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■訓練の理解を深めるための注力

秋田国家石油備蓄基地での緊急放

出訓練では、総勢80人以上がそれぞ

れの持ち場で的確に対応し、併せて、

原油の受け払いに係る自動制御装置

や離着桟支援システムなど、新規に導

入した設備の性能実証を含めて所定

の訓練目的を達成することができま

した。備蓄業務の根幹は「資源を蓄え、

有事に備えること」ですが、機動性す

なわち、備蓄原油を速やかに放出でき

ることについても配慮しています。

訓練にあたっては、特に周辺住民に

対する臭気と騒音対策に気を配って

います。臭気は基地の敷地境界線など

に多くの観測点を設け、2時間毎に監

視して近隣の民家には影響が及ばな

いことを確認しつつ訓練を実施しま

した。騒音については、払い出しポン

プをフル稼働させた時でも、環境基準

値以下であることを確認できており

ます。

緊急放出訓練の目的の一つに、「地

元関係者や地域社会への基地及び緊

急放出に対する理解を深めること」が

あります。訓練の前には必ず、水域占

用や係留施設使用など関係機関への

許認可申請を行い、また、自治体や地

元消防・警察、漁協などに対しては訓

練実施の詳細を事前に伝えておきま

す。これら関係機関の理解は年々高

まっているといえます。

基地や緊急放出に対する住民の方

の理解を深めてもらうためには、「備

蓄」そのものについてもっと関心を高

めていただくことが必要でしょう。原

油価格の値上がりなど、石油資源に関

心や不安を持つ人は多いと思います。

それに対して「日本では備蓄がしっか

り行われている」ということを、積極

的に訴えています。

■リピーターが多い「基地見学会」

秋田国家石油備蓄基地では、毎年、

基地見学会を開催しており、9月末に

行った今年の見学会では、子どもから

お年寄りまで、1,700人以上の方が

基地を訪れました。

アンケートなどから、基地内に滞在

する時間が長いことや、毎年訪れるリ

ピーターが多いことが分かりました。

備蓄基地が、地元の人々にとって身近

な存在として認知されているのです。

こうした日ごろからの地道な交流も、

備蓄や実技訓練に対する理解向上につ

ながると考えています。
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る民間備蓄があります。国家石油備蓄基地は国内に10る民間備蓄があります。国家石油備蓄基地は国内に10る民間備蓄があります。国家石油備蓄基地は国内に10
か所あり、その統合管理をJOGMECが実施しています。か所あり、その統合管理をJOGMECが実施しています。か所あり、その統合管理をJOGMECが実施しています。か所あり、その統合管理をJOGMECが実施しています。
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を定期的に行っています。特集では、石油の国家備蓄のを定期的に行っています。特集では、石油の国家備蓄のを定期的に行っています。特集では、石油の国家備蓄のを定期的に行っています。特集では、石油の国家備蓄の
現状と、９月に秋田基地と白
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島基地（福岡県）で行われた基地（福岡県）で行われた基地（福岡県）で行われた基地（福岡県）で行われた
緊急放出訓練の模様をお伝えします。

日ごろの交流と備蓄に関する積極広報が
訓練への関心を高める

秋田国家石油備蓄基地事務所　所長 藤本 不二男
秋田国家石油備蓄基地（秋田県男鹿市）
平成元年から操業開始。国家石油備蓄基地の中
で唯一の「地中タンク方式」を採用。「油が外へ
流出しない」「地震の影響を受けない」「景観へ
の影響が少ない」などのメリットがある。

我が国は消費する石油の99.7％を輸入に頼っています。しかも輸入量の90％が中東諸国に集中し、国際我が国は消費する石油の99.7％を輸入に頼っています。しかも輸入量の90％が中東諸国に集中し、国際

情勢に左右されやすい環境にあります。このため、国では緊急事態に備え、石油の安定供給とエネルギーの情勢に左右されやすい環境にあります。このため、国では緊急事態に備え、石油の安定供給とエネルギーの

安全保障の観点から、石油を備蓄することを法律で定めています。安全保障の観点から、石油を備蓄することを法律で定めています。

国による石油備蓄は1978年度から始まり、現在は旧石油公団の業務を継承したJOGMECが、備蓄石国による石油備蓄は1978年度から始まり、現在は旧石油公団の業務を継承したJOGMECが、備蓄石

