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Message from
　　　the President

掛札 勲　

かけふだ・いさお　慶応義塾大学法学部卒。
1961年、日本石油株式会社（現・新日本石
油株式会社）入社。日石三菱株式会社代表取
締役副社長、新日本石油精製株式会社代表取
締役社長などを経て、2006年1月1日付け
で就任。

新理事長あいさつ

チャレンジ・スピリッツで
社会に貢献する
JOGMECに

理事長

新理事長あいさつ新理事長あいさつ

このたび、独立行政法人 石油天然

ガス・金属鉱物資源機構（JOGMEC）

の理事長に就任しました。我が国の

資源・エネルギーの安定供給という

大役の一端を担うことになった職責

の重さを痛感するとともに、大変誇

りに思っています。

　大きく変化する資源・エネルギー環境

JOGMECが発足して、ほぼ 2年

が経ちましたが、この間に我が国を

取り巻く資源・エネルギー環境は、

大きく変化しました。

まず、世界的な需要の増加と資源

価格の高騰です。石油はWTI 原油が

2003年当初、1バレル30～35ド

ルだったものが、現在は60ドル強に、

銅は同じく1トン1600～1700ド

ルが、5000ドルに高騰しています。

次に、中国やインドなどの台頭に

よる資源獲得競争が一段と激化しつ

つあります。

このほか、資源の管理や開発、調

達などに国が深くかかわりあう、い

わゆる資源ナショナリズム的な動き

が一層強まってきました。石油は、

再び戦略商品的な性格を強めたと言

えます。非鉄金属では、非鉄メジャ

－による寡占化の進行、石油と同様

に資源市場への投機資金の流入など

が背景にあります。

　重要性を増すJOGMECの役割

このような中、JOGMECの役割は、

ますます重要性を増してきていると

実感しています。

  石油・天然ガス分野では、石油開

発企業の開発意欲が大変高まってい

ますが、こうしたニーズを踏まえ、

JOGMECの持つリソースを総動員し

て支援させていただきます。また、メ

タンハイドレートやGTL（天然ガス

の液体燃料化技術）といった非在来型

の代替エネルギーに対する実用化に

向けた技術開発も推進していきます。

  金属鉱物分野では、鉱山開発会社の

開発競争を支援する資源探査活動に

おいて、より質の高い情報の提供や、

より確実で優良な探査・探鉱案件の

発掘業務に当たりたいと考えていま

す。また、我が国の鉱山が相次いで

閉山した結果生じた、鉱山技術者の

減少・高齢化に対し、後を担う人材

の育成を早急に進めなければなりま

せん。鉱害防止活動もいっそう強化、

向上させる必要があるでしょう。

  備蓄の分野では、天災、事故、テロ

といった不測の事態に備え、機動的

な国家備蓄放出ができる体制をとっ

ておくこと、安全かつ効率的に備蓄

基地を管理することが今後も重要で

あります。

私ども JOGMECは、時代の変化

に常にチャレンジしながら、資源・

エネルギーの安定供給確保を通じて

広く社会の皆様のお役に立つことを

目指していく所存です。

この「JOGMEC NEWS」は、読者

の皆様と JOGMECとを結ぶ架け橋

の役を担うべく、昨年9月から発行

しているものです。皆様のご支援、

ご指導を賜りながら、今後とも紙面

の充実に努めてまいりますので、ぜ

ひご愛読いただけますよう、お願い

申し上げます。
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世界レベル での技術貢献を目的に
延べ37か国・850人以上の研修生を招

