
本誌に関するご質問は、下記「お問い合わせ」まで
https://www.jogmec.go.jp/contact/
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メタンハイドレート海洋産出試験を実施し、
メタンガスを生産

3月25日、JOGMECのホームページをリニューアルしました。 検
索機能の向上や新規コンテンツの追加で、より便利で使いや
すく、充実した内容のJOGMECのホームページをぜひご活用くだ
さい。 リニューアルによる主な変更点、追加点は次の通りです。

表紙写真：志布志国家石油備蓄基地の外観

JOGMECは、愛知県渥美半島から三重県志摩半島の沖合に
ある第二渥美海丘において、第1回メタンハイドレート海洋
産出試験を実施し、3月12日に、メタンハイドレート層から
メタンガスを生産しました。 この産出試験は2001年度から
進められている「我が国におけるメタンハイドレート開発計
画」の一環として行われたもので、現在、メタンハイドレート
の分解挙動及び環境影響評価のためのモニタリング作
業を実施しており、2013年度内にそれらの評価を行う予定
となっています。
第1回海洋産出試験は、商業生産ではなく調査段階の実験
作業ですが、今後、実験データの評価を踏まえて、第2回海洋
産出試験の計画や、将来の商業生産に向けた技術基盤の
整備を進めていく予定です。

新潟県佐渡南西沖で
石油・天然ガスの試掘調査を開始
JOGMECは経済産業省の委託を受け、JX日鉱日石開発株式
会社とともに、4月14日より新潟県佐渡南西沖において石油・
天然ガスの試掘調査を開始しました。 この調査は、2008年
2月に経済産業省が導入した三次元物理探査船「資源」に
よる探査結果に基づく初の調査であり、政府主導で国内の
石油・天然ガスを試掘する
のは約9年ぶりとなります。 
今後、約3か月間にわたる試
掘作業を行い、石油・天然ガ
スの存在状況などを調査し
ていく予定です。 資源備蓄を問う
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J.Letter
【ジェイ・レター】

JOGMECからの様 な々お知らせです。 最新の事業やニュース、イベントなどをご紹介します。

JOGMEC Webサイトより各記事の詳細情報をご覧いただけます。
http: //www.jogmec.go.jp/news/release/ index.html

リニューアル後のトップ画面

メタンガス燃焼の様子

■サイト内検索機能の充実 
全画面ページ上部の検索ボックスから、サイト内部の
検索ができるようになりました。
■資源ライブラリの設置 
JOGMECが関わる資源情報をまとめた「資源ライブラリ」
を設置しました。
■スマートフォンサイトの新設 
スマートフォンでの閲覧が容易になるようスマートフォン
サイトを新設しました。 
■公式ツイッターアカウントの開設 
JOGMECの公式ツイッターアカウントを開設しました。
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■試掘作業の概念図

■試掘地点

地球深部探査船「ちきゅう」
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交流イベントを開催
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2013年春、岡山県倉敷市と愛媛県今治市波方町に2つのエネルギー施設が完成した。
どちらも、日本のエネルギーセキュリティを担う、石油ガス（LPガス）の国家備蓄基地だ。
現在、日本では石油とLPガス、さらにレアメタルといった資源を、政府の主導で備蓄している。
なぜ資源を蓄える必要があるのか？ どれほどの資源が国内に備蓄されているのか？
そして、資源備蓄は国民の暮らしに何をもたらすのか？ 日本の資源備蓄を、問う。

なぜ資源備蓄が必要？
日本の備蓄量は？
安全性や環境への影響は？
世界最大級の地下石油ガス備蓄基地は
いかにして完成に至ったのか？
COLUMN
「資源備蓄と東日本大震災」

P4
P6
P8
P10

P13

特集

特集INDEX

JOGMEC NEWS Vol.332

1 6
7

2 3
4 5

1 波方国家石油ガス備蓄基地の地下岩盤タンク
高さ30m幅26mの巨大トンネルにLPガスが貯蔵されている

2 福島国家石油ガス備蓄基地の地上低温タンク

3 4 6 9 志布志国家石油備蓄基地
中央計器室で基地内各設備の運転監視が行われている

5 レアメタル国家備蓄倉庫の内部

7 倉敷国家石油ガス備蓄基地の地下岩盤タンク
地下岩盤タンクから地上設備まで通じる配管竪坑により
LPガスの受入・払出などが行われる

8 倉敷国家石油ガス備蓄基地の竣工式の様子

8 9

資源備蓄を問う
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最後の砦として、
不測の事態に備える

なぜ資源備蓄が必要？

資源・エネルギーセキュリティの

資源・エネルギー安定供給体制の確立が、
資源に乏しい日本の課題

石油、LPガス、レアメタルの備蓄事業が実施されており、ま
さに資源備蓄は、資源・エネルギーセキュリティの“最後の
砦”といえます。

日本が資源備蓄事業を開始する契機となったのが、前述し
た第一次オイルショックです。 この世界的な経済混乱が巻き
起こった年の翌年、1974年に日本を含む主要石油消費国
により、IEA※2が設立されました。 その設立目的は、①加
盟国における石油を中心としたエネルギー安全保障の確
立、②中長期的に安定したエネルギーの需給構造の確立な
どであり、「OECDの加盟国」でかつ、「前年の1日当たりの
石油純輸入量の90日分以上の緊急時備蓄を維持している」
ことが加盟条件となっています。 このIEAの設立・加盟が
一つのきっかけとなり、日本では、1976年に石油備蓄法（現
在の「石油の備蓄の確保等に関する法律」）が施行され、民間
の石油精製事業者などによる石油備蓄が義務づけられまし
た。 さらに、1978年には国家石油備蓄も法制化され、国家
備蓄・民間備蓄の2本柱の体制が構築されました。 LPガス
については、1981年の石油備蓄法改正により、民間備蓄が
スタート。 1991年には、通商産業省（現在の経済産業省）
石油審議会石油部会液化石油ガス分科会において、新た