油と備蓄基地施設の統合管理業務を実施しています。国家備蓄では日本の年間石油消費量の約90日分、民油と備蓄基地施設の統合管理業務を実施しています。国家備蓄では日本の年間石油消費量の約90日分、民

間備蓄では約80日分の石油をそれぞれ保有・管理しています。間備蓄では約80日分の石油をそれぞれ保有・管理しています。

国家石油備蓄とは…

JOGMEC  NEWS2

苫小牧東部

福井

上五島上五島上五島

串木野串木野

志布志

菊間

久慈

地上・地中タンク方式

地下岩盤タンク方式

洋上タンク方式洋上タンク方式

シーバースに着桟したタンカー（白島国家石油備蓄基地）

国家石油備蓄基地と備蓄の方式国家石油備蓄基地と備蓄の方式

石油備蓄の現場から

年間消費量の約90日分の石油を備蓄

check

展示館入口前のなまはげ像とともに
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綱取り作業と着桟
タンカーをシーバースに固定する「綱取り」作業で

は担当職員が大活躍。タンカーから降ろした係留

索をタグボートで手際よく受け取り、シーバースの

係船ドルフィンに繋いでいく。シーバースの中央と

室蘭丸の船体中央には市松模様の旗が立てられてい

る。この旗と旗を同じ位置に合わせて着桟が完了。

全長243.5メートルのタンカーを数センチ以内の誤

差で固定する作業に感動を覚えた。

ローディングアーム接合
シーバースに設けられた3基のローディングアー

ムを、タンカーの給油口に固定する作業が始まった。

タンカーは常に上下に動いている。その中で、リモー

トコントローラーで操作しながら給油口を接合しな

ければならないのだ。最終的な接合は手作業である。

船体の動きに合わせてタイミングを図り、「よし！」

という合図と同時に待機していた職員がいっせいに

接合部分の固定作業を行う。もっとも緊張する瞬間

だ。

オイルフェンス浮上
油の受け入れ・放出の前に、もう一つ大切な安全

対策があった。シーバース全体を囲む、浮沈式オイ

ルフェンスの設置である。ふだん海の下に沈んでい

るフェンスが、空気を送り込むと海面上に浮上して、

万が一の場合でもフェンス外への油の流出を防ぐ。

中央監視制御室
油の出し入れは、中央監視制御室からの遠隔操作

によって行われる。中央監視制御室にはたくさんの

テレビモニターが設置され、職員がテキパキとキー

ボードを叩いていた。中央の壁面に埋めこまれたモ

ニターでは、基地内の重要箇所を24時間映し出し

ているとのこと。この日は緊急放出訓練

を監視するために、2基の大型モニター

がローディングアームとタンカーの接合

部分を映し出していた。

11:00

12:30

14:20

15:30

白島国家石油備蓄基地
（福岡県北九州市）

9月17日に上陸した台風13号は、宮崎県で列車が脱線・転覆するなど九州地方に大

きな爪
つめ

跡を残した。その3日後、白島国家石油備蓄基地では「備蓄石油の緊急放出訓練」

が予定されていたが、波浪等の影響でその実施が大いに危ぶまれていた。

台風一過の19日、「前日安全ミーティング」にはJOGMECの野田近幸・白島国家

石油備蓄基地事務所長、富田昭夫・白島石油備蓄（株）北九州事業所長以下、27人の関

係者が集合。会議の冒頭、気象予報士から気象・海象予測が報告されると出席者の間

に緊張が走った。

「海域にはうねりが残り、訓練当日の響
ひびきなだ

灘では1.5メートル以上の波が予測される」と

いう。訓練可能な波の高さは1.2メートルまで。それ以下になるのは「午後になってから」

との予測だった。その後、各担当者からタンカーの動静、荷役作業のスケジュール、行

政手続の確認などの報告が次々と進む。関係者は数か月前から準備を進めており、万全

の体制がすでに整っている。それが、当日の天候次第であっけなく変更・中止を余儀な

くされてしまうのだ。すべては明日の気象・海象次第。穏やかな海を祈るしかなかった。

9月20日、見事な秋晴だが予断は許されない。朝7時半に基地事務所に到着。そこ

で待っていたのは、波が1.2メートルを下回っているとの吉報だった。我々取材チー

ムはさっそくヘルメット、作業服、安全靴に着替え、野田所長の指示の下、取材活動

を開始した。

前日安全ミーティング

タンカーがやって
きた！

左：綱取り作業　　右：ぴっ
ちり張られた係留索

オイルフェンス設置が完了！

福岡県・響灘に浮かぶ白島に建設さ
れた「洋上基地」。長崎県の上五島基
地とともに「洋上タンク方式」によっ
て石油が備蓄されている。1隻の容
量は約70万キロリットルで、8隻備
えている。

