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波方基地 建設
エネルギーの安定供給を支える

国家石油ガス備蓄

資源に恵まれない我が国では、
石油ガス（LPガス※1）の安定確保に向け、
2005年に国家石油ガス備蓄事業が
国からの委託を受け本格的にスタートしました。
今号は国内初の石油ガス地下岩盤備蓄基地となる
愛媛県今治市の波方国家石油ガス備蓄基地の
建設現場を訪れ、完成すれば世界最大規模になる
LPガス貯蔵基地の全貌を紹介します。

温暖な気候、風光明媚な波方町へ
■国家石油ガス備蓄基地の配置図

地上低温貯蔵方式

水封式地下岩盤貯蔵方式

建設中

建設中

七尾基地
（石川県）
25万トン

倉敷基地（岡山県）40万トン

福島基地
（長崎県）
20万トン

波方基地（愛媛県）45万トン

神栖基地
（茨城県）
20万トン

■波方基地俯瞰図

プロパン貯槽

ブタン／プロパン兼用貯槽

水封トンネル

凡例

※1 LPガス ： Liquefied（液化）Petroleum（石油）ガスのこと。原油や天然ガスから
作られ、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。本記
事では、事業等の固有名称は「石油ガス」とし、他は「LPガス」としました。

LPガスを貯槽に閉じ
込めるため、地下水圧
の安定化を図る水封
水を送り込むトンネル

地下貯槽と地上部設備
との間に建設された
深さ150mほどの竪坑。
竪坑の中の金属管を
通してLPガスの受入
れ･払出しなどが行わ
れる。

なみ かた

地下150m～180mの岩盤に、高さ

30mの巨大なトンネルを作り、中に

LPガスを貯蔵する波方国家石油ガス

備蓄基地。2010年の完成を目指し、

工事が進められている現場を訪れ

ました。波方基地へ向かうには、愛媛

県松山空港がその玄関口となります。

空港から車で東へ小一時間、箱庭の

ように美しい瀬戸内海を眺めながら、

愛媛県今治市波方町宮崎地区に位置

する波方国家石油ガス備蓄基地

建設現場に到着しました。

そこには世界最大規模の石油ガス備

蓄基地という名にふさわしい巨大施設

は見当たりません。LPガスを蓄える

貯槽は私たちの足元、その地下深く

岩盤の中に建設されているからです。

我が国では、従来から原油、LPガス

などの化石燃料は、地上タンクや地中

タンク（半地下）に備蓄されてきま

備蓄基地の立地と運営方式

国家石油ガス備蓄基地の立地につい

ては、緊急時に備える備蓄であると

いう性格上、受入れ･払出し設備は

その利用頻度が極めて低く、コスト

低減を図るため、隣接方式（民間LP

ガス輸入基地の主な設備、ノウハウ、

人材を有効に活用する）が可能な

地点が選ばれています。

立地可能性調査後、現在5つの基地

が稼働中または建設中で、それぞれ

の立地条件に合わせて貯蔵方式が

選択されています。

建設中の波方基地と倉敷基地の2基

地は、ともに良質で堅固な岩盤が

存在することから、水封式地下岩盤

貯蔵方式が採用されました。

2010年
完成予定

建設中の波方国家石油ガス備蓄基地（手前）を空から望む。
奥に見える地上タンクは民間のLPガス輸入基地

我が国初のLPガス地下岩盤貯蔵

地上部の設備を建設中の埋立地を望む。
その地下にはすでに巨大な貯槽や
作業トンネルが縦横に広がっている。

した。しかし、土地の有効利用、環境

保全、安全性、経済性などに優れて

いることから、地下岩盤貯蔵方式が

注目されています。

水封式地下岩盤貯蔵方式（P6参照）

は、LPガスでは波方基地が我が国

初となりますが、40年くらい前から

アメリカやフランス、最近では中国、

韓国など、世界各国70以上の基地

で、すでに実績があります。また、日

本でも石油の国家備蓄基地である、

久慈（岩手県）、菊間（愛媛県）、串木