しょうへい
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の開発技術が世界的に向上し、また、

人的交流がより活発になれば、それ

が結果的には、海外での石油・ガス

の安定生産や新規プロジェクト発掘

の足掛かりになり、ひいては、日本

への石油・ガスの安定供給につなが

るのです。

四つの通常コースと短期コースで実施
海外技術者研修には、物理探査技

術を用いた探査手法を学ぶ「物理探

鉱」、坑井掘削の計画・立案能力と実

践的技術を習得する「掘削マネジメ

ント」、油層の総合評価・油層全般に

わたる技術を学ぶ「油層工学」、地質

データの評価・解釈のための技術を

習得する「探鉱地質」の四つの通常

コースと、その都度特別に実施され

る短期コースがあります（右図）。

研修期間は通常コースが約10週間、

特別コースが4～5週間。講義は基本

的にTRCで実施され、期間中、研修

生はTRCの宿泊施設に滞在します。

講義は、石油の探鉱開発の基礎や

最新技術を座学形式で学ぶほか、コ

ンピュータなどを用いてシミュレー

ション演習を行い、実践的技術の習

得を目指します。また、TRCの研究

開発や最新の技術トピックスを紹介

する特別講義も用意されています。

さらに、日本語の習得や、生け花や

書道など日本の文化を理解してもら

うための「日本紹介プログラム」も

実施されるなど、研修生が日本にお

いて充実した研修生活を送ることが

できるように配慮されています。

研修期間中、日本企業の担当者を

招いて研修生と懇談する機会も設け

られており、海外技術者研修は民間

レベルでの交流を進める役割も担っ

ています。そのため、招聘国を選定

する際は関係企業にアンケートをと

るなどして、日本企業の意向なども

踏まえています。

派遣国や企業などから評価
産油国との関係強化のためには、

研修生が帰国した後のフォローアッ

プも欠かせません。JOGMECでは、

研修の状況を紹介した『TRCニュー

ズレター』を年3回発行し、派遣元

機関や元研修生などに送っています。

また、JOGMEC役員やTRC関係者

が海外に出張の際には元研修生や関

係者を招いて現地で懇談会を開催す

るなど、関係維持に努めています。

初期の研修参加者の中には既にそ

の国のエネルギー担当省や国営石油

会社の上級幹部になった人もいます。

研修生の派遣元からは、新技術やノウ

ハウを習得し現場に生かすことがで

きて良かったといった評価や、日本企

業からは、海外の国営石油会社などと

より密接な交流が行えるようになっ

たとの評価が寄せられています。

2006年は基本の通常コースを実

施するほか、日本政府としても復興

支援を表明しているイラク人技術者

を招聘しての研修も行う予定です。

JOGMECでは、石油・天然ガスの探鉱から開発・生産にいたる各分野において、国内外の技術

者を対象にした教育訓練事業を行っています。石油開発における世界レベルでの技術貢献や関係

強化を目的に、産油・産ガス国に対して1989年から実施している「海外技術者研修」では、こ

れまでに延べ56コースが開催され、延べ37か国・863人の技術者がJOGMECで学びました。

技
術
と
友
好
の
架
け
橋

必要経費をJOGMECが負担
「海外技術者研修」は、外国の石油・

ガス関連の政府機関や国営石油会社

などに所属している中堅技術者を日

本に招聘し、各技術者の専門に応じ

た分野の知識や技術を習得・更新し

てもらうために、JOGMEC 技術セ

ンター（TRC）を中心に研修を行うも

のです。研修にかかる講義費用や滞

在費、往復の航空運賃など必要な経

費はJOGMECが負担しています。

研修の目的は、石油やガスの一大

消費国である日本として、産油・産ガ

ス国に対して世界レベルでの石油・ガ

ス開発技術の向上に貢献していくこと

と、将来にわたる人的絆・協力関係を

より一層深めていくことです。

資源・エネルギーのほとんどを海外か

らの輸入に頼っている日本としては、

資源の開発・輸入などを通じて日本と

つながりの深い国や、自国の石油・ガ

ス産業を積極的に振興し、将来的に

日本との関係が期待される国々との

関係を、技術共同開発や人材育成の

面で支援していくことが大切です。

日本での研修により、石油・ガス

■海外技術者研修 コースの種類
物理探鉱コース
掘削マネジメントコース
油層工学コース
探鉱地質コース

イランコース
イラクコース
LNGコース

通
常
コ
ー
ス

特
別
コ
ー
ス

探鉱地質コース

イランコース
イラクコース
LNGコース
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石油・ガスの開発現場では、石油・ガ