上：ローディングアームがタンカーに向けて下ろされる
下左：手作業でドッキング！　　下右：ドッキング完了後、厳しくチェック

慎重に画面をチェック

タンカーの曳航
10万トン級タンカー「室蘭丸」がシーバース（基地沖

合840mに設けられた桟橋）に近づいてくると、小さな

船体に大きなエンジンを積んだタグボートの出番であ

る。タンカーを真横に移動させ、シーバースに横付けす

るのだ。シーバース付近には防災船「群青1号」や消防艇

「はくりゅう」が待機し、不測の事態に備えていた。

9:00

訓練初日の取材は終わった。しかし、機器類の作動チェック、

タンカーの離桟、事後ミーティングなど、訓練はその後3日間続

くのだ。入念な事前準備がいかに大事であり、多くの担当者が基

地の安全を支えていることを再認識した2日間だった。（編集部）

“穏やかな海”が訓練の条件

　　　白島基地

　緊急放出訓
練の一日を追

うルポ

白島国家石油備蓄基地
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■18年度は5基地で実技訓練を実施

石油供給が不足または不足する恐

れがある事態が発生した場合には、

安定供給を図るため、国が保有する

国家備蓄石油を放出する「緊急放出」

が実施されます。緊急時に備蓄石油

を迅速かつ円滑に放出できるよう、

昭和62年度から「緊急放出訓練」が実

施されています。

■地域の防災機関との連携

国家石油備蓄基地には十分な訓練

を積んだ自衛消防隊員が常駐し、大

型の化学消防車や高所放水車など、

大規模災害にも対応可能な消防設備

が配備されています。

幸い、国家石油備蓄基地では火災

事故は起きておりません。しかし、

国家石油備蓄基地の外では、平成

15年に北海道の製油所で火災が発

生しています。その際は同製油所と

相互応援協定を結んでいた苫小牧

東部石油備蓄基地の消防隊が共同で

地元消防機関の指揮のもと消火作業

にあたっています。

実際にあってはならない事故・災

害に的確に対応するため、国家石油

備蓄基地では地元の消防機関、海上

防災機関とも連携して、日々訓練を

重ねています。

■日々の訓練

防災施設を適正に運用するために

は、実際に防災活動を行う人達の防

災対策経験による技能の充実が重要

です。国家石油備蓄基地には、自衛

消防隊の他、基地の一般職員が実際

に消火作業を体験できる消火訓練場

を設置し、より多くの職員が災害に

対応できるよう訓練を重ねています。

また、防災技能を向上させるため、

国内外の消火訓練場、油濁流出防止

訓練施設に防災職員を派遣していま

す。万が一の事故に備え、訓練に怠

りはありません。

■情報伝達訓練

JOGMECは、仮に事故・災害が

広範囲な訓練を通じて安全を守る

第三者評価で
荷役技能の向上を図る緊急放出訓練

国家石油備蓄基地における安全防災対策・環境保全対策

国家石油備蓄基地で行われる「緊急放出訓練」では、備蓄石油の放出荷
役作業の技能向上を目指して、評価制度を設けています。

国家石油備蓄基地では、火災などの災害が発生しないよう様々な安
全防災設備を備えるとともに、基地周辺の自然環境を守るため各種
の環境保全設備を備えています（右ページ表参照）。今回は国家石油
備蓄基地の防災訓練について、最近の動きをご紹介します。