第一次オイルショックを契機に
石油備蓄事業を開始

な石油ガス備蓄政策が検討され、LPガスも石油と同様、
国家と民間で備蓄事業を推進する体制になりました。 また
レアメタル備蓄制度は、1983年に創設。 石油やLPガスとは
異なり、創設当初より官・民協力による備蓄体制がとられて
います。 JOGMECは、石油、LPガス、レアメタルそれぞれの
国家備蓄事業を担い、民間企業と協力して日本の資源備蓄
を支えています。

日本の備蓄資源については、日本国内の資源・エネルギー
供給が不足する恐れのある事態が発生した場合に、国民
生活や経済の混乱を防ぐために活用されます。 現に、2011
年の東日本大震災発生後には、国家備蓄のLPガスが放出さ
れ、東北地方へのLPガス供給にあてられました。 また、日本
の石油備蓄は、国内の石油供給のみならず、世界の石油市場
の安定化にも役立てられています。 IEAには、CERM※3と
いう制度があり、石油供給の途絶などの緊急事態が発生
またはその恐れがある場合には、加盟国が協調して備蓄の
放出を行うことになっています。 これまでもIEAによる
CERMは複数回発動されており、国際石油市場の価格高騰
による混乱の予防や沈静化につながっています。 このよう
に日本の資源備蓄は、世界のエネルギーセキュリティにも
貢献しているのです。

※1：原子力発電の燃料となるウランは、エネルギー密度が高
　　く備蓄が容易であること、使用済燃料を再処理すること
　　で資源燃料として再利用できること、発電コストに占める
　　燃料費の割合が小さいこと等から、海外への資源依存度
　　 が低い「準国産エネルギー」と位置づけられている。
※2：IEA：International Energy Agency（国際エネルギー機関）
　　の略称。 経済協力開発機構（OECD）の下に設立された機
　　関で、現在、日本を含む28か国が加盟している。
※3：CERM：Co-ordinated Emergency Response Measures
　　（協調的緊急時対応措置）の略称。1984年にIEAで合意さ
　　れた。

IEAとの協調により
世界のエネルギーセキュリティにも貢献

日本では、こうした脆弱な資源・エネルギー供給構造からの
脱却を図るため、長期的な視点で供給先の多様化が推進
されています。 JOGMECが関与するメタンハイドレート海洋
産出試験の成功や、アメリカ産シェールガスの日本向け輸出
認可などの最近の報道は、官・民で進めてきたさまざまな
取り組みが実を結んだ一例であり、このような出来事の一つ
ひとつが、日本の資源・エネルギーセキュリティの強化につな
がると考えられています。

一方で、日本への石油・LPガスの供給不足のリスクや想定す
べき緊急事態が複雑化、不確実化しつつあります。 中東地域
の地政学的なリスクについては、地域・宗派対立・核問題を
巡る国際社会との緊張など、さまざまな問題が複合化し、より
大規模かつ重大なエネルギー安全保障上の脅威となる可能
性があります。 また、インフラ施設等に対する天災や事故に
加え、テロリズムの脅威といったリスク、マラッカ海峡を含む
関係水域における安全性なども問題視されています。 そし
て、レアメタルについても、二次電池、強力磁石、超電導材、
水素吸蔵合金などでさらなる需要拡大の動きがあり、その
重要性がますます高まるなかで、新興国での需要拡大・
寡占化が懸念されています。 こうしたリスクを抱えながら、
現在の供給構造が今後も維持されていく保証はどこにも
ありません。 突発的な供給リスクに備えるため、日本では、

予測不能な突発的な供給リスクに、
いかにして備えるか？

官と民で進められる、
資源・エネルギー供給の自立化と多様化

資源小国といわれる日本。 2010年のエネルギー自給率は、
水力・地熱・太陽光・バイオマス等による4.8％にすぎず、原子
力エネルギー※1を含めても19%にとどまり、残りの約8割の
エネルギー資源を海外から輸入しています。 なかでも石油
は一次エネルギー総供給の約4割を占め、その8割が中東産
です。 また、家庭用やタクシー燃料として、国民生活に密着
し幅広く利用されているLPガスも、7割以上を輸入に頼って
います。 一方、金属資源に目を向けても、基礎素材からハイ
テク産業分野まで、日本の産業に必要不可欠な資源である
レアメタルは、地域偏在性が高い資源です。 このような偏り
のある供給構造は、資源・エネルギーの安定供給を維持して
いく上で好ましいものとはいえません。 資源国の政情不安
などにより供給が不安定となり、日本経済や国民の生活
に大きな支障をきたす恐れがあります。 現に1973年の第四
次中東戦争に端を発した第一次オイルショックで、当時の
日本は経済混乱に陥り、戦後から続いていた高度経済成長
は終焉を迎えるに至りました。

■日本の原油・LPガス・レアメタルの輸入比率
《出所：原油とLPガスは、資源エネルギー庁「エネルギー白書2012」を基に作成》

■CERMの発動実積
■日本の資源備蓄に関する主な出来事

■日本の資源備蓄体制

第一次オイルショック1973年10月

1991年 湾岸戦争勃発
加盟国全体で日量250万バレル（約40万㎘）の石油備蓄を約1か月
半、市場に供給。 その結果、高騰していた原油価格は沈静化し、石
油消費国への経済的影響は限定的なものとなった。

2005年
アメリカに大型ハリケーン「カトリーナ」襲来
日量200万バレル（約30万㎘）の石油備蓄を30日間放出するという
ことで全加盟国が協調して行動。アメリカの石油生産・精製設備の
被害の影響は抑えられ、世界の石油市場に早期の安定をもたら
した。