野（鹿児島県）の3基地がこの貯蔵方

式による備蓄を実施しています。

水封トンネル

配管竪坑（はいかんたてこう）

ずりとは、地下掘削に
伴う岩砕のこと。

ずり積出桟橋（仮設）

頂設、底設連絡トンネル
プロパンパージトンネル

地上施設用地

ずり積出桟橋

配管竪坑内部

波方ターミナル（株）

民間のLPガス輸入基地

作業トンネル

配管竪坑

給水トンネル・給水竪坑

来島海峡

宇和島湾

宇和海

伊予灘

燧灘

斎灘

高縄半島

大島

伯方島

佐田岬半島

松山

今治

宇和島

新居浜

内子線

予讃線

松山自動車道

しまなみ海道

伊予大洲

八幡浜

伊予西条

川之江
伊予三島

予土線

松山空港

川之江JCT
波方国家石油ガス備蓄基地

愛媛県
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貯槽は、高さ30m、最大幅26m
の卵形のトンネルのような形の施
設で、長さ485mのプロパン貯槽
が2列、430mのブタン／プロパン
兼用貯槽が1列あります。貯槽の
空洞が非常に大きく、空洞の安定
を確保しつつ貯槽を完成させるた
め、上層のアーチ部からベンチ部へ
向けて、5段階に分割して掘削して
いきます。

■貯槽の断面図 ■トンネル掘削の施工サイクル（概要）

海抜
－150m

高さ
30m

アーチ部

1ベンチ

2ベンチ

3ベンチ

4ベンチ
海抜
－180m

幅26m

上層部から
底盤部へ掘り下げる

基地建設の流れ

埋立造成工事1
波方基地の地上部の各種設備は、埋め立て造成された場所
に設置されます。埋立造成工事は2003年に終了していま
す。

作業トンネル工事2

地下貯槽工事3

設備工事4

基地完成5

ずり出し 1次吹付コンクリート ロックボルト打設 2次吹付コンクリート穿孔（せんこう）

地下岩盤に孔を掘削 孔に火薬を詰め、点火 発破により崩れた岩砕（ずり）を
坑外へ搬出

崩落を防ぐため壁面にコンクリー
トを吹き付け

トンネル断面に放射線状にロック
ボルトを打設

金網を張り、再びコンクリートを
吹き付け

装薬・発破

2007年6月に掘削工事が完了した地下貯槽。基地が完成すれば、この巨大空洞はLPガスで充たされる。

作業トンネルは、貯槽などの掘削のための作業用通路で、
工事に必要な仮設用役設備（電気設備、換気設備、排水
設備等）が設置されています。工事内容は、作業トンネルの
掘削工事のほか、主たる仮設備の設置と維持管理、ずり（掘
削にともなう岩砕）処理等があります。

地下貯槽工事には、「プロパン貯槽工事」（プロパン専用）
と「ブタン貯槽工事」（ブタン／プロパン兼用）があります。
岩盤貯槽等の掘削工事のほか、水封水供給設備の設置、LP
ガスの受入れ･払出しや、貯槽に湧出する地下水の排水を
行う配管竪坑の掘削とプラグの打設、また貯槽と作業トン
ネルや配管竪坑との間を閉鎖するプラグの打設などを行い
ます。大半の工事は、2007年6月に完了しました。

 地下貯槽からLPガスを受入れ･払出しできるように設備
 工事を行います。工事に当たっては、隣接する民間の事業者
（波方ターミナル（株））の基地設備を有効利用することで、
 コストダウンを図っています。設備工事の内容には、LPガス
 の入荷設備、移送設備、出荷設備、脱水設備（LPガスに含ま
 れる水を脱水する）、排ガス処理設備、排水処理設備、電気
 設備、計装設備などがあります。2010年8月末、完成予定
 です。

設備が完成した後、気密試験を実施し、品質が確認された時
点を建設工事の完了とします。そして、その後の総合試運転
を経て基地は完成します。基地完成は、2010年12月を
予定しています。

地下に巨大空洞を建設する
世界最大規模のLPガス岩盤貯槽
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波方基地のLPガス地下貯蔵を実現する