●監視体制 ●設備・装備 ●防災技術の維持・向上 ●環境への配慮

設備や機器における耐震、
耐火設計

防油堤の設置 各施設における定期点検の実
施

排ガスや廃水の無害化

火災感知器や漏油検知器
などの設置

自衛防災隊員の常駐 各種訓練の実施（定期的な防
災訓練、専門機関での訓練、
災害時情報伝達訓練など）

基地内の緑化の推進

パトロールの実施 大型化学消防車やオイルフェン
ス展張船、油回収船などの配備

地域機関との連携 近隣の景観とタンク等と
の調和

関連調査の実施

発生した場合に、地元の方々、関係

機関の方々に正確な情報を迅速に伝

達することが重要と考え、JOGMEC

川崎本部と各備蓄基地の情報伝達訓

練を定期的に実施し、また、マスコ

ミ等への情報開示手順などについて

も模擬的訓練を行なっています。

■基地周辺情報を共有

JOGMECでは、国家石油備蓄基

地の安全性・信頼性の向上を目的に、

各種の調査研究を実施しています。

欧米各国で行われている環境情報

マップをいち早く導入し、石油備蓄

基地周辺の脆
ぜいじゃく

弱地域、社会的・経済

的活動の状況を取りまとめています。

このマップは、万が一の油流出事

故の際に迅速

に対応するた

めの訓練に活

用するととも

に、海上保安

機関の業務の

活用にも供し

ています。

タンカーを国家石油備蓄基地に着

桟させ、緊急時の対応に近い状態で

備蓄石油を搬出入する「実技訓練」の

ほか、平成9年度からは、タンカー

の配船は行わないものの、実技訓練

を補完するものとして「代替訓練」を

実施しています。18年度は、むつ小

川原（青森県六ヶ所村）、秋田（秋田県

男鹿市）、福井（福井県福井市・坂井

市）、白島（福岡県北九州市）、志布志

（鹿児島県東串良町・肝付町）の五つ

の国家石油備蓄基地で実技訓練を行

いました。

緊急放出訓練の具体的な目的と

しては、①荷役技能の維持・向上、

②危害・公害防止、③各設備の機能

テスト・安全点検、④地元関係者や

地域社会への基地および緊急放出に

対する理解を深めること対する理解を深めること、⑤熟練作

業員の確保・若手作業員の習熟度の業員の確保・若手作業員の習熟度の

向上向上――などが挙げられます。

■各作業を評価しフィードバック

荷役技能評価については、第三者

である評価委員を招き、備蓄石油のである評価委員を招き、備蓄石油の

揚げ降ろしにかかわる一連の実技訓揚げ降ろしにかかわる一連の実技訓

練を評価してもらうことで、荷役技練を評価してもらうことで、荷役技

能の維持と向上を目指して、各基地能の維持と向上を目指して、各基地

の実技訓練ごとに実施しています。の実技訓練ごとに実施しています。

評価の対象になるのは、タンカー

が入港する前日の会議から、タンカーが入港する前日の会議から、タンカー

出港後に行う基地スタッフとの意見出港後に行う基地スタッフとの意見

交換を目的とした事後ミーティング交換を目的とした事後ミーティング

までの、すべての作業です。荷役手

順に従って各作業が適正に行われて

いるかどうか、各設備に不備はない

かなどについて、評価委員が訓練実

施本部やタンカーにおいてチェック

します。

評価結果は報告書などの形で各基

地へ報告されるとともに、基地間で

評価情報を共有することで、緊急放

出体制整備に反映されます。

このように、緊急放出訓練は、作

業手順を体得する「訓練」だけでなく、

荷役作業の維持と向上を図るための

一つの「技能」としての側面を持って

いるのです。

荷役評価委員を含めた事前会議

大容量泡放射砲消火訓練

備
蓄
基
地
の

　

安
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緊
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出
訓
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し
く
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や瀬戸内、九州地方などにおいて、

