも判明。建設に支障があったことから、

ゲンゴロウの引っ越し場所をつくり、元々

住んでいた場所から水を引いて移住を成

功させました。

基地の目の前に広がる七尾湾は、島や陸

地に囲まれた内湾のため、波が穏やかで、

タンカーや各種船舶にとり、良い停泊地と

なっています。また、地元の漁業にとって

も、良い漁場として人々の暮らしに役立っ

ています。その七尾湾の美しさを基地建設

により損なうことがないようにしました。

建設工事期間中、土砂の濁り水が直接海に

出ないように、濁水処理プラントを使い、

処理済みのきれいな水だけを海に流すよ

う水質管理を徹底しました。また、期間中、

海水の水質調査、生物調査も継続し、変化

の無いことを確認しています。

「素晴らしい自然の中にある国のエネル

ギー施設、それが七尾のLPガス備蓄基地

なのです」（荒畑所長）

七尾基地は、対岸や洋上からの景観に

も配慮し、タンク周辺の装置群は森に隠

れるよう窪
く ぼ ち

地を利用して造られています。

世界最大級のLPガス備蓄基地は、様々な

自然に囲まれながら立地しています。

国内初のLPガス国家備蓄基地完成！

国内需要の約1週間分を備蓄する七尾基地は
自然にも配慮したエネルギー基地

世界最大級の貯蔵能力

能登半島の中能登に浮かぶ島、能登島か

ら七尾湾南湾を臨むと、対岸に、緑の山々

から少し頭を出すような格好で、きみどり

色のタンクが見えます。今年7月に完成

した七尾基地です。

七尾基地最大の特徴は、貯蔵タンクの規

模の大きいことで、遠くからでもその姿は

はっきりととらえられます。

七尾基地の敷地面積は約28万5,000

平方メートルで東京ドームの約5.5倍の

広さを持っています。そのなかに、直径約

60メートル、高さ45メートルの5万ト

ンタンクが、その成分ごとにプロパン3基、

ブタン2基の計5基が設置されています。

合計で25万トンの貯蔵能力となり、「地

上低温タンク方式」としては世界最大級と

なります。これは、石川県全体のLPガス

年間消費量に相当する量に当たります。

安全に配慮

もともと安全性が高いといわれる LP

ガスですが、規模が大きいぶん、七尾基

地ではしっかりとした安全対策が欠かせ

ません。

七尾基地では安全対策をより確実に実

施するために、貯蔵タンクを近接住宅地

域から最も離れた位置に配置しています。

そのほか、安全確保のために様々な対策が

とられています。

タンクの周囲は深さ約6メートルの防

波堤で囲まれていますが、これは、万が一

ガスが漏れた場合に、液をここに溜めて外

部への流出を抑えるためです。LPガスは

その特性として、空気より下に沈殿するか

らです。

基地には管理運営を行う管理棟と防災

センターがあり、タンクや基地内の各設備

を24時間体制で集中監視しています。ま

動き出したLPガスの国家備蓄特 集

立地決定から約7年の歳月と約415億円の総事業費をかけて建設を進めてきた七尾国家石油ガス（LPガス）

備蓄基地が7月15日完成し、操業を開始しました。貯蔵量は世界最大級で、国内需要約1週間分に当たる

25万トンのLPガスを備蓄できます。

国内初のLPガス国家備蓄基地完成！

国内需要の約1週間分を備蓄する七尾基地は
自然にも配慮したエネルギー基地

七尾基地の立地が決定したのは7年前の1998年

ですが、決定前の用地確保の段階から考えれば、実

に10年以上の歳月が流れています。その間、地元

の方々を含め、多くの人たちがかかわって七尾基地

は完成しました。建設中から常に考えていたのは、

地元の人たちにいかに、「ここに備蓄基地ができて

よかった」と思っていただくことができるかということでした。

そこで事業所では、私たち自身のことを知ってもらおうと、自治体や地元自治会関係者に

説明する公的な通知文書とは別に、ふだん家にいる主婦の方や子どもさん、お年寄りの方な

どを対象に手作りの『事業所だより』を作成し、配りました。工事の進み具合を写真で紹介

したり、LPガスや国家備蓄制度について解説したりしたほか、素顔を知っていただこうと、

働いているスタッフの横顔を紹介しました。手作りゆえに配布部数も少なかったのですが、

住民の方からはとても喜ばれました。そのほか、地元の会合などに出掛けていき、住民の人

たちに直接語りかけることもありました。

その甲
か い

斐あってか、地元の高校生をはじめ、多くの人に建設途中から見学に来ていただき、

七尾基地やLPガス、備蓄について理解を深めてもらうことができたと思っています。名前

には「国家」と付いていますが、その前に、「地域の施設」でありたいと思っています。

外槽屋根板

外槽
側板

外槽底板 内槽底板

基礎保冷材
基礎
コンクリート

内槽
側板

内外槽間断熱材

ガス層

液層

■平底円筒式金属二重殻タンク

消防訓練する基地の自衛消防隊

■七尾国家石油ガス備蓄基地

敷 地 面 積：28万5千平方メートル

貯 蔵 能 力：25万トン（５万トン×５基）

貯 蔵 方 式：地上低温タンク方式

タンク使用：平底円筒形式金属二重殻タンク

1基のタンクサイズ：直径約60メートル

　　　　　　　高さ約45メートル

石川県七尾市三室町165-1

Tel. 0767-58-8787

1998（平成10）年10月 立地決定

2000（平成12）年  3 月 造成工事着工

2002（平成14）年  6 月 タンク基礎工事着工

2003（平成15）年  3 月 設備建設工事着工

2005（平成17）年  7 月 基地完成

2005（平成17）年  7 月 29 日
　七尾基地開業記念式典

2005（平成17）年  8 月 19 日
　第 1船入港

七尾基地・開業までの経緯

memo

多くの人に支えられている
七尾基地

元七尾国家石油ガス備蓄基地事業所 所長　荒畑 誠さん

※基地建設のための事業所は2005年8月31日に閉所し、基地の管理運営を行う事務所が開所しています。
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環境問題を考えるほど
エネルギーがいとおしくなってきます