2011年
リビア等中東・北アフリカ地域の石油供給懸念
リビア情勢等による世界的な石油供給の混乱へ対応するため、加盟
国全体で6,000万バレル（約900万㎘）の石油備蓄を放出。 産油国
からの増産分が市場に供給されるまでの間、IEAが橋渡し役を担った。

IEA設立1974年11月

「石油備蓄法」施行、民間石油備蓄開始1976年4月

国家石油備蓄業務開始1978年6月

「石油備蓄法」改正、民間石油ガス備蓄開始1981年7月

「レアメタル国家備蓄制度」創設1983年4月

国家備蓄LPガスを初放出2011年3月

全国5か所の国家石油ガス備蓄基地がすべて完成2013年3月

政府審議会が「国家石油ガス備蓄制度」創設を提言1992年6月

全国10か所の国家石油備蓄基地がすべて完成1996年8月

国家石油ガス備蓄業務開始1993年4月

「石油備蓄法」改正、
「石油の備蓄の確保等に関する法律」に名称変更1996年8月

石油備蓄
国家備蓄

民間備蓄

国家石油備蓄基地（10基地）

民間タンク借り上げによる備蓄

民間会社による備蓄

LPガス備蓄
国家備蓄

民間備蓄

国家石油ガス備蓄基地（5基地）

民間会社による備蓄

レアメタル備蓄
国家備蓄

民間備蓄

国家備蓄倉庫

民間会社による備蓄

志布志国家石油備蓄基地

レアメタルを備蓄している国家備蓄倉庫

レアメタル

100%

原油

99.6%
うち83.1%が
中東

LPガス

75.8%
うち86.6%が
中東

上五島国家石油備蓄基地

レアメタルの自給（リサイクル分を
除く）という意味では、平成17年度
末、札幌市郊外で操業していた
豊羽鉱山が閉山したことにより、
最後に残された貴重な国産レア
メタルであったインジウム生産も
途絶えることになりました。
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国内消費の数か月分に
相当する資源を備蓄

LPガスについては、倉敷国家石油ガス備蓄基地と波方国家
石油ガス備蓄基地の完成が、備蓄量の大きな底上げにつな
がりました。 これら2基地を含めて全国5か所の備蓄基地に
約150万tのLPガスを貯蔵できる施設が整い、現在68万tが
貯蔵されています。 また、民間備蓄では、国家備蓄を上回る
204万tのLPガスが貯蔵されており、国家備蓄と民間備蓄を
合わせて272万t、日数換算で78日分となります。

78
272万t

日分
国家備蓄：約20日分（68万t）
民間備蓄：約58日分（204万t）

備蓄量〉

国家備蓄は、全国10か所の国家石油備蓄基地と民間石油会
社等から借上げたタンクに4,748万㎘の原油及び石油製品を
貯蔵。 民間備蓄では、備蓄義務のある民間石油会社等に
より、3,842万㎘の原油及び石油製品が備蓄されています。 
これらを合わせて8,590万㎘の石油が国民の共通財産とな
り、日数に換算すると約185日分となります。 ※備蓄量は全て
製品換算