ス生成の元になる根源岩（有機物に富ん

だ泥岩）や貯留岩（石油やガスを貯める

隙間の多い砂岩）を含んだ地質を分析・

評価する探鉱技術の向上が求められてい

ます。「探鉱地質コース」では、「石油探

鉱の基礎」「構造地質学とリモートセン

シング（人工衛星を利用した地質探査）」

「砂岩の堆積システム」など、探鉱に必

要な知識と技術を、講義や実習を通して

研修しました。

講義は、座学による基礎講義とワーク

ショップ（演習講座）の組み合わせで実

施され、ワークショップでは、研修生に

よる研究結果の発表や、結果に対する研

修生間の評価、討論などを交えながら理

解を深めていきました。また、「砂岩の

堆積システム」を学ぶ講義では、千葉県

や新潟県の地質露頭地などを見学する

フィールドエクスカーション（野外研修）

も行われ、実際に地質を観察しながら堆

積の仕組みを学びました。

今回の特別研修は、長い戦争の影響に

より技術や開発面で遅れが生じているイ

ラクの石油・ガス産業への支援を目的に

行われました。掘削に関する最先端の理

論や技術の研修を行うことで同国の石油・

ガス開発産業を支援し、イラク復興に貢

献することがねらいです。

「掘削マネジメントコース」は掘削現

場における管理責任者クラスの養成を念

頭に、掘削計画の立案や操業管理など

プロジェクト全体のマネジメントに関す

る知識や技術を研修しました。掘削計画

では、岩石の硬さに合わせて使うビット

（ドリルの先端に装着する刃）の選択方

法や、掘削現場でトラブルが起きた場合

の対処方法などについて、理論からケー

ススタディまで幅広く学びました。また、

JOGMECの実験施設である柏崎テスト

フィールド（新潟県柏崎市）では、最新

鋭の掘削シミュレータ装置を使い、坑井

を操作・管理する技法（Well control）

を習得しました。

なお、国際掘削業者協会（IADC）が認定

する講座「WellCAP」の試験が研修期間

中に行われ、合格した研修生には「Well  

CAP資格取得証明書」が発行されました。

特集「技術と友好の架け橋　海外技術者研修」

国を代表する研修生を支える
JOGMEC石油・天然ガス開発技術企画グループ　研修チーム・チームリーダー　丸

まるやま

山 裕
ひろあき

章

研修生を様々な面でサポートすることが

研修チームの使命ですが、今年度初めて実

施したイラク特別研修では、招
しょうへい

聘準備段階

から様々なことが起こりました。

復興途中のイラクでは、バグダッドでも

一日数時間停電になるとのことで、イラク

石油省に送った連絡用のファクスがまった

く届かないなど、コミュニケーションがう

まくいきませんでした。また、日本への渡

航には隣国のアンマン（ヨルダン）の日本

大使館でビザを取得するのですが、最初の

コースでは砂嵐で飛行機が飛ばず、研修生

はバクダッドからアンマンまで約1,000

キロの道のりをタクシーに分乗してアンマ

ン入りしました。このときは、日本で最新

技術を学ぼうというイラク人技術者の高い

意欲と期待にとても感動しました。

イラクをはじめ、研修生を送り出す多く

の国にとって石油・ガス産業は主要産業で

あり、そこに携わっている研修生たちはい

わば、国を背負って立つ人材といえます。

そういった方たちにとって日本での研修が

実り多いものとなるよう、しっかり支えて

いきたいと思います。

特集「技術と友好の架け橋　海外技術者研修」

通常コースのほか
イラク人中堅技術者を対象に
特別研修を実施

技術と友好の架け橋　海外技術者研修特 集

2005年度の海外技術者研修では、「油層工学」と「探鉱地質」の2コースと、短期コー

スとしてイラク特別研修「掘削マネジメントコース」が実施され、アジア・旧ソ連・中東・

アフリカ・中南米など18か国のエネルギー担当省または国営石油会社に所属する69人

の中堅技術者がJOGMECで研修を受けました。このうち、通常コースの中から「探鉱

地質コース」（2006年1～3月）と、短期コースとして行われたイラク特別研修「掘

削マネジメントコース」（2005年7～8月、11～12月）についてご紹介します。

イラク特別研修 掘削マネジメントコース 探鉱地質コース

掘削シミュレータを使用した研修
（柏崎テストフィールドにて）

イラクの中堅掘削技術者を対象に、石油・ガス田の掘削計画や最
新の掘削技術を学ぶ「イラク特別研修『掘削マネジメントコース』」
が、35人のイラク人研修生を対象に、2回にわけて実施されました。