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。

ニッケル
クロム
マンガン
コバルト
タングステン
モリブデン
バナジウム

Ni

Cr

Mn

Co

W

Mo

V

第1位国 第2位国 第3位国 第4位国 第5位国 上位国計

インドネシア（44%）

南アフリカ（57%）

南アフリカ（44%）

フィンランド（23%）

中国（79%）

チリ（31%）

南アフリカ（68%）

オーストラリア（12%）

カザフスタン（18%）

中国（26%）

オーストラリア（19%）

ロシア（9%）

中国（28%）

中国（20%）

ニューカレドニア（10%）

インド（8%）

オーストラリア（22%）

カナダ（13%）

韓国（3%）

メキシコ（15%）

アメリカ（2%）

フィリピン（9%）

ジンバブエ（7%）

ガーナ（3%）

ベルギー（13%）

ポルトガル（2%）

カナダ（9%）

オーストラリア（2%）

ロシア（4%）

中国（5%）

インド（2%）

ザンビア（10%）

アメリカ（2%）

アメリカ（6%）

台湾（2%）

79%

95%

97%

78%

95%

89%

94%

【出典】日本貿易月表※各鉱種輸入量は、様々な形態・品目で輸入されているため、純分に推定換算して合計量を算出しています。

ビズの目的はエネルギーの有効活用

『宣伝会議』のほかに『環境会議』の

編集長を兼任しているので、エネルギー

問題ともかかわることが多いですね。

先日も、夏のクールビズに続くウォー

ムビズの審査会に行ってきました。これ

からの寒い時期には暖かな服装で、室温

20度でエネルギー負荷を軽減しながら

も快適にお洒
し ゃ れ

落に仕事ができるように

しようというものです。クールビズは、

そのファッションだけに注目を集めた

感がありましたが、両ビズとも、目的

はエネルギーの有効活用やCO₂ の削減

にどう貢献するかにあります。冬の暖房

のほうが環境に対する負荷が高いと言

われていますので、これから冬に向けて

そうした服装が定着できるかどうかは、

一つの挑戦だと思います。

多くの企業が

環境貢献に取り組んでいる

  広告宣伝の世界も、いろいろな変化が

起きています。以前は、商品をよく伝

えていくことに終始していました。し

かし現在では、企業はものをつくるこ

とだけでなく、お客様がそれを捨てた

ときにどう回収するのかまでも考える。

まさに揺りかごから墓場まで、全責任

を負う時代になってきています。大量

生産・大量消費の時代から循環型社会

になり、企業も広告の在り方も変わっ

てきたわけです。

例えば、ペットボトルがつぶしやす

い、つまりリサイクルしやすいことを

前面に出したお茶のCMなども登場し

ています。

また、以前は環境とマーケティング

はまったく別物でしたが、今や多くの

企業が社会的責任として環境貢献に取

り組んでいます。こうした環境問題を

考えれば考えるほど、エネルギーがい

とおしいものになってきますね。

もっと知りたい資源や備蓄のこと

しかし、スイッチを入れれば電気や

ガスがすぐに使えることもあり、停電時

や災害時を除くと、私たちはエネルギー

のことを日ごろ意識することは少ない

のではないでしょうか。エネルギーが供