185
8,590万㎘

日分
国家備蓄：約102日分（4,748万㎘）
民間備蓄：約83日分（3,842万㎘）

備蓄量〉

■国家石油備蓄基地の概要

基地名※2位置※1 所在地 施設容量備蓄方式※3

苫小牧東部❶ 北海道 640万㎘地上タンク

むつ小川原❷

10

青森県 570万㎘地上タンク

久慈 岩手県 175万㎘地下岩盤タンク

秋田 秋田県 450万㎘地中タンク

福井 福井県 340万㎘地上タンク

菊間 愛媛県 150万㎘地下岩盤タンク

白島 福岡県 560万㎘洋上タンク

上五島 長崎県 440万㎘洋上タンク

串木野

❸

❹

❺

❻

❼

❽

❾ 鹿児島県 175万㎘地下岩盤タンク

志布志 鹿児島県 500万㎘地上タンク

※1：基地の位置は、地図上に記載
※2：基地名はすべて「＊＊国家石油備蓄基地」を省略
※3：備蓄方式の概要については、P9をご覧ください

■国家石油ガス備蓄基地の概要

基地名※2位置※1 所在地 施設容量備蓄方式※3

七尾

❶
石川県 25万t地上低温タンク

福島

❷

長崎県 20万t地上低温タンク

神栖 茨城県 20万t地上低温タンク

波方 愛媛県 45万t地下岩盤タンク

倉敷 岡山県 40万t地下岩盤タンク❸

❹

❺
※1：基地の位置は、地図上に記載
※2：基地名はすべて「＊＊国家石油ガス備蓄基地」を省略
※3：備蓄方式の概要については、P9をご覧ください

60日分
国家備蓄：42日分／民間備蓄：18日分

備蓄目標〉

LP
ガス

日本の備蓄量は？

石油
大型
原油
タンカー

※1隻＝35万㎘として計算

約245隻分

❶

❶

❷

❷

10

❸

❸

❹

❹

❺

❺
❻❼

❽

❾

家庭用
LPガス
ボンベ
約5,440万本分
※1本＝50kgとして計算

レア
メタル

2013年
3月末現在

2013年
3月末現在

レアメタルを含む鉱石のイメージ

レアメタル備蓄は、国家備蓄と民
間備蓄合わせて60日分の備蓄
を目標としています。 国家備蓄
はJOGMECが担当し、国家備蓄
倉庫にて保管管理しています。

■最近のレアメタル供給障害及び需給ひっ迫の事例

レアアース 日中摩擦を受け中国からの輸出が停滞

南アでの電力不足
白金族

カナダVale Inco Sudbury事業所でのスト長期化による生産障害

労働争議による生産障害

南アでの電力不足及び輸送、インフラトラブルによる生産障害

中国の生産・輸出規制強化、世界的需要増加による需給ひっ迫

ニッケル

クロム・マンガン

モリブデン 中国の輸出規制による需給ひっ迫（中国が輸出国から輸入国へ）

中国の備蓄検討による品薄傾向インジウム

中国での大雪による電力不足で精練所稼働率低下

2010年

2008年

2009～10年

2008年

2010～11年

2008年

2010～11年

2008年ビスマス

タングステン

2012年
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資源備蓄のエトセトラ

石油・LPガスの国家備蓄にあたっては、消防法、石油コンビナート等災害防止法、
高圧ガス保安法等の関係法規を遵守し、万全な安全対策や防災体制を敷くと
ともに、運転管理には常に細心かつ厳重な注意が払われています。 個々の設備
や機器については耐震、耐火設計がなされており、管理面においては、事故の
早期発見や素早い対応がとれるよう、火災感知器や漏油検知器などの監視設備
が随所に配置され、かつパトロールが常時行われています。 また、火災や油流出
などの万一の事故に備えて、流出油等防止堤や防油堤、防消火設備を設置すると
ともに、緊急時に迅速・的確な処置がとれるよう十分に訓練を積んだ自衛防災隊
員が常駐しています。 さらに、大型化学消防車、大型高所放水車、泡原液搬送車、
オイルフェンス展張船、油回収船などが配備されており、これらにより三重四重の
安全対策が施されています。
また、東日本大震災の教訓を踏まえた地震・津波対策については、備蓄基地が
立地する地域の防災計画に従って対策を進めています。

一斉放水訓練（上五島国家石油備蓄基地）

石油コンビナート総合防災訓練（福井国家石油備蓄基地）

安全性や環境への影響は？

A. 法令に基づいた万全な体制が敷かれています。

備蓄基地の安全性は？Q.1

IEAに加盟している日本と韓国以外のアジア諸国においても、資源備蓄に向けた取り組みが活性化しています。 中国では
第1期国家石油備蓄事業としてすでに4基地が完成し、現在では第2期計画を開始。インドでも国家石油備蓄基地の建設が
進み、タイやベトナムなどは国家備蓄制度創設を計画中です。 こうした動きは、アジアのみならず世界的なエネルギー安全
保障の強化につながると考えられています。 JOGMECは政府やIEAなどと連係しながら、アジア各国に対して備蓄にかか
わる協力を実施しています。

A. 中国やインドをはじめ、各国で資源備蓄に向けた取り組みが実施されています。

アジア各国の資源備蓄の取り組みは？Q.4

石油備蓄基地では大気への影響を考慮し、基地運営にあたっては硫黄分の
少ない燃料を使用するとともに、貯蔵している原油から発生するガスは、原
油ガス処理設備において無害なガスにしてから放出しています。 さらに海
域に油分が出て行くことがないよう、排水処理設備で油分、臭いを除去し、
ガードベースン（処理水放流槽）で汚れのないことを確認してから放水して
います。 一方、レアメタル国家備蓄倉庫でも、排水溝が接続する2か所の沈
殿槽の水質分析を隔月で実施し、排水（主に雨水排水）に問題がないことを
確認しています。

A. クリーンな水、空気、緑を守る取り組みを推進しています。

環境への影響は？Q.2

国家備蓄基地は地域社会と共生することで、その機能が
十分に発揮されるものであり、地域社会との共存共栄、さら
には一般の方々の理解が欠かせません。 そのため日本各地
の備蓄基地では、さまざまな地域交流イベント等を開催。 
また基地の重要性について分かりやすく伝える見学ツアー
を実施するなど、地域住民の方との触れ合いの機会を設け
ています。

地上タンクに石油を貯蔵する方式
です。 一般的な石油（在庫）貯蔵タ
ンクとしての操業実績が豊富で、建
設コストが安く、タンクの安全性や
安定性においても優れています。

A. 見学ツアーや地域交流イベント等を
　 開催しています。

備蓄基地は見学できるの？Q.6

国家備蓄基地において石油やLPガスを備蓄する方法は、石油で4タイプ、LPガスで2タイプに分類できます。 地上や地中、洋上
のタンクに貯蔵する方式や、地下岩盤内のタンクに貯蔵する方式など、各基地において立地地点の特色に合わせた備蓄方式
が採用されています。

A. 備蓄基地ごとに、立地地点の特色に合わせた備蓄方式を採用しています。

どのような方法で石油やLPガスを備蓄しているの？Q.5

エネルギー資源需要の中に占める石油の割合は、今後
減少が見込まれているものの、中国、インド及び東南アジア
諸国等の非OECD加盟国を中心とした需要増加が予測
されるため、世界全体でも2030年に向けて需要量増加が
確実視されています。 このように依然としてその重要性が
今後も変わりない、石油の供給減少・途絶に備えるため、
欧米や韓国などのIEA加盟国において石油備蓄が広く実施
されています。
また、レアメタルの備蓄についても、アメリカ、韓国、中国など
において備蓄制度が確立されており、現在も各国が独自に
対象品目を定めて備蓄を行っています。

A. 石油・レアメタルなどの資源を
　 世界各国が備蓄しています。

海外の資源備蓄の状況は？ ■IEA加盟国の石油備蓄日数

英国 韓国 スイス

265 216
米国

174
フランス

102
ドイツ

142159
オランダ

156

※2013年2月現在 《出所：IEAのホームページを基に作成》
※原油や石油製品（ガソリン・軽油等）の備蓄日数の合計

■各国のレアメタル備蓄対象金属鉱種

米国 韓国 中国

Q.3

※2013年現在

▶石油の備蓄方式

地上タンク方式

流出油海面放水拡散処理訓練
（菊間国家石油備蓄基地）

菊間国家石油備蓄基地で行われた施設見学の様子

タンクの石油貯蔵部分を地中に埋
める方式です。 漏油、拡散の危険性
が低く、耐震性に優れています。ま
た地上への露出が少なく景観への
影響を抑えることができます。