技術センター（TRC）での講習風景

2005年度・海外技術者研修

【 実施期間：2005年7月18日～8月21日、11月20日～12月25日　／　研修生：35人 】

技術的支援でイラクの復興に貢献
【 実施期間：2006年1月16日～3月24日　／　研修生：15カ国18人 】

地質データの評価・解釈のための技術などを習得する「探鉱地質
コース」が、15か国18人の研修生を対象に実施されました。

ワークショップや地質観察も実施

コース名 日程
通常 探鉱地質コース 2004年 5月 24日 ～ 8月 6日

通常 物理探鉱コース 2004年 9月 27日 ～ 12月 3日

特別 LNGコース 2005年 1月 17日 ～ 2月 12日

通常 掘削マネジメントコース 2005年 2月 21日 ～ 4月 28日

特別 イラク特別研修「掘削マネジメントコース」 2005年 7月 18日 ～ 8月 21日

通常 油層工学コース 2005年 9月 5日 ～ 11月 11日

特別 イラク特別研修「掘削マネジメントコース」 2005年11月20日 ～ 12月 25日

通常 探鉱地質コース 2006年 1月 16日 ～ 3月 24日

■ 2004年度・2005年度の実施コース
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◆原油増産に欠かせない日本の技術

　私は現在、イラク石油省で技術者

として働いています。これまで 32

年間、一貫して石油産業にかかわっ

てきました。昨年 11月、研修のた

めに初めて日本を訪問し、約1か月

間滞在しました。研修や日本での生

活で学んだ多くの技術や知識を祖国

の発展に生かすため、いまイラクで

インタビュー

Najm Aldin A.Hadi
ナジム・アルディン・A・ハディ　イラク石油省 技術課長

頑張っています。

　イラクが世界で有数の石油産出量

を誇る国であることは、だれもがご存

じだと思います。イラクでは、この

数年間で、石油生産量を現在の日量

200万バレルから600万バレル程度

にまで引き上げる計画があります。

　国の半分以上の領土に眠る石油資

源を採掘するためには掘削技術の向

上が不可欠です。それらに関して先

進的な日本の豊富な経験や知識、高

い技術力に学ばなくてはならないこ

とが数多くあります。その意味で、

今回の研修は有意義なものであり、

特に、実際の掘削現場を想定した最

先端の掘削シミュレーションを体験

できた柏崎テストフィールドでの実

習は、とても勉強になりました。

◆日本人の勤勉さも伝えたい

　これまで様々な国を訪れましたが、

日本ほど興味深い国はありませんで

した。これは誇張ではなく、目に映

るものすべて、私の想像を超える素

晴らしさでした。何より、出会った

人たちの優しさに心を打たれました。

　今回、石油開発のための様々な最

新技術や幅広い知識を得られたこと

は有意義でしたが、それと同じくら

い、もしくはそれ以上に収穫だった

のは、日本の方々と交流し、親交を

深められたことです。日本の優れた

生活様式や、個人個人が尊重し合う

人間関係、その勤勉さについても、

イラクの人たちに伝えていきたいと

思います。

　1か月間の滞在でしたが、私を含

めた 17 人の研修生全員にとって、

イラクと日本との間の「架け橋」を

築くことができたと思います。それ

は、富士山よりも高く、東京ディズ

ニーランドのように美しい橋です。

　私の夢は、祖国の一日も早い再建

と復興です。それには、日本の支え

が必要です。これからも日本との良

好な関係を続け、両国の発展に貢献

できることができればうれしいです。

　その時にまた、ぜひ来日したいと

思います。「今

日の日よさよ

うなら。また

会う日まで」

祖国の復興と発展に役立てたい
日本で学んだ多くのこと

技術と友好の架け橋　海外技術者研修特 集

2005年度イラク特別研修「掘削マネジメントコース」受講

日本の伝統的な建造物
と近代的なビル群、西
洋建築が一緒にある不
思議な街、東京。

東京タワー

“雪は初めて”という人もい
ました。

皇　居

浅　草

日本の仏教文化に触れまし
た。お寺の前には日本の伝
統的な着物や陶器のおみや
げ屋さんがいっぱい！ 店員
さんがみんな親切でした。

江戸東京博物館

Lunch

Oh!
一面銀世界！

水上交通は昔も今も
日本人にとって大切
なんですね。

慌ただしかったけど、日本のいろいろな姿を見ることができ、有意義
な一日になりました。各国の研修生との交流も深まり、今では小さな
国際家族です！　研修や余暇で様々な体験をし、日本滞在をとっても
エンジョイしています。ヤスミナ（右）とマリエン（左）でした。