今後の需要増を見込んだ敷設計画が

進められています。

新規パイプラインの建設により、

潜在需要の開発、複数の LNG基地

間の連結による供給安定性の向上、

国産天然ガスの利用拡大、市場の

連結による競争活発化などの効果が

考えられますが、一方で、大容量パ

イプラインの場合、投資コストに見

合った需要の確保が必要であること

が想定されます。

国ではこうした点を踏まえ、敷設

にかかる費用の低減や公的支援のあ

り方、国土を縦断する幹線ガスパイ

プラインの可能性などを含め、天然

ガスパイプライン網の整備を検討し

ています。

トピックス「日本国内の天然ガスパイプライン網」

日本国内の天然ガスパイプライン網

■天然ガス比率の低い日本

日本の一次エネルギーに占める天

然ガスの割合は現在13％弱です。

20％以上を占め「天然ガス社会」と

もいわれる欧米諸国に比べて低水準

にとどまっています。政府の長期エ

ネルギー供給見通しでも、2010年

15％程度、2030年18％程度と、

低い伸びが示されています。

そこで政府は、エネルギー基本計

画などにおいて、天然ガスについて

「安定供給や環境保全の両面から重

要なエネルギーであり、他のエネル

ギー源とのバランスを踏まえつつ、

天然ガスへのシフトを加速化させて

いく」方針を打ち出しています。

天然ガスの利用拡大には、適正価

格の維持と安定を図るとともに、供

給関連のインフラ整備を進めていく

ことが必要です。とりわけ、天然ガ

スを消費地に輸送するための「天然

ガスパイプライン網」の整備・充実

が望まれます。

■敷設にかかる公的支援も検討

欧米では、天然ガスの産出地から

消費地まで国境を越えた天然ガスパ

イプライン網が発達しています。そ

の総延長は、北米では約57万キロ

メートル、欧州では約22万キロメー

トルに達しています。日本では、地

理的・歴史的な事情から国際的なパ

イプラインは建設されず、国内のパ

イプラインも総延長約3千キロメー

トルであるのが現状です。海外から

は、LNG（液化天然ガス）として専用

タンカーで運ばれてきます。

海外から運ばれてきた LNG を、

国内の LNG基地（現在25基地）で

気体に変換し、消費地に輸送する

のが天然ガスパイプライン網です。

2006年現在、日本国内の天然ガス

パイプライン網は右ページの地図の

とおりです。

日本では、LNG基地から各需要

地に向けてパイプラインが敷設され

ています。また、新潟県や北海道な

どの国内の天然ガス田からもパイプ

ラインが敷かれています。パイプラ

イン網が需要地ごとに独立している

のが特徴です。

また、近年の動きとして、既存の

国産天然ガスパイプラインから周辺

地域への延伸が図られているほか、

パイプラインが比較的少ない関西圏

原油に比べ価格が安定し、環境への

負荷も小さいことから、石油と並び重

要なエネルギーとして期待されている

「天然ガス」。その需要拡大を進めるに

は、天然ガスを輸送するためのパイプ

ライン網の整備が不可欠です。

国内ガス田やLNG基地と
主要都市間に敷設

需要増を見込んで一部延伸も

■日本国内の主要な天然ガスパイプライン網日本国内の主要な天然ガスパイプライン網

既存のパイプライン

計画・建設中のパイプライン

「大量輸送」で効果

【出所：石油鉱業連盟「わが国石油・天然ガス開発の現状と課題」】【出所：石油鉱業連盟「わが国石油・天然ガス開発の現状と課題」】

パイプライン
輸送とは 石油や天然ガスなどを設置した導管によ

り輸送すること。他の輸送手段（タンカー
輸送、タンクローリー輸送など）に比べ、
「大量輸送」「輸送コストの低減」などで

メリットがある。安全対策として、監視センターによる集中管理
や、万一の際にガスを遮断するバルブステーションの設置、衛星
通信による監視などが行われている。

メタンが主成分。炭酸ガスの発生量が少

ないことから、環境にやさしい化石燃料と

して期待される。天然ガスの産出が少ない

日本では、国内消費量の約97％を海外か

らLNG（液化天然ガス）として輸入。日本は

1969年から、大型タンカーによるLNG（液

化天然ガス）輸入を開始したが、2度のオイ

ルショックによる石油価格高騰の影響もあ

り、天然ガスの消費は増加している。日本

は現在、世界のLNG貿易量の4割を輸入する。

国内消費量の約97％を輸入天 然 スガ

都市ガス 電力、他

30% 70%天然ガスの主な用途

パイプラインの建設  【写真提供：帝国石油株式会社】

北海道ガス（株）
札幌幹線

石油資源開発（株）
勇払・札幌ライン

帝国石油（株）
パイプライン

石油資源開発（株）
新潟・仙台ライン

帝国石油（株）
東京ライン／新東京ライン

静岡ガス（株）
駿河幹線

東邦ガス（株）
幹線網大阪ガス（株）

幹線網

西部ガス（株）
パイプライン

【出所：総合資源エネルギー調査会、国土幹線ガスパイプライン建設推進議員連盟資料】

東京ガス（株）
幹線網

帝国石油（株）、静岡ガス（株）、東京ガス（株）
南富士幹線
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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。