地域とともに
日本の資源･エネルギーの
将来を担う

備蓄基地完成後の

水封式地下岩盤貯蔵とは、地下水位

以下の岩盤内にトンネル形状の空洞

を設け、これを貯槽とし、周囲の地下

水圧により常温のLPガスを封じ込

める貯蔵方式です。

地下水圧の安定化のために、水封ト

ンネル、水封ボーリングから岩盤内

へ人工的に給水を行います。LP

ガスの圧力より、貯槽周囲の地下

水圧の方が高いので、LPガスが外部

に漏れることはありません。

工事の手順としては、まず水封トン

ネルを掘削します。次に水封トンネ

ルから水封ボーリングを削孔し、水

封水が供給できるようにします。こ

れらの工事が完了後、貯槽の掘削を

進めることになります。貯槽の掘削

では、貯槽からのLPガスの漏れを防

ぐために地下水位を保つこと、かつ

貯槽への過剰な湧水を防ぐことが重

要になります。

隣接民間基地の設備を有効利用

LPガスは低温の液体状態で外航タン

カーに積載され、基地に到着します。

到着後、隣接する民間基地の受入

桟橋の配管を経由して、低温タンクに

貯蔵されます。そして、この低温LP

ガス液は、ポンプ、配管、既設ヒ－ター

で昇温した後、国家備蓄基地の地下

岩盤貯槽へ移送されます。

緊急時の払出しの際は、常温で貯蔵し

ていたLPガスを、ポンプにより汲み上

げ、配管を経由し、隣接する民間基地の

出荷桟橋から、内航船へ払出しします。

LPガス150万トンの備蓄を目指して

私たちの暮らしを支える貴重なエネルギー資

源の一つであるLPガス。その安定供給を緊急

時においても確保するため、国家備蓄が進めら

れています。すでに完成している七尾、神栖、福

島の3基地に加え、現在工事中の波方、倉敷の

2基地の完成により150万トンの備蓄を達成

する計画です。地下資源に乏しい我が国の社

会生活を地下からも支えてくれる、石油ガス

備蓄体制の完成後の貢献が期待されます。

海外から輸入

受入設備受入桟橋 出荷設備 出荷桟橋

低温タンク ヒーター

波方基地は人工水封方式を採用しています。貯槽の周囲の
地下水圧は貯槽内より高く保たれます。

水封トンネルに削孔された水封ボーリング。
ここから水封水を供給する。　

地下水圧を一定に保つため、水封水を送り込む水封トンネル

「水封式地下岩盤貯蔵」とは？ LPガスの受入れ､出荷方法は？

1. 大容量
地上設備のように地理的条件等の制約が少ないので、大容量の設備をつくること
ができる。　

2. 土地の有効利用
貯槽を地下に設置することで、地上用地が少なくてすみ、用地の有効活用が図れる。

4. 安全性が高い
・LPガスが岩盤内に封じ込められ大気と遮断されるので、貯槽内の火災･爆発の
 恐れがない。
・岩盤内は地表に比べ地震動が弱く、貯槽自体が周囲の岩盤と一体となり振動す
 るので、地震の影響が少ない。
・地下貯蔵なので、雷、台風の影響を受けにくい。