給されるまでには、多くのコスト、労力、

時間が掛かっているはずです。そうした

プロセスも含めて、資源のことや備蓄

のことをもっと知る機会があるといい。

エネルギーを使う側の責任や、またど

ういう使い方をすれば賢くスマートに

なれるのかを考えていく材料がほしい

ですね。

ものが動くことの大切さを

子どもに教えたい

  3 歳になる息子がいるのですが、最近、

乗り物はどうして動くのかといったこ

とに興味を持ってきたのです。車はエ

ンジンで動くとか、電車のおもちゃも

電池を入れないと動かないとか…。も

のが動くというのはとても大切なこと

で、それを動かすエネルギーがどうやっ

て生まれ、どうやって私たちの手元に

届けられるのか、そして、そうした仕

組みを支えてくれる多くの人たちがい

ることを、子どものころから教えてい

きたいですね。

資源・エネルギーは地球の大切な財

産で、私たちはその恩恵を受けて暮ら

していることも…。

（株）宣伝会議編集長、TBSブロードキャスターコメンテーター

たなかりさ　1966年三重県生まれ。広告会社を経て93年から株式会社宣伝会議に入

社。96年より現職。03年から『環境会議』『人間会議』の編集長を兼任。専門は広告コミュ

ニケーション。

Opinion

vol.1
田中 里沙

データファイル　｜　Q&Aオピニオン

増加している可採埋蔵量
現在ある採掘技術により、

経済的にも採掘可能な石油の埋蔵量を「確

認可採埋蔵量」、「石油があとどのくらいある

か」という目安の一つを「可採年数」と呼ん

でいます。可採年数は、ある年の年末の確認

可採埋蔵量をその年の年間生産量で割った数

値です。国際的な指標の一つ、BP統計では、

2004年の確認可採埋蔵量は1兆1,886億

バレル、可採年数は約40年となっています。

ちなみに、バレルとは、原油の計量単位で、

1バレルは42ガロン（159リットル）です。

原油が樽（barrel, バレル）で輸送されてい

たことに由来しています。

可採埋蔵量や可採年数に関する統計は

様々な機関から独自の数値が公表されてお

り、はっきりとした数値は特定できません。

しかし、先のBP統計を例にとっても、「あ

と40年で石油がなくなる」ということは

なく、新たな油田の発見や、探査技術の向上、

オイルサンドなどの採掘技術の向上、イン

フラ整備など、関係機関、企業の努力によっ

て、近年の確認可採埋蔵量はむしろ増加し

ているのです。可採年数についても今後、

維持や増加が期待されています。

A
nswer

維持される可採年数
石油の成因は、太古のプランクトンや藻類、陸
上植物などの有機物が、数千万年という長い年月
のうちに、地中のバクテリアや地熱などの作用を
受け、熟成されてできたとする「有機起源説」が
現在では有力です。
石油は地下の圧力などで地層の中を移動しま
す。そのうち、石油を通さない岩石（帽岩）にさ
えぎられた地層構造に移動したもので、経済的に
地表までとり出せる石油が集積した部分を油田と
いいます。石油は地下の空洞にプールの水のよう
に溜まっているわけではなく、砂岩や石灰岩など
隙
すきま
間の多い岩石（貯留岩）にしみ込んでいるのです。

?石油はどうやってできるのでしょう？
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■確認可採埋蔵量と可採年数の推移