地中タンク方式

平底円筒式の二重殻タンクの中
で、冷却液化された LPガスを低
温で貯蔵する方式です。 LPガス輸
入基地で、最も一般的な貯蔵方法
です。

▶LPガスの備蓄方式

地上低温タンク方式
地下水圧により常温のLPガスを閉
じ込める貯蔵方式です。 LPガスの
圧力より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。

地下岩盤タンク方式

地下岩盤内のタンクに石油を貯蔵す
る方式です。 地下にタンクがあるた
め、地震、落雷などの自然災害に強く、
用地面積が小さくて済むので景観へ
の影響も抑えることができます。

地下岩盤タンク方式
海洋上に貯蔵設備を設ける方式で、
漏油、拡散の危険性が低いことが
特長です。 貯蔵設備は二重構造の
“貯蔵船”が洋上に浮いている状態
で、その周囲を一次･二次の防油堤
で囲んでいます。

洋上タンク方式

苫小牧国家石油備蓄基地 秋田国家石油備蓄基地　

七尾国家石油ガス備蓄基地 波方国家石油ガス備蓄基地の
地下岩盤タンク

串木野国家石油備蓄基地の
地下岩盤タンク

白島国家石油備蓄基地

マンガン、クロム、
タングステン、錫、
ベリリウム、
ゲルマニウム、
コバルト、ニオブ、
タンタル、プラチナ、
イリジウム 等
（12鉱種）

シリコン、コバルト、
インジウム、リチウム、
クロム、モリブデン、
アンチモン、チタン、
タングステン、ニオブ、
セレン、レアアース、
ガリウム 等
（24鉱種）

ニッケル、インジウム、
ガリウム、
ゲルマニウム、
アンチモン、
レアアース 等
（地方政府実施分、
 ベースメタルも
 含め20鉱種以上と
 見られる）

排水の水質チェック作業
（レアメタル国家備蓄倉庫）

ガードベースン
（福井国家石油備蓄基地）

外部への石油流出を防ぐ防油堤
（志布志国家石油備蓄基地）



地下水圧

地下水位

水封水
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The document story of project

世界最大級の地下石油ガス備 蓄基地は
いかにして完成に至ったの か？

倉敷を舞台に始まった世界最大級の
「LPガス地下岩盤備蓄」への挑戦

「驚きました」と金戸は倉敷行き辞令時を振り返る。 「それ
まで携わっていたのは国際基準に準拠した操業後の維持管
理基準の構築です。 それがいきなり、建設中の現場の、それ
も最前線に飛び込むことになった。 計測データの整理や分
析がこの工事の中で非常に大きな役割をもっていることく
らい、私にも分かりました。地下水圧を常に貯槽内より高く
保ち続けなければ、プロジェクトは成り立ちません。 しか
も岩盤の状況というのは、地上からの調査だけではなかな
か見えないんです。 実際にトンネルを掘って初めて分かる
ことがたくさんある。それをデータから分析し、その情報に
基づいて施工方針を逐次練り直し、場合によっては設計も
変える。計測データを預かるということは重い責任を伴い
ます」
金戸が赴任した時は、すでに水封トンネルの掘削は完了。貯
槽本体の掘削が始まっており、ちょうどアーチ部の掘削が
完了しようというところだった。
「現場は発破を掛けて、どんどん掘り進んでいます。それま
で岩盤だったところに空洞ができる。 するとそこに地下水
が流れ込もうとしますから、放っておけば地下水圧は低下
します。 それを回避するために、現場では二つのことを
行っていました。 一つは岩盤内への水の供給です。それに
よって地下水圧の低下を抑制する。 これは掘削済みの水封
トンネルや水封ボーリングを通じて行います。 もう一つは
岩盤内にセメントミルクを注入するグラウト工により、岩
盤の透水性を下げ、地下水が出ていかないようにすること
です。こうしたことを行いながら貯槽を掘削していく。 こ
の間、常に地下水圧などをチェックし、これらが問題ないか
どうかを監視するわけです。そしてデータの動きを見なが
ら、必要があれば水封のためのボーリングを増やしたり、グ
ラウト工の管理基準を見直したりといった設計変更や工事
内容の変更を行います。 その大もとになるのが、私が担当
するデータの整理・分析なのです」
 

倉敷に飛んだ金戸の前に並んだのは100を超える間隙水圧

計のデータだった。 しかもそれは、発破一つで刻々と動く。
最初は、何をどう見たらいいのか分からなかった、と金戸は
振り返る。
「なぜそういう数値が出てくるのか、どうしても分からない、
ということが何度もありました。 重要なサインを見落とし
ているのではないか。 そう思うと不安でたまらない。 上司
や先輩ともよく話したのですが、そこで学んだのは当たり前
のことですが、“現場に行く”ということでした」と金戸。
「これは、身体感覚をもって数字を受け止めるということで
す。そのデータを計測している場所で、今どういう施工が行
われているのか、貯槽内はどういう状況なのか、そういうこ
とをつかんでいないと数字の意味が浮かび上がらない」
だからこそ金戸が倉敷に行って変えたことがあった。 それ
は業務を行う場所だ。
「基本的には数字を見ればいいのですから基地内のどこに
いてもよさそうなものですが、今現場で何をしているのか、
それを知った上で見る数字はまったく違います。 発破が掛
かったときに、すぐ切羽と呼ばれる掘削の最先端にもいけ
るように、現場の近くに詰所を整備してもらい、そこで業務
を進めるようにしました。 そこにいれば、気になったときに
すぐに現場に行けるんです」
そして2012年6月、貯槽掘削の開始からおよそ5年を経て、