車窓から

「串あげ」
でした

Yasmina TAIBI
ヤスミナ（アルジェリア石油公社）
Marien PARRA GARCIA
マリエン（ベネズエラ石油公社）

「探鉱地質コース」受講

Breakfast

イスラム教徒向けの食事が用
意されていました。いつもの
食事とは違うけど、種類も豊
富で、スタッフの配慮に感謝！

講 義 中

Ahmad Faisal Bin BAKAR
ファイザル（マレーシア石油公社）
「探鉱地質コース」受講

講　義
終了後

先生方は、母国語ではな
い英語を駆使しながら教
えてくれました。

平日は毎日午前9時か
ら午後4時30分まで、
各専門の先生による技術
の講義です。

⬅講義外にも、スタッフ
が日本文化について教え
てくれました。

⬆TRCのスタッフと
ボーリング。

優秀な講師陣ばかりで、講義がとても
充実しています。
遠く家から離れた日本での生活も、
TRCとJOGMECのスタッフのおか
げで、まるでここが我が家であるかの
ように過ごせています。

インターネットを利用し、
各国の研修生が家族と交信。

Finish

My room

AM8:00

AM9:00 ～ PM6:00 ～

「私たちは、各国の
研修生との交流を中
心に、東京ツアーを
レポートします。」

➡柏崎テスト
フィールドにて
研修中

「講義の一日を朝から夜まで私の視点
で追ってみました。」

Start!

ファイザルファイザル

平日編

の
写真日記

休日編

ヤスミナヤスミナ

マリエンマリエン
&

写真日記
の
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“安全・安心”をキーワードに
防災対策や復旧対策の広報を