3. 環境保全性に優れる
地上部の設備が少なく、周辺自然環境や地域居住環境の保全性に優れている。

備蓄容量 プロパン30万トン、
ブタン／プロパン兼用15万トン

■波方国家石油ガス備蓄基地
　貯蔵施設概要

■水封式地下岩盤貯蔵方式の概念図

■LPガスの受入れ･払出しフロー

国内へ出荷
隣接民間基地

国家備蓄基地

水封トンネル

出荷ポンプ 底水排水ポンプ

敷地境界

海へ

LPガス（ガス層）

LPガス（液層）
LPガス岩盤貯槽

 製造設備
（脱水設備）

排ガス処理
設備

用役設備
水封水供給
設備

排水処理
設備

備蓄方式

貯蔵施設

出荷施設

地上部
敷地面積

流量300トン／時で2船同時出荷可

水封式地下岩盤貯蔵方式

プロパン貯槽
幅26m･高さ30m･長さ485m×2列

ブタン／プロパン兼用貯槽
幅26m･高さ30m･長さ430m×1列

約4ha

貯蔵量45万トンの波方基地は、国家

石油ガス備蓄量の約1/3を担う、我が

国最大の石油ガス備蓄基地となります。

基地完成まで、あと数年ですが、無事

に完成させることが私の使命です。

波方町をはじめとする地域の方々に

は、工事着工前また工事の切り替わり

の際にも説明会を開くなど、充分ご理

解いただくまで、繰り返しお話させて

いただきました。

工事中は、建設作業員へ差し入れをい

ただいたり、私たちも地元のお祭りや

運動会などに参加して、日頃からの交

流を大切にしています。

日本の資源･エネルギーを預かる重要

な役目を司るこの波方基地を、地域と

ともに守っていきたいと思います。　

波方国家石油ガス備蓄基地事業所
所長

小嶋 健治

水圧でLPガスを封じ込める

■地下岩盤貯蔵方式の特長

水封水供給設備の設置工事

ポンプ

LPガス

地下水位

地下水圧

水封水

水封トンネル

水封ボーリング
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金属資源リサイクル
シンポジウム開催

産学官の取り組み

2007年9月19日。JOGMECと秋田県との共同主催による金属資源リサイクルのシンポジウムが、

秋田県小坂町で開催されました。当日は、「戦略的資源の確保と循環型社会の構築をめざして」を

テーマに、産学官それぞれの専門家が、金属資源リサイクルへの取り組みとその安定的供給確保の

推進について講演しました。今回は、リサイクル関連施設の見学会も含めて、盛況の内に幕を閉じた

シンポジウムの概要を報告します。

Topics

JOGMEC NEWS vol.11 JOGMEC NEWS vol.11トピックス 「産学官の取り組み─金属資源リサイクルシンポジウム開催」 トピックス 「産学官の取り組み─金属資源リサイクルシンポジウム開催」

 「金属資源の安定供給確保に向けた検討課題―金属資源リサイクルの推進―」
 経済産業省 資源エネルギー庁 資源・燃料部鉱物資源課　採石対策官 森本 興

 「3Rを通じた持続可能な資源循環」
 環境省 大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課　課長補佐 奥山 祐矢