可採年数

確認可採埋蔵量

34.4

707.6

世界の石油の可採埋蔵量は、
あとどのくらい残っているのですか？

レアメタル（希少金属）とは、「地球上にその存在が希
まれ

であるか、

またはその抽出が経済的・物理的に非常に困難な金属」を総称する

ものです。レアメタルは、ステンレスなどの素材からハイテク分野

に至るまで幅広く利用されており、日本の産業にとって欠くことの

できない重要な原材料といえます。

しかし、我が国は世界有数のレアメタル消費国ながら、そのほと

んどを輸入に頼っているため、１９８３（昭和５８）年度からレアメタル

備蓄制度を設けて、安定供給を目指しています。

Data File |
日本のハイテク産業を支える

キーワード
「 レアメタル 」

■日本の全輸入量に占める国別割合

なんでも

Q&A Q
uestion

レアメタルの備蓄は、官民協力のもとで行われていま
す。民間備蓄は各民間企業自らが、国家備蓄は JOGMEC
が備蓄事業を運営しています。現在、国家備蓄されてい
るのは、ニッケル、クロム、マンガン、コバルト、タン
グステン、モリブデン、バナジウムの７種類。
日本の産業に必須の金属ですが、その供給のほとんど

を海外に依存しています。これら７種類の我が国への輸
入状況を見ると、それぞれ全輸入量の大半が数か国で占
められていることが分かります。
様々な産業分野で使用されているレアメタル。今後は、

基幹産業である鉄鋼産業等に加え、IT 関連、環境関連産
業での需要が増していくことが予想されます。
レアメタルは、これらの産業を支える縁の下の力持ち

になっているといえるでしょう。

様々な産業で使用される「レアメタル」



JOGMECでは、ホームページをはじめとする様々な広報を通して、資源・エネルギー関連情報を皆様にお届けしています。

JOGMECのすべてが分かります －データベースから用語辞典まで

ニュースや公募、講演会・イベント情報から、資源・エネルギーの基礎知識、各種データベー
スまで、JOGMECに関する情報を満載しています。「?」と思ったときは、まずホームペー
ジにアクセスしてみてください。

「　　」から「　　」へ。活用してください、JOGMECの広報。

古紙配合率100%再生紙を使用しています 
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JOGMECホームページ

データベース
JOGMECの貴重なデータベースはこちら

石油・天然ガスレビュー、
金属資源レポート

技術センターTRC通信、
金属資源関連メール配信サービス

エネルギー・資源の謎にカエル探偵が挑みます

カエル探偵局シリーズ
小中学生向けの冊子。子どもでもわ
かりやすくエネルギー・資源につい
て学ぶことができます。「大冒険」「大
捜索」「大調査」「大追跡」「大作戦」
のシリーズ物です。（A5判）

▶アクセスはこちらまで

http://www.jogmec.go.jp/

JOGMECの広報に関するお問い合わせ ▶  webmaster@jogmec.go.jp 

ジェイ・レター

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。

その1

資源って何だろう？
資源の基礎知識を知りたい方はこちら
カエル探偵局シリーズもPDFにて紹介

刊行物・メルマガ
メールマガジンのお申し込みはこちら

世界の石油・天然ガス＆金属資源情報
情報分析・セミナー資料のすべてはこちら

その4

その2

その3

最新の調査・分析結果が満載！

石油・天然ガスレビューは、上流／中流事業・市
場に関する専門的論文・トピックスを提供してい
ます。金属資源レポートは、海外事務所からの現
地レポートや調査研究活動成果のほか、活動状況
報告などを提供しています。（A4判・年6回発行）

JOGMECからのメールマガジン

TRC通信は、TRCの最近の活動状況の紹介や職員からの様々な情
報をタイムリーに発信しています。
金属資源関連メール配信サービスは、金属資源関連の新聞記事の見
出し、JOGMEC発信のニュース＆レポートの最新情報を毎日お届
けしています。
メールマガジンのお申し込みは JOGMECホームページにて。

※「JOGMEC NEWS」は年 4回発行を予定しております。また、その他にもさまざまな刊行物があります。
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用語集
基本から応用まで資源・エネルギーに関す
る用語をわかりやすく紹介

7月に完成した七尾国家石油ガス備蓄基地に、8月19日、石油ガス（LPガス）を積んだタンカー
が到着し、LPガス国家備蓄が本格的に始まった。（協力：北國新聞社）
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