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。

原油や LPガスの貯蔵方

式には主に、「地上タンク

方式」のほかに、地下に掘った岩盤空

洞内に封じ込める「水封式地下岩盤タ

ンク方式」があります。

水封式地下岩盤タンク方式は、岩盤

タンクの位置を地下水位より深い位置

に設け、周りにある地下水の持つ圧力

が、タンク内の原油や LPガスの圧力

より常に高くなる状態に保ちます。ま

た、地下水圧を安定させるために、タ

ンクによっては「水封トンネル」と「水

封ボーリング」を用いて岩盤へ給水を

行います。原油や LPガスの圧力より

地下水圧のほうが常に高いので、それ

らが外部に漏れることはありません。

水封式地下岩盤タンク方式は現在、

国家石油備蓄基地では久慈（岩手県）、

菊間（愛媛県）、串木野（鹿児島県）の

3基地で、国家石油ガス（LP ガス）

備蓄基地では波方（愛媛県）、倉敷（岡

山県）の2基地（いずれも建設中）で

採用されています。

データファイル　｜　Q&A

A
nswer

地下水圧により地下の岩盤貯槽に原油や LP ガスを封じ込める

「水封式地下岩盤タンク方式」って何？

自動車産業は、日本の経済を牽引し、国民生活を支える

重要な産業です。その自動車を製造するために、様々な種

類の非鉄金属が使われています。

乗用車は、鉄鋼材料類、銅やアルミニウムなどの非鉄金

属類、合成樹脂やガラス、ゴムなどの金属以外の材料で構

成されています。その中でも特に、鉄鋼材料のウエイトが

大きいのですが、その鉄鋼材料にも、ニッケルやクロムなど、

レアメタルと呼ばれる非鉄金属が添加された鉄鋼が含まれ

ています。

レアメタルは、素材の強度、耐熱性、耐摩耗性、耐食性

などを高める性質を持ち、合金などとして、車の様々な部

品に使われています。

また、自動車の排気ガス浄化用触媒として、プラチナや

パラジウムなどの貴金属が使われています。

そのほかにも、ハイブリッド電気自動車用電池として、

ニッケル水素電池やリチウムイオン電池などの研究が進め

られており、現在そして今後も非鉄金属が重要な役割を担っ

ています。

Data File |
重要部分に非鉄金属が活躍

キーワード
「 自動車と非鉄金属」

なんでも

Q&A Q
uestion

■「水封式地下岩盤タンク方式」の
　　概念図

■普通・小型乗用車における原材料構成比（2001年）

都市災害とライフライン

地震で被災された市民が災害直後に知

りたいことは「家族の安否情報」「余震の

情報」「ライフラインの情報」というのが

一般的な傾向です。月日が経過すると前

の二つは減ってきますが、都市災害の場

合は、電気・ガス・水道、通信などのラ

イフラインが長期間ストップし、生活に

支障が生じるケースも多く見られます。

1978（昭和53）年に発生した宮城

県沖地震では、家屋の倒壊などの被害に

加え、ガスが一月以上ストップしました。

以後、都市災害とライフラインの問題が

クローズアップされてきたのです。

いくつかのアンケート調査を見ても、

災害の後に生活が元に戻ったと実感した

のはいつかとの問いに「自宅のお風呂に

入ったとき」と答える人が多くいます。

ライフラインの問題は日常生活に密着し

ているだけに、復旧情報などをきめ細か

く提供し、人々を不安にさせないことが

大切です。

BCPの策定とマスコミ対応訓練

政府では、災害時事業継続計画（BCP:

Business Continuity Plan）の策定を

企業などに呼びかけています。これは、

ライフラインの確保も含め、災害が発生

しても重要事業を中断させない、仮に中

断してもなるべく早く事業が再開できる

ための計画を今から立てておきなさいと

いうものです。

こうした事前の対策の一つとして、災

害時のマスコミ対応のトレーニングも必

要です。

情報を一元化する、トップに直結した

人が対応する、記者会見は時間を決めて

行う、あいまいなことは言わない、プレ

スの人たちの部屋を用意するなどのノウ

ハウを日ごろから訓練し、情報をメディ

アにきちんと提供できる仕組みをつくっ

ておくことです。

1995（平成7）年の阪神・淡路大震

災後にできた兵庫県の「人と防災未来セ

ンター」では、当時の教訓をもとに、私

や当時マスコミ対応に当たった副知事が

新聞記者役になって質問するといったシ

ミュレーションも交え、災害時のマスコ

ミ対応訓練を実施しています。

安全・安心情報を提供して

一方、災害などの緊急時に備えてどう

いう対策をとっているか、復旧するとき

にどのような方策をとるか、どういう訓

練をしているかといったことも、日ごろ

からもっと広報するべきでしょう。

ライフラインの便利さやありがたさ

をアピールする広報は、よく目にします

が、防災対策や復旧対策そのものの広報

ももっとしたほうがいい。インターネッ

トを見ても、そうした情報を掲載してい

るところはまだ少ないようです。

JOGMECさんも、有事に備えたエネ

ルギーの国家備蓄や放出訓練をされてい

るそうですが、備蓄基地の災害対策は、

まさに人々の「安全」にかかわること、

放出訓練は「安心」にかかわる問題です。

これからは、「seek（探る・見つけ

る）」「keep（守る・蓄える）」「future（導

く・創る）」に加え、資源・エネルギー

の「safety」や「security」にも貢献

していることを、もっと一般の人々に周

知することが重要と思います。

東京大学大学院情報学環・学際情報学府教授
ひろい・おさむ　1946年群馬県生まれ。東京大学新聞研究所助教授、同社会情報研究所

教授、社会情報研究所長を経て現職。日本災害情報学会理事。著書・論文に「災害と人間行

動」「災害と情報」「災害と日本人」「うわさと誤報の社会心理」「災害情報論」「備えて安心！

わが家の防災読本」など。災害情報研究の第一人者。

Opinion

vol.3
廣井 脩

オピニオン

●地上設備の地理的条件などの制約がないので大容量の設備をつくる
ことができる。

●大気と遮断されるため火災・爆発の恐れがない。

●地震を含め自然災害の影響をあまり受けない。

●地上設備が少なく環境に与える影響が小さくてすむ。  ―など

水封式地下岩盤タンク方式のメリット

原油または
LPガス
原油または
LPガス

地下水圧

水封水 水封トンネル 水封
ボーリング

地下水位

岩盤

（資料：日本自動車工業会「自動車生産用原材料構成比調査」）

鉄鋼材料類
73％（78.0%）

非鉄
金属類
7.8％（5.6%）

金属以外の材料

19.2％
（16.4%）

※（　）内は1980年
　 の数値

Seek Future

Keep

Seek FutureFuture
Safety

Seek Future

KeepKeep

Seek FutureFuture
Security

★鉄に含ませる炭素など元素の量や種類などにより、種類分けされる。

種　類 代表的用途

鉄鋼材料類 銑鉄、普通鋼、
特殊鋼 ★

エンジン部品、車
体、クランクシャ
フトなど

非鉄金属類
銅、鉛、亜鉛、
錫、アルミニウム、
貴金属など

ラジエター、バッ
テリー、エンジン
部品、車体、マグ
ネット類、触媒な
ど

金属以外の
材料

樹脂、塗料、ゴム、
ガラスなど

バンパー、ウイン
ドガラス、タイヤ、
プラグなど
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「探鉱地質コース」の研修生。技術センター（TRC）の和室にて。

1月24日
詳細な地質解析が可能な
陸域観測技術衛星「だいち」
打ち上げ

本紙に関するお問い合わせは、広報・情報公開チームまで ▶  webmaster@jogmec.go.jp 

国家石油備蓄における
緊急時訓練を実施

Column
コ ラ ム

（写真3）負傷者吊上げ訓練

（写真１）川崎本部 （写真2）模擬記者会見
2005年12月22日、国家石油備蓄基地

にて事故がおきたことを想定し、広報対応

の訓練が実施されました。川崎本部（写真1）と災害発生現場（備蓄基地）

が連絡を取り合いながら、マスコミ・政府関係機関からの問い合わせへ

の対応や、模擬ブリーフィングと模擬記者会見（写真2）の実施などが

行われました。また、JOGMECは、備蓄基地沖合での官民一体の事故

対策訓練（写真3）にも積極的に参加しております。

表紙

立地決定から約４年の歳月と約

３２５億円の総事業費をかけて建設を

進めてきた神栖国家石油ガス備蓄基

地（茨城県神栖市）が完成し、その記

念式典が１月１７日に行われました。

ＬＰガスの国家備蓄は、１９９０～９１

年の湾岸戦争の経験を踏まえて開始さ

れたもので、１５０万トンの備蓄目標を

目指して建設が進められています。

神栖基地は、昨年７月に完成した七

尾基地、９月に完成した福島基地に続

く国内３番目のＬＰガス国家備蓄基地

として操業を開始しました。同基地は、

2003年１０月に旧石油公団の出資を

受けた日本液化石油ガス備蓄株式会社

が着工。その後、国家備蓄事業の体制

移行により、同社の事業を2004年

２月にJOGMECが承継し、経済産業

省からの委託事業として建設工事を継

続してきたものです。

基地内には、直径６０メートル、高

さ４５メートル（１１階建てビルと同

程度の高さ）という日本最大級の５万

トンタンクが４基設置され、計２０万

トンのＬＰガスが備蓄される予定で

す。これは、日本のＬＰガス輸入量の

約５日分に相当するものです。

1月24日に打ち上げられた陸域観

測技術衛星「だいち」には、地表をよ

り詳細に観測できる高性能のレーダが

搭載されており、今後、資源探査など

での活用が期待されています。

搭載されているのは、多偏波合成開

口レーダ（PALSAR）と呼ばれる装置

で、8.9メートル×3.1メートルとい

う巨大なアンテナを持つマイクロ波セ

ンサーです。観測能力が高く、天候や

昼夜に関係なく、地表を調べることが

できます。

PALSARのデータ解析は、遠く離

れたところから陸上や海洋の様子を探

るリモートセンシング技術の一つで、

従来の人工衛星からの解析では地表の

露岩地帯しか地質解析できなかったも

のが、PALSARでは地表に植物が生

えている地域でも詳しく解析する

ことができます。

JOGMECでは「だいち」打ち

上げの計画に合わせて、航空機や

スペースシャトル搭載のセンサー

のデータを基に、PALSARの解

析技術の開発を行ってきました。

2006年度からは、PALSARで

測定したデータを用い、海外での

金属資源探査のための地質解析を

行っていく予定です。

2006年1月17日
神栖国家石油ガス備蓄基地
の完成記念式典を開催
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