 「国際資源循環におけるバーゼル条約事務局の役割等（逐次通訳）」
 国連バーゼル条約事務局　プログラムオフィサー イブラヒム サフィ

 「金属資源循環システムと技術のあり方」
 国立大学法人東北大学 多元物質科学研究所　教授 中村 崇

 「液晶パネル及び液晶生産工程におけるインジウム回収技術」
 シャープ株式会社 環境安全本部　副本部長（リサイクル担当）兼 環境社会貢献部長 谷口 実

 「JOGMECにおける金属資源リサイクル技術開発への取り組み」
 JOGMEC 金属資源技術研究所　所長 伊藤 正

「秋田県におけるエコタウン事業への取り組み」
 秋田県産業経済労働部 資源エネルギー課　課長 松橋 彰雄

「自動車リサイクルの取り組みについて」
 トヨタ自動車株式会社 CSR・環境部 リサイクル企画室 技術・管理グループ　主幹 阿部 直樹

「DOWAグループによるリサイクル事業への取り組み」
 DOWAエコシステム株式会社　取締役リサイクル事業部長 島田 和明

シンポジウム 講演内容

基調講演

特別講演

家電リサイクル
関連

自動車リサイクル
関連

■金属資源リサイクルの一助に

金属資源リサイクルに関する政策や

国際的な動向、さらに自動車、家電メー

カーの具体的な取り組みなどを、産

学官それぞれの専門家が紹介した

今回のシンポジウム。こうした取り

組みは、金属資源リサイクルに関す

る幅広い情報共有の良い機会であり、

またリサイクルの今後の方向性を考

え、金属資源の安定供給確保を戦略

的に推進するための一助となること

が期待されます。

これまでJOGMECでは、一般廃棄

物（家庭ゴミ）の焼却過程で発生す

る飛灰から有用金属を回収するた

めの技術開発、ハイブリッド自動車の

ニッケル水素電池からのレアメタル

回収技術の開発、また自動車のシュレッ

ダーダストの焼却処理で発生するス

ラグのクリーン化技術の開発などを

実施してきました。また今年度からは、

デジタルカメラや携帯電話などの小

型廃電子・電気機器からのレアメタ

ルの回収、廃超硬工具からのタング

ステンなどを回収する技術の開発

を開始しています。

レアメタルをはじめとする金属資源

の安定供給確保を実現するために、

これからもJOGMECは、多角的な

金属資源リサイクル技術の開発に取

り組んでいきます。

次ページでは、自社のビジネスに立

脚したオリジナル性の高いデータや

分析内容を公表し、今回の講演の中

でも、特に反響の大きかったシャー

プとトヨタ自動車の金属資源リサイ

クルに関する取り組みを紹介します。

講演が行われた翌日（2007年9月20日）、現地リサイクル施設の

見学会が、本シンポジウムの開催地である秋田県小坂町と、隣接す

る大館市で行われました。どちらもかつて鉱山の町として栄えて

いた地で、鉱山開発が衰退した現在は、製錬事業や跡地などの有

効活用により、「秋田県北部エコタウン」の一角を形成し、地域の活

性化を図っています。また大館市内の公民館やスーパーなどに回

収ボックスを設置し、小型廃電子・電気機器の収集実態調査を

JOGMECが協力して行っています。

小坂町では、DOWAグループ関係のリサイクル原料受け入れ施設、

白金回収施設、シュレッダーダスト処理施設などを見学。その後、大

館市の花岡地区で、汚染土壌浄化施設、廃棄物中間処理施設、家電

リサイクル工場などの見学会が行われました。

DOWAグループによるリサイクル施設は管理型の最終処分場を備

え、リサイクル・廃棄物処理の完結的なコンビナートが形成されて

おり、参加者たちは同地区を興味深く視察。19日の講演に引き続き、

将来的な日本の金属資源リサイクルの推進につながる、充実した 

1日となりました。

現地リサイクル施設を見学

■金属資源の安定的な確保が課題に

金属資源の世界的な需要拡大に伴い、

レアメタルなどの安定供給が懸念さ

れています。家電産業、IT産業、自動

車産業など、様々な製造業に必要不

可欠なレアメタルを安定的に確保し

ていくことは、日本経済の国際競争

力の維持・強化のためにも、重要か

つ緊急な課題です。

そうした中、レアメタルをはじめとし

た金属資源のリサイクルに関心が高

まっています。今年7月にも、経済産

業省が取りまとめた「今後のレアメ

タルの安定供給対策」で、積極的な

資源外交を活用した海外資源開発

の強化、代替材料開発の推進、備蓄

の維持・推進などとともに、リサイク

ルの推進が重要事項として掲げら

れました。

■シンポジウムは大盛況

こうした状況下で開催された今回

のシンポジウムには、非鉄金属関係、

鉄鋼、家電、自動車、IT、研究機関、商

社、報道関係など、様々な業界から

164名が参加。金属資源リサイクル

に対する各業界の関心の高さがう

かがえました。

基調講演では、経済産業省の講演者

より「資源の市場性などに適切に対

応できるリサイクルシステムの構築」

の必要性が指摘され、また環境省の

講演者からは、日本で「発生抑制（リ

デュース）」「再使用（リユース）」「再

生利用（リサイクル）」の3Rによる先

進的な循環型社会を構築し、国際的

に推進していく考えが改めて強調さ

れました。

さらに特別講演として、国連バーゼ

ル条約事務局プログラムオフィサー

のイブラヒム サフィ氏により、廃棄物

の不法輸出入に関するバーゼル条約

事務局の役割などが説明されました。

その他、家電リサイクル関連として、

東北大学、シャープ、JOGMECが講演。

自動車リサイクル関連では、秋田県、

トヨタ自動車、DOWAグループが、そ

れぞれのリサイクル事業への取り組

みを紹介しました。

講演では、講演内容に聴衆が真剣に

耳を傾け、積極的な質疑応答が交わ

された他、シンポジウム終了後の懇