「LPG＝ Liquefi ed Petro-

leum Gas」とは液化石油ガスのこと

で、プロパンやブタンなどを成分に、

家庭用のプロパンガスやタクシー用燃

料に使われています。「LPG」と似たよ

うな言葉に「LNG」があります。「Lique-

fi ed Natural Gas（液化天然ガス）」の

ことで、メタンを主成分に、電力用燃

料や都市ガス原料として使われていま

す。つまり、LPGは石油ガスを、LNG

は天然ガスを“液化”したものです。

石油ガス、天然ガスとも、天然ガス

田から、または油田からの「随伴ガス」

として生産されます。また、石油ガス

は原油の精製過程からも生産されます。

随伴ガスは従来焼却されていましたが、

冷却・液化技術の開発が進んだことに

より、近年では資源として利用される

ようになりました。冷却・液化技術の

発達で輸送や貯蔵が容易になったこと

は、そのほとんどを輸入に頼る日本の

資源エネルギー政策にとって大きな力

となっています。

データファイル　｜　Q&A

A
nswer

暮らしにかかわりの深いガスエネルギー

「LPG」と「LNG」「LPG」と「LNG」「LPG」と「LNG」「LPG」と「LNG」「LPG」と「LNG」「LPG」と「LNG」「LPG」と「LNG」「LPG」と「LNG」「LPG」と「LNG」って何？って何？って何？って何？って何？って何？って何？って何？

採掘した鉱石を選鉱した精鉱から不純物を取り除いて金

属に還元する行程が製錬です。金属の製錬方法には、炉の

中で精鉱を高温で溶融して金属を得る「乾式製錬」と、酸な

どの薬品によって精鉱を溶かして、得られた溶液から化学

的もしくは電気化学的に金属イオンを還元して金属を取り

出す「湿式製錬」があります。

銅の製錬は、歴史的に乾式製錬で行われ、炉の型式や、

熱源などを改良し、溶鉱炉法、反射炉法、自溶炉法等が発

達しました。乾式製錬は大量処理に優れていますが、多く

のエネルギーを必要とすることや排煙中に大量に含まれる

硫黄の処理・回収が難しいことなどの問題があります。

これに対し湿式製錬は、鉱害の問題が少なく、大規模な

設備を必要としないため、生産コストも低く抑えられます。

一般的に用いられている「SX-EW法」（溶媒抽出・電気分

解採取法）は、これまで選鉱が困難だった低品位酸化銅鉱石

に適用されています。工程としては、酸化銅鉱石に抽出液

をかけて銅を浸出させ、溶媒抽出で銅分を抽出分離した後、

電気分解により銅を折出します。

2005年の世界における銅地金生産量のうち、約17％は

SX-EW法によって生産されています。バイオリーチング

等の技術進歩により、その割合は増えていくと期待されて

います。

Data File |
期待される「湿式製錬」

キーワードキーワードキーワードキーワード
「 銅の製錬 」「 銅の製錬 」「 銅の製錬 」「 銅の製錬 」「 銅の製錬 」「 銅の製錬 」

なんでも

Q&A Q
uestion

■世界の銅生産量と製錬方法の割合

Opinion
vol.7
アグネス・チャン

オピニオン

【出所：JOGMEC「非鉄金属資源開発技術のしおり」】
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硫化銅
鉱石 選鉱工程 銅精鉱