慎重な岩盤調査の結果、良質の花崗岩の存在が
確認できた倉敷地点に立地を決定した。

操業までの主な工程

立地決定
2000年12月

貯槽の気密・水密性能に関する法定検査を実施。 
極めて高いレベルの気密・水密性能が確認された。

高圧ガス完成検査・石災法※2完成検査完了
2012年8月

最初のLPガスを貯槽に受け入れ、翌3月には地上
設備もすべて完成。 総合試運転を完了した。

プロパン液受入れ
2013年2月

環境影響調査完了後、人員及び機材を地下に移
送・運搬する作業用トンネルの掘削に着手。

作業トンネル掘削着手
2003年5月

貯槽掘削前に水を供給する水封トンネルを確保
し、工事全期間を通じて地下水圧を保持する。

水封トンネル掘削着手
2005年9月

LPガス40万tの貯蔵に供する貯槽の掘削を開始。
大断面のためアーチ部から順次掘り下げていく。

貯槽掘削着手
2007年7月

３年半にわたる「情報化施工※１」を終え、高さ24m、幅
18m、最長640mの4つの貯槽の掘削を完了。

貯槽掘削完了
2011年3月

1

「倉敷へ」－－若手技術者、
金戸辰彦に下りた辞令2

その計測データの「読み」が
施工の質と効率を決める3

目の前で動き続ける100の指標
何が言いたいのか？4

2000年12月の立地決定以来、
13年を掛けてついに操業開始となった
倉敷国家石油ガス備蓄基地。
世界最大規模の地下でのLPガス備蓄を実現するため、
様 な々困難を乗り越えて奮闘してきた多くの人 が々いる。
金戸辰彦もそのひとりだ。

■「水封式地下岩盤タンク方式」概念図

倉敷基地の全景

水封トンネル

LPガス

水封ボーリング

金戸辰彦

2005年7月に石油ガス備蓄部配属と
なり、倉敷基地操業後の維持管理基
準の検討を進める。 2008年7月に倉
敷市へ赴任し、倉敷基地建設におけ
る計測データの整理・分析に従事。

石油ガス備蓄部
岩盤技術課

※1：情報化施工：建設事業の調査、設計、施工、監督・検査、維持管理という建設生
　　産プロセスのうち「施工」に注目し、情報通信技術（ICT ）の活用により各プロ
　　セスから得られる電子情報で高効率・高精度な施工を実現し、さらに施工で
　　得られる電子情報を他のプロセスに活用することによって、建設生産プロセス
　　全体における生産性の向上や品質の確保を図ることを目的としたシステム。
※2：石災法：「石油コンビナート等災害防止法」の略称。 石油コンビナート等特別
　　防災区域での災害発生防止、または災害発生時の対処法などを基準的に
　　法令化したもの。

地上での貯蔵基地建設となると、広大な用地の確保や環境
保全・災害対策など大きな労力と費用が掛かる。
そこで検討されたのが「水封式地下岩盤タンク方式」だ。 これ
はLPガスを、地下の岩盤に掘ったトンネル（貯槽）内に、周囲
の地下水の作用で封じ込めながら備蓄しようというものだ。
ただしこの方式は、国内では石油備蓄としての実績はある
ものの、より高圧のLPガスの備蓄に用いられたことはない。 
しかも倉敷基地の計画備蓄量40万tという数字は、世界最大
規模である。 明らかに大きなチャレンジだった。
しかし、成功させなければならない事業でもあった。 いう
までもなくLPガスは、分散型のエネルギー源として、災害
時などの緊急対応性に優れ、さらにCO2の排出が比較的少な
いクリーンなエネルギーである。 ところが輸入依存度が高
く、しかもそのほとんどを中東地域に頼るという脆弱な供
給構造をもつ。 その意味でも大量のLPガスを巨大な地上施
設の建設を要せずに備蓄できる水封式地下岩盤タンクに
は、大きな期待が寄せられていたのだ。

金戸辰彦が就職したのは2004年。 この年は、2001年の倉敷
基地建設工事の本格的始動から数年を経て、間もなく水封
トンネルの掘削に掛かろうかという頃だ。 大学で応用地質
学を学んだ者として、金戸もこの工事には強い関心をもっ
ていた。 しかし、当時の金戸は、就業経験も浅い新人であ
る。 2005年7月から石油ガス備蓄部に配属となり、国際
基準に準拠した倉敷基地の操業後における維持管理基準の
構築に以後3年間従事するなど、やや遠い場所でこのプロ
ジェクトにかかわることになった。 そのため、正直自分が
進めている工事という実感はなかった。
しかし金戸は突然、この工事の最前線に投入されることに
なる。 2008年7月、金戸に下りた辞令は、倉敷の基地建設
事業所で、計測データの整理・分析を担当せよというもの
だった。
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JOGMECが統合管理する備蓄基地の中で、東日本大震災により最も大きな
被害を受けたのが、岩手県の久慈国家石油備蓄基地です。 8mを越える津波に
より、ほぼ全ての地上設備が倒壊。 しかし、適切な避難と緊急停止措置により
人的被害や原油の流出はありませんでした。
JOGMECでは、被災直後より現地に対策本部を設置し、関係企業等とともに
各種復旧作業を進めました。 地上設備が機能しない状態においても、原油流
出等の二次災害を防止するため、岩盤タンクの水封機能の維持に欠かせない
非常用発電機などの設備を緊急で設置。その後、冬場の凍結期においても
水封機能を維持できるよう、受電設備、ボイラーなどを本設復旧しました。 
現在は、被災した地上設備の復旧工事を全て完了し、非常用電源設備等の
重要設備について、高台に移設するための工事を進めています。