親会でも、講師と参加者が業種を超

えた活発な情報交換を行い、活気あ

る1日となりました。

家電リサイクル
工場の見学

テレビのリサイ
クル作業現場
（一部は手作業）



と笑顔を見せてくれると「今日はいい仕事

をした」と嬉しいですね。

以前はそれぞれの国によって棋風に個性が

ありましたが、最近はインターネットの普及

によって、発想や打ち方にはあまり違いがな

くなりました。ただ、あえて言えば同じアジ

アでも韓国の人は勝負ということにこだわ

りますし、日本人は自分らしい碁を打とうと

いう気持ちが強く、中国の人はその中間と

いった違いはあるような気がします。

7年前に大学の先輩から「今、地球上から１年

間に日本の国土の約25％分の森が失われ

ている」という話を聞いて大きな衝撃を受

けたんです。それで、自分の生活を見直し、

ムダを極力なくすようになりました。電気製

品にしても、使わない時にわざわざプラグを

抜かなくてもスイッチでまとめて電源のオン

オフができる「省エネコンセント」を使ったり。

一番大事なことは継続していくことですか

ら、あまり極端に厳しくしないで、ストレスが

かからないレベルで続けていこうと思って

います。

環境保護のために自分にできることは精一

杯しようと思っています。たとえば、海外で

のマングローブの植林活動などには楽しみ

ながら参加しました。それから、私がいつも

持ち歩いているのはエコ4点セットです。こ

れは、エコバッグ、ハンカチ、水筒、マイ箸の

4点セット。自分にできる身近なところから

行動していきたいですね。

私たちは、当たり前のようにエネルギーを

使って生活していますが、それができるのは

実はJOGMECさんのような縁の下の力持

ちが支えてくれているからなんですね。そ

れは本当に感謝したいと思っています。と同

時に、日本には優れた技術や知恵を持って

いろいろなエネルギーの研究をしている人

がたくさんいらっしゃるのではないでしょう

か。JOGMECさんにも環境にやさしい新し

いエネルギーの開発をぜひお願いしたいと

思います。
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囲碁というのは、相手の出方に合わせて、自

分の打ち方も変えていくもの。お互いにそ

の日の気分次第で全然違ってくるので、私

はあまり相手の棋譜などを研究したりしま

せん。ぶっつけ本番で臨み、相手の出方に

合わせて、その場を楽しみたいタイプです

から、自分の碁のスタイルが変わるというこ

とはありませんね。

「ここは私がいただくけど、そこはあなたに

あげる」といった感じで、相手と心の中で会

話しながら１つの物語を創造していけると

ころかな。経営者の中には「着眼大局、着手

小局」という言葉を座右の銘にしていらっ

しゃる方が多いようです。全体に目を配る広

い視野で問題をとらえること、その上で目の

前の小さなことにも細心の注意を払って実

践するという意味です。

友達と囲碁の普及を目的に「IGO AMIGO」

というボランティア団体を2005年の春に

設立し、月に2回はワークショップを開いて

います。参加者はこれまで延べで2000人

以上になっていますから、少しは役に立てた

かな、という気がします。昔は指導するのが

苦手だったんですが、少しずつ得意になって

きて、指導を受けた人たちが「楽しかった」

── 「女流棋聖」になっても、
　　碁のスタイルは変わらないですか？

──  囲碁の普及活動にも
　　尽力されていますね？

梅沢 由香里
囲碁棋士／東邦大学客員教授
うめざわ・ゆかり　1973年生まれ。東京
都出身。7歳の時に父親と囲碁を始めた
ことが、棋界へ身を置くきっかけとなる。
12歳で全日本女流アマチュア囲碁選手
権大会で8位。14歳の時に加藤正夫九段
に入門。同年に（財）日本棋院の院生とな
る。以後、着々と力を付け、慶應義塾大学
在学中に女流棋士特別仮採用試験（プロ
試験）に合格。23歳で入段を果たす。NHK
教育テレビ「囲碁の時間」のレギュラー出
演をきっかけに人気が高まり、漫画「ヒカ
ルの碁」の監修を務めるなど、日本の囲
碁普及活動に力を注ぐ。2007年には、
念願の女流棋聖のタイトルを獲得。夫は
プロサッカー選手の吉原慎也さん。

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.11
──JOGMECの活動について
　　メッセージをいただけますか？

──環境保護活動にも熱心に
　　取り組まれていますね？

──資源やエネルギーについても
　　だいぶ関心をお持ちのようですね。

── 海外でも囲碁人気は高いようですが、
　　打ち方に違いはありますか？

リサイクル技術 開発の現場から

シャープとトヨタ自動車の取り組み

シャープ株式会社 
環境安全本部
副本部長（リサイクル担当）
兼 環境社会貢献部長

レアメタルのリサイクルと経済性の両立 シャープ株式会社

谷口 実

Topics

■インジウム回収の今後の展望

パネルからITO分離
および
ITOスクラップから
インジウムリサイクル

代替材料
開発

インジウム
回収技術確立
経済性確立

2010年 2020年

液晶パネル新工場稼働

改正家電リサイクル法施行

素材メーカーと研究開発

生産への応用展開

技術確立

工場展開･経済性確立

技術確立

濃縮工程、パネルからのインジウム回収技術（低コスト化）

リサイクルビジョンを総合的に推進 トヨタ自動車株式会社

■トヨタリサイクルビジョン

持続可能な循環型社会の構築
（リサイクル実行率95％の実現）
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新たな社会システムの構築
新たなリサイクル設計車の開発