金属銅

乾式製錬 電解精製

酸化銅
鉱石 （中破砕） 湿式製錬 電解採取

■鉱石から金属銅までの「乾式製錬」と「湿式製錬」の工程

LPG LNG

●主な成分はプロパンやブタン
●家庭用プロパンガスやタクシー燃料と
して使用

●無色・無臭のクリーンエネルギー
●加圧・冷却で液化
●液化すると容積は約250分の1に
●発熱量が大きく、燃焼制御がしやすい

●主な成分はメタン
●発電用燃料や都市ガス原料として使用
●不純物を含まない無色・無臭のクリー
ンエネルギー

●－162℃の極低温で液化
●液化すると容積は約600分の1に
●液化により大量輸送が可能

■それぞれの特徴

子どもたちの命を救う活動を続けよう
私が日本ユニセフ協会の大使を務めるよ

うになった一つの契機は、1985年のア

フリカ訪問でした。この年、エチオピアは

干ばつと内戦で多くの人が苦しんでいまし

た。テレビ番組の司会者としてこの国を訪

ねた私は、そこで多くの子どもが死んでい

くのを見たのです。そのとき「私はこの子

たちに何もしてやれなかったけれど、これ

からは子どもたちの命を救うための活動を

ずっとしていこう」と心に誓ったのです。

いろいろな国を視察すると、どこでも母

親は真剣に訴えてきます。今年訪ねたレソ

トでは、エイズが大問題になっていて、三

～四人に一人はエイズに感染しているので

す。私が会った母親の一人も末期のエイズ

患者でした。死ぬ直前だというのに小さ

な子どもを抱いて、その子の将来の不安を

強く訴えていました。今、世界にエイズ孤

児は1500万人もいるといわれています。

その子たちは差別され、治療も受けられな

い。そんな状況が、彼女は心配でならなかっ

たのです。

エネルギー開発と省エネの工夫は

いつも思うのは、もっと多くの人々が

エネルギーの恩恵を受けられたら良いの

になあということです。今の世界は、エ

ネルギーをたくさん確保している国が限

られ、それらの国々が国際社会で力をも

つ仕組みになっています。ですから、先

進国に住む人たちには、世界の恵まれな

い子どもたちのためにも新しいエネル

ギーを作りだす努力、省エネの工夫に取

り組んでもらいたいですね。

JOGMECにはお仕事を通して得た、た

くさんの技術、ノウハウがあると思いま

す。エネルギーの現状を把握している人

たちの発言には説得力があります。それ

らをもっと情報発信してほしいですね。

そして資源の有効活用やたくさんの人々

が幸せになれるような提案を、ぜひ国や

企業にしてほしいと思います。

消費に無駄の多い日本
私が住んだ国々での生活を振り返ると、

省エネにもお国柄の違いがあることに気づ

きます。カナダは水が豊富で、電気は水力

発電によって安く手に入りました。しかし

広い国で、電車が走っていないので、車で

の移動にガソリンをたくさん消費します。

アメリカのサンフランシスコはリサイク

ルが盛んでした。ごみ収集は有料な上、一

定量を超えるごみを出すと罰金を払わなけ

ればなりません。一度、留守中に庭の蛇

口が壊れて水が流れっ放しになったとき、

10万円を超える請求が来たんです。これ

も使った水の料金ではなく、罰金だったの

です。地域にもよるのでしょうが、このよ

うにアメリカではいろいろ工夫して環境を

守ろうとする取り組みが盛んです。

一方、香港は残念なことに空気も海も汚

れています。中国大陸は発展途上なので、

香港だけの頑張りではなかなかきれいにな

りません。そのことを中国政府も分かって

いるのですが、今は更に経済発展を目指し

ている時期なので、発展と環境保護をどう

やってバランスよく進めていくかが頭の痛

いところのようですね。

日本も、最近は省エネやごみの分別がか

なり浸透してきました。しかし消費の面で

まだ無駄がありますね。たとえば食べ物の

40数％を捨てているそうですが、実は食

べ物もエネルギーなのです。日本が輸入し

た食べ物はどこかの国の水やエネルギーを

使って育てたものですし、捨てたものを焼

却するにもエネルギーを使います。それだ

け日本には経済的に余裕のある人が多いと

いうことでしょうが、今後は必要のないも

のは買わない、買うときはエコ商品を選ぶ

といった行動がますます必要になっていく

ことでしょう。それがこれからの経済大

国の消費のあり方だと思います。

歌手／教育学博士／日本ユニセフ協会大使
あぐねす・ちゃん 1955年、香港生まれ。72年「ひなげしの花」で歌手デビュー。上智大1955年、香港生まれ。72年「ひなげしの花」で歌手デビュー。上智大

学国際学部を経て、カナダのトロント大学（社会児童心理学科）を卒業。85年にエチオピア学国際学部を経て、カナダのトロント大学（社会児童心理学科）を卒業。85年にエチオピア

の飢餓地帯を取材、その後芸能活動とともにボランティア活動、文化活動にも積極的に参の飢餓地帯を取材、その後芸能活動とともにボランティア活動、文化活動にも積極的に参

加する。89年、米国スタンフォード大学教育学部博士課程に留学、94年教育学博士号（ph.加する。89年、米国スタンフォード大学教育学部博士課程に留学、94年教育学博士号（ph.