久慈国家石油備蓄基地の被災

東日本大震災の発生後、東北地方でのLPガスの供給不足が懸念されていま
した。 JOGMECは経済産業省より国家備蓄石油ガスの放出について検討する
様指示を受け、2011年3月17日に「国家備蓄石油ガス放出準備チーム」を
設置。 3月31日には同省の指示により、4月4日～7日にかけて茨城県神栖市
の神栖国家石油ガス備蓄基地から、隣接する鹿島液化ガス共同備蓄（株）鹿島
事業所へ、東北地方におけるLPガス月間販売量（2010年3月時点）の約4割
に相当する4万tのLPガスを放出しました。
国家備蓄石油ガスの放出は、2005年7月の国家石油ガス備蓄基地の操業開始
以来、初めての事例となります。 神栖基地をはじめとする全国の国家石油・
石油ガス備蓄基地においては、東日本大震災以前より定期的な緊急放出訓練
を実施しており、緊急時に国家備蓄資源を安全、迅速かつ円滑に放出できる
よう備えています。

国家備蓄石油ガスの初放出

日本観測史上最大のマグニチュード9.0の巨大地震、
数十mにも達した大津波、
さらには原子力発電所の事故による放射能放出問題など、
我が国に未曾有の被害をもたらした東日本大震災。
資源備蓄においても、前例のない事態に見舞われました。
ここでは、そのうちの2件について紹介します。

わずか－2Pa（パスカル）。
気密レベルは予想を遙かに越えた！

資源備蓄と東日本大震災
ついに完成した貯槽の気密性を確認する法定検査が行わ
れる日が来た。 これをクリアしなければ過去12年に及ぶ
努力が水泡に帰す。 金戸はもちろん、誰もが緊張の面持ち
でその日を迎えることになった。

法定の完成検査は6月8日午前11時に開始、3日後の6月11日
午前11時に完了。 検査に先立ち約1か月前から貯槽を少し
ずつ加圧し、何回か止めながら、周囲の地下水圧や貯槽内の
温度変化などを詳細に見ていった。
貯槽の圧力の上昇に伴って周辺の地下水圧も高まる。 その
スピードや変化の仕方は様々だが、常に地下水圧のほうが
高くなければならない。
「試験に使用する計器の配置・精度検証など入念な準備を
行った上で試験に臨んでいたわけですし、事前の加圧段階
に地下水圧や貯槽内の温度変化の挙動については確認も
していたので、失敗することはないだろうと思ってはいま
したが、結果は予想を遙かに超えるものでした」
法定検査の判定結果は、補正後の圧力変動量がわずか－2Pa
（パスカル）という極めて優秀なものだった。 判定基準は
±500Paまで誤差として許容しているのである。
「－2Paという数字は、にわかに信じられなかった。 計画も
施工も完璧だったということでしょう。 うれしかったですね。 
自分が建設に携わった基地の性能の良さがここまで明確に
出たのですから」
数値の変化にどうしても説明が付かず、ただ打ち出された
グラフを前に眠れない日もあった。 数値の異常を指摘する
夜中の呼び出しも、何度も経験した。しかし金戸は、社会人
となって早々に担うことになった最先端プロジェクトの
「情報化施工」の中軸を担いきった。
「しかし基地操業についてはまだスタートラインに立ったば
かりです。 計画されている40万tのLPガスが全量備蓄され、
安定的に運用されたとき、そして今回得られた知見をまと
めて、引き継ぐことができたときが、私の仕事の完了だと
思います。 もうひとがんばりです」
もはや新人の面影のみえない落ち着いた笑顔で、金戸は
そう言った。

5 column

貯槽掘削及び水質検査の様子（写真4点）

神栖国家石油ガス備蓄基地

配管により4万tの
LPガスを移送（放出） 東北地方

（被災地）へ出荷

41日後4万tを戻し入れ

タンクローリー車（8t車）
5,000台相当

国家備蓄タンク
神栖国家石油ガス備蓄基地

LPガスを備蓄する貯槽トンネル

高圧ガス保安協会の立ち会いのもと行われた気密試験

■気密試験
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JOGMECは、資源国が抱える技術的課題を日本企業の有する革新技術を
用いて解決へと導くことで、我が国と資源国との関係強化を目的とする
「技術ソリューション事業」を2013年度より開始しました。 この新事業を
広く紹介することを目的に、5月7、8日の2日間、都内会場において第一回目
の「JOGMEC Techno Forum 2013」を開催。 海外の国営石油会社や国際
石油会社の方々に、石油・天然ガスの開発現場における現状、技術課題、
そして期待される日本の革新技術について講演いただきました。 一方、
国内産業の代表からは、資源国との良好な関係づくりに関する考察を講演
いただきました。 また、JOGMECからは「技術ソリューション事業」の内容
や今後の進め方を説明し、会場内の個別相談室では、多くの企業の方々
から革新技術公募に関する相談を受けました。
本イベントは、当初の定員500名を上回る663名の来場者に恵まれた上に、
来場者が資源国等の代表らと直接会話し、交流を深める場面も見られま
した。 終了後、来場者からは「資源国や大手石油会社の状況を肌で感じら
れた」、「JOGMECの方向性を知ることができた」などの好意的なコメントが
寄せられ、講演者からも「日本のシーズ技術をもっと知りたい」など、次回開
催に向けて前向きなご意見をいただきました。 第二回となる「JOGMEC 
Techno Forum 2014」は、2014年秋の開催を予定しています。