── 囲碁の一番の魅力は何ですか？

シャープのモノづくりの前提にあるのは、環

境への配慮です。例えば「2010年 地球温

暖化負荷ゼロ企業」を実現するために、シャー

プ製の太陽電池による創エネルギーと商品

の省エネルギー効果により、会社としての

温室効果ガスの削減量が排出量を上回るこ

とを目標に掲げています。

液晶ディスプレイなどの商品やその生産工

場でも、これまでに蓄積された最先端の環

境技術が導入されています。今回の「金属

資源リサイクルシンポジウム」でも、シャー

プの環境技術の一つ、インジウムの回収に

ついて発表させていただきました。

液晶テレビの生産ではインジウムを利用し

ており、液晶テレビの需要拡大に伴いインジ

ウムの需要も当然増加しています。インジ

ウム確保対策として、すでに実施しているイ

ンジウムのリサイクル率の向上に向けて、今

後は経済性の課題をクリアしていくことに

なります。

JOGMECさんへは、将来的にどのような金

属資源がレアメタルになるのかなど消費の

先読みと確保、また日本の資源開発の活動

を若い人たちにアピールし、その分野の人

材が育つような土壌を作っていって欲しい

と思います。

自動車は使用期間が長く、長期的な視点に

よるリサイクルへの対応が不可欠です。

2005年1月、使用済み自動車の再資源化

を目的とした自動車リサイクル法が本格施

行され、自動車の所有者、メーカー、引取業者、

解体業者などの役割分担が義務付けられま

した。トヨタは持続可能な循環型社会の構

築に向けて、2015年までにリサイクル実

効率95％の実現を目指したトヨタリサイク

ルビジョンを2003年に策定しました。様々

な取り組みを行っていますが、そのいくつか

をご紹介しましょう。

トヨタのリサイクルは右図の通り、リサイクル

しやすい材料の開発や解体しやすい車両構

造の設計など、設計や開発の段階から始まり、

効率のいい解体技術の開発、廃棄物のリサイ

クル処理技術開発、そしてリユースやリデュー

スまで、一つ一つを着実にかつ総合的に

進めています。目標の「リサイクル実効率95％」

は、2008年には達成したいと考えています。

企業によるリサイクル活動は重要なことで

すが、資源の確保は今後ますます重要にな

ると思います。レアメタルなどの資源確保、

また人材の確保という視点で理系の学生に

資源開発の重要性を認識させることを

JOGMECさんにお願いしたいところです。

経営企画や事業企画など、事業本

部のスタッフ及び管理職を経て、

2005年、環境安全本部の副本部

長（リサイクル担当）に着任。シャー

プのリサイクル事業全体を統括する。

現在、2007年2月に誕生した環境

社会貢献部の部長も兼任。CSR活

動の一環として、シャープが最も力

を入れている地球環境保全への取

り組みと活動を推進する。

トヨタ自動車株式会社
CSR･環境部
リサイクル企画室
技術･管理グループ 主幹

阿部直樹
生産技術部門で、鍛造･熱処理分野を

はじめ、ラピッドプロトタイピングや

CAD/CAM関連の業務を歴任。

1998年よりCSR･環境部へ。HV車

のNi水素バッテリー回収システム構

築やEU廃車指令への対応、国内自動

車リサイクル法への対応等の業務を

担当する。現在は主として、リサイク

ル設計やリサイクル材の活用等、より

高度なリサイクルを目指す活動に従事。

※ITO：透明電極
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表紙 ： 波方国家石油ガス備蓄基地の地下貯槽

※1 JAPAN-GTLプロセス：GTL実証プロジェクトで使用される技
術。炭酸ガスを含む天然ガスをそのまま利用可能な世界初の画期
的な技術。JOGMECと、国際石油開発（株）、新日本石油（株）、
石油資源開発（株）、コスモ石油（株）、新日鉄エンジニアリング（株）、
千代田化工建設（株）の6社が設立した日本GTL技術研究組合が
共同で開発。