D）取得。98年、日本ユニセフ協会大使に就任。タイ、スーダン、東西ティモール、フィリD）取得。98年、日本ユニセフ協会大使に就任。タイ、スーダン、東西ティモール、フィリ

ピン、カンボジア、イラク、モルドバ共和国、レソトを視察し、その現状を広くマスコミピン、カンボジア、イラク、モルドバ共和国、レソトを視察し、その現状を広くマスコミ

にアピールする。2000年に本格的に歌手活動を再開し、シングル「この身がちぎれるほど

に」が20万枚のヒットを記録。2005年、ペスタロッチー教育賞を受賞。

エネルギーの恩恵をだれもが受けられる
そんな社会になってほしい

先進国の責務

【出所：日本 LPガス協会、（財）エルピーガス振興センター資料】
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表紙
緊急放出訓練をタンカー上部より臨む。右手に3本の白いローディングアームが、左の
海上にはオイルフェンスが浮上しているのが見える（秋田国家石油備蓄基地）。

JOGMECは、国際石油開発株式会

社、石油資源開発株式会社、コスモ石

油株式会社、新日鉄エンジニアリング

株式会社、新日本石油株式会社、千代

田化工建設株式会社の6社が設立する

「日本GTL技術研究組合」と共同で、天

然ガスの液化技術（GTL技術）の実証研

究を開始することを発表しました。同

研究組合は10月23日に経済産業大臣

の組合設立認可を取得しています。

JOGMECは、独立行政法人海上技

術安全研究所と海洋石油天然ガス開発

分野の研究における協力関係に関する

基本協定を締結しました。海洋におけ

る石油・天然ガスの開発に必要な技術

の革新を目指し、情報・データの共有化、

人材交流、保有する施設の利用につい

て連携し、研究開発を行います。

訪日したイラク共和国のシャハリ

スターニ石油大臣一行と、日本の石

油開発関連企業・団体首脳との会談

が都内で行われました。この会談は

JOGMECが主催したもので、世界で

有数の原油埋蔵量を有するイラクにお

ける石油開発プロジェクトへの参加に

関し、日本側の強い希望と官民の強力

なパートナーシップの存在をイラク側

へ伝えることを目的としたものです。

会談では掛札 JOGMEC理事長より、

「イラクは日本への石油の安定供給の観

点から非常に重要な国と認識している

こと」「日本企業の同国への事業進出意

欲が非常に高く、JOGMECとしても

これらの企業に対し最大限の支援を行

う」旨の表明がなされました。これに対

しシャハリスターニ大臣からは、同国

における石油開発事業の現状及び今後

の見通し、石油関連法制の整備状況等

についての説明がなされたほか、外資

の導入、とりわけ日本企業の同国への

早期進出を強く促す発言がなされ、日

日本GTL技術研究組合を設立した6社の代表と杉山
JOGMEC理事（左から3人目）

本企業への期待感を表明されました。

ブリティッシュコロンビア州への

投資促進活動の一環で来日した同州の

ゴードン・キャンベル首相が掛札理事長

を表敬訪問しました。会談では首相か

ら鉱物資源の探査開発等にかかわる支

援・協力関係などの意向が示されたの

に対し、理事長が同州での新規プロジェ

クト発掘への期待を表明しました。同

州では2010年に、バンクーバー及び

ウィスラーにて冬季オリンピックが開

催される予定です。

ブラジル連邦共和国の国営石油会社

ペトロブラス一行が掛札理事長を表敬

訪問しました。JOGMECとペトロブ

ラスは「モノコラムハル型FPSOの共

同研究に関する協定書」を今年5月に締

結。一行は、共同研究の第1回会議の

ために来日していました。

20062006年年10月月24日日
訪日中のイラク石油大臣と会談

20062006年年10月月4日日
日本GTL技術研究組合と
共同で実証研究 20062006年年11月月15日日

カナダ・ブリティッシュコロ
ンビア州首相が訪問

20062006年年10月月6日日
海上技術安全研究所と
基本協定締結

シャハリスターニ石油大臣と掛札JOGMEC理事長

20062006年年11月月15日日
ペトロブラス一行が訪問

キャンベル首相と掛札JOGMEC理事長
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