日本企業の石油・天然ガス開発ビジネス参入を後押し

5月16、17日、JOGMECは経済産業省と共催で、日本企業によるアフリカなど
への資源開発投資の促進や、日本の最先端技術と資源開発分野とのビジネ
スマッチングを目的とした「国際資源ビジネスサミット（通称：J-SUMIT）」を
都内会場にて開催しました。
本イベントは、73の講演と53の展示ブースからなり、国内外から2,000名を
超える来場者が参加。 アフリカの資源開発をテーマとした講演では、アフリ
カ各国の資源担当大臣等による鉱業政策や鉱業事情の紹介をはじめ、海外
の資源メジャーや探鉱ジュニア企業、国際機関などの講師にも講演いただ
きました。 また、国内の政府関係機関や企業、大学の講師の方々により、アフ
リカにおける日本企業支援やアフリカ諸国に対する人材育成協力など、
資源開発に関する多角的な講演を行っていただきました。 また、日本の先進
技術をテーマにした講演では、多業種・多分野の日本企業や研究機関など
による技術の紹介があり、日本の先進技術の資源分野での応用の可能性を
探り、新たなビジネスチャンスをつかむ場として、活発な交流が行われま
した。 展示ブースでは、探鉱開発プロジェクトのほか、実機や模型、パネル
などにより各社の技術も数多く紹介され、情報交換や商談が活発に行われ
るなど、アフリカ政府や資源企業等と日本企業の距離が縮まり、産・学・官
が融合した活気溢れるビジネスサミットとなりました。

日本企業とアフリカ資源国のビジネスマッチングを促進

「資源国」と「日本企業」をつなぐ
交流イベントを開催TOPICS

JOGMEC河野理事長による
開会の挨拶

2013年1月5日から約3週間にわたり調査を実施しました。 調査海域は、沖縄本島那覇
市の北西約130kmの排他的経済水域内にある伊是名海穴付近。 昨年、新たに運航を
開始した最新鋭の海洋資源調査船「白嶺」を投入し、船上ボーリング機を用いた初の
本格的な調査でした。 この船上ボーリング機は、従来の機材が海底から20mの深さ
までしか掘れなかったのに比べ、水深2,000mの海底で400mの深さまで掘れるという、
非常に高い能力を持ちます。 私はこの調査の団長として
乗船しましたが、その高性能に期待しながらの出港と
なりました。

海洋調査の難題は天候、とくに波です。 どれほど高性能の
調査船でも、高波の中での作業には危険を伴います。 調
査団長としては、毎日2回届けられる気象情報をもとに、
いつどこでボーリングを開始していつ終了するか、天候悪
化の兆候が出てきた時にどこで切り上げるか、その決断
をしつつ計画を組み立てていくことが最も重要でした。 
その日も天気は悪くなってきていました。 すでに40m
ほど掘り進めてもう充分と誰もが思っていました。 船上
ボーリング機は、3m掘るごとにサンプルを詰めたパイプを船に引き上げてきます。 
これで最後にして次の調査ポイントに移動しようと思ったその時でした。
 

上がってきたパイプの先端の5cmくらいの部分に、鉱石が捉えられていたのです。 
急いでもう一回掘るとさらに鉱石が続いていて、未知の鉱床を発見したことが分かり
ました。 地点を決めた地質担当、掘り抜いた掘削技術者、そして海底深くまで強力に
掘削できる白嶺、全ての力が合わさった成果でした。 現在、どのような金属がどれだけ
含まれているか、採取したサンプルの解析を進めています。 また、この鉱床の広がり
がどの程度あるのか、白嶺による継続調査を今年度も実施することを検討中です。 
海底深くにあるこの鉱床の開発には、まだ技術的な課題も残っていますが、この発見
は海底熱水鉱床の開発と、我が国の資源確保に向けて極めて重要な一歩だと思い
ます。 今後とも調査に全力を尽くしていきたいと思います。

B a c k  S t a g e

Key Person

2013.4.4.mon

新聞やTVなどのメディアで日々報じられる資源・エネルギーのニュース。
その舞台裏で繰り広げられたJOGMECの取り組みを担当職員が紹介します。

新調査船「白嶺」が威力を発揮

児玉敬義

海底熱水鉱床の開発に向けた大きな一歩

海洋資源調査船「白嶺」 朝日新聞掲載（2013年4月4日朝刊）

金属資源技術部　
運航計画課
担当調査役

1988年、旧金属鉱業事業団入団。 調査部に
所属し、国内資源の調査に従事。 1993年か
ら技術開発部で海洋調査。 1996年からは深
海資源開発（DORD）に出向して海洋調査を
担当。1999年に出向から戻り、環境業務部、
備蓄部を経て2010年から現職。

採取されたコアサンプルの一例

2013年5月、JOGMEC主催で2つのイベントが開催されました。
盛況のうちに幕を閉じた、資源国と日本企業との交流の機会となったイベントの様子を紹介します。

天候に左右されるボーリング作業

J-SUMIT 国際資源ビジネスサミット

ポスター展

会場風景

茂木経済産業大臣による
ウェルカムスピーチ

JOGMEC展示ブース

会場風景

？

？ ？

？

？

？

すでに見つかっていた鉱床

今回発見した鉱床

火山礫～火山灰層

■発見した鉱床のイメージ
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今回発見した鉱床

JOGMEC Techno Forum 2013

講演の様子

大盛況の会場の様子

2013年1月、JOGMECは、

海洋資源調査船「白嶺」による

海底ボーリング調査を実施。

その結果、沖縄本島沖の海底下に、

金属が堆積した

「海底熱水鉱床」の地層が

大規模に存在することを確認しました。

現在、採取したサンプルを基に

金属の分析が進められています。

沖縄海底に眠る大規模鉱床を確認
はくれい

い    ぜ    な
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