※2 SADC（Southern African Development Community 南
部アフリカ開発共同体）: 南部アフリカ14カ国（タンザニア、ザンビ
ア、ボツワナ、モザンビーク、アンゴラ、ジンバブエ、レソト、スワジランド、
マラウイ、ナミビア、南アフリカ、モーリシャス、セイシェル、コンゴ）から
成る。
※3 リモートセンシング: 航空機や人工衛星などに搭載されたリモー
ト･センサーを用いて、地表の対象物から反射または放射される電磁
波（可視光線を含む）を収集し、それらのデータから対象物や現象に
関する情報を得る技術。

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。

本誌に関するお問い合わせは、総務部広報課まで　 jnews@ jogmec.go.jp

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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JAPAN-GTLプロセス※1の
実用化へ向けた進展

2007年9月3日・5日

2007年10月27日、南アフリカ共和国

鉱物･エネルギー省ブイェルワ･ソンジカ

大臣一行が、両国間の協力関係強化と

鉱業分野での日本からの投資促進を

図るために来日しました。6日間の滞

在中は、経済産業大臣や外務大臣と

の会談を行い、また関係団体や金属関

SADC※2諸国との
鉱物資源分野での関係強化

2007年10月27日・11月16日

 GTL（Gas to Liquid:天然ガス液体燃

 料化）は、天然ガスを原料として製造さ

 れる常温で液体の燃料で、灯油･軽油の

 代替燃料や、環境に優しい低公害燃料

 として注目されています。

 GTL技術の実用化に向け、JOGMEC

 と日本GTL技術研究組合は共同で

「JAPAN-GTLプロセス」の研究を

 進めています。2007年9月3日には、

 JOGMECとタイ石油公社（PTT:Public 

 Company Limited）が、PTTが保有する

 天然ガス資源を対象として、GTL事業

 化の可能性を調査するプロジェクト

 の覚書に調印したほか、9月5日には

 新潟市において、JAPAN-GTLプロセス

 の実証を目的とした日産500バーレル

 のプラントの建設が開始されるなど、

 計画の大きな進展に実用化への期待

 が高まっています。

世界各地で、金属資源の
共同探鉱への取り組み

2007年9月27日・10月25日

2007年9月27日、JOGMECはオー

ストラリア連邦の探鉱会社ミノタウア･

エクスプロレーション及び関連会社

3社と、同国ロックスビー･ダウンズ地

域（アデレード市北方約500キロ）に

おける共同探鉱に係る契約を締結し、

銅やウラン等の共同探鉱を開始しまし

た。また10月25日にはJOGMECと

ベトナム天然資源環境省地質鉱物資

源局は、ベトナム北部のラオカイ省と

イェンバイ省に跨る約6,000km2の範

囲で、銅･レアアースに関する共同地質

調査の覚書に署名し、共同資源開発基

礎調査を開始しました。

いずれもJOGMECが開発した物理探

査技術や衛星画像解析技術を活用し、

新たな鉱床の発見を目指しています。

係企業の工場などを訪問したほか、

JOGMEC掛札理事長との二者会談も

開催されました。掛札理事長は11月

中旬の南アフリカ訪問で、鉱物資源分

野での協力事業の覚書を締結する旨

を伝えました。

続く11月16日、甘利経済産業大臣に

同行して南アフリカ共和国を訪問した

JOGMEC掛札理事長は、同国地質

調査所とのレアアース、レアメタル等

の共同地質調査及び同国鉱業技術

研究所（MINTEK）との新技術に関する

共同研究プロジェクトの基本合意書に

署名しました。同日のボツワナ共和国の

訪問でも、ボツワナの鉱物資源を対象

とした探査事業（リモートセンシング※3

プロジェクト）を推進するための協議を

開始する基本合意書に署名しました。

SADC加盟国との連携強化も含め、今

後は両国における具体的な調査内容、研

究テーマなどの協議を行っていきます。

JOGMEC、日本GTL技術研究組合とその組合員6社による
JAPAN-GTLプロセスの実証プラント起工式（新潟市）

JOGMEC掛札理事長、MINTEKアビエル・ムンゴメズルCEOと
基本合意書に署名《写真提供：経済産業省》
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