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会員の皆様には輝かしい新年をお迎えになられたこととお慶び

申し上げます。旧年中は大変なご支援を賜り、心より感謝申し上

げますとともに、本年も引続きましてご支援、ご指導のほど、宜

しくお願い申し上げます。

本日は、仕事始めから間もないご多忙のところ、全国各地より

JIGA賀詞交歓会にご出席賜りまして、誠にありがとうございま

す。また、公務ご多忙のところ、日頃よりご指導頂いております

経済産業省より照井製造産業局次長様、原子力安全・保安院より

黒岩課長様はじめ多くの方々、また、日頃何かとご支援頂いてお

ります高圧ガス保安協会から大角会長他、多数の皆様にご臨席を

賜り誠に光栄に存じております。

さて、皆様を取り巻く経済環境は、極めて好調と存じます。諸

原材料価格の高騰、アメリカ経済の減速、更にはイラン、イラク、

北朝鮮などの政治・経済の先行き不安要素はありますが、何とか

今年も我々の環境が好調であることを望んでおります。

そのような中、JIGAは、昨年、有限責任中間法人化に伴い４

つの行動指針を掲げ、その方針に沿って順調に活動して参りまし

た。行動指針の第一である法令順守・自主保安の徹底に関しては、

三つの課題に対処致しました。

一つめは、老朽アセチレン容器について、38年経過したものは、

逐次毎年使用停止とする自主基準を作成しました。業界にとって

数百億円の費用がかかりますが、保安の徹底を第一義と致しまし

た。

二つめは、爆発事故等の原因となる放置容器の撲滅であります。

回収に全力をつくすと同時に、これを促進させる容器賃貸借契約

会長　田口　博

2007
平成19年１月11日賀詞交歓会挨拶（抜粋）
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化を徹底しました。尚、本件については、経済産業省殿に大変な

ご支援を頂きました。

三つめは、廃棄容器を処理する株式会社CRC西日本の順調な

運営であります。於 前会長が精力的に進めたものですが、お

蔭さまで予定以上の実績が上がり、これも社会環境の改善に貢献

している次第でございます。

以上は、自主保安の徹底はもとより、JIGAの行動指針に沿っ

た、保安・環境技術の確立、商慣習の適正化などであります。

一方で、もうひとつのJIGAの行動指針である国際化への飛躍

ですが、米国（CGA）、ヨーロッパ（EIGA）、JIGAの間で行われ

ている国際的な安全基準の整合化活動の中で、JIGAは積極的に

行動致しました。昨年は、往復動酸素圧縮機安全指針で主導的役

割を果たし、また、今年からは、アルシン、ホスフィンなどの可

燃性・毒性ガス取扱い基準について主役を務めることとなり、

JIGAの地位向上に邁進して参りました。さらに、JIGAが日本一

国だけの組織ですと国際的評価も低いとの認識から、現在、台湾

高圧ガス協会と、お互いに賛助会員となるべく活動中であります。

以上昨年からの主要な活動事例を申し上げましたが、これら全て

は皆様のご指導、ご理解によるものと、この場をお借りして重ね

て御礼申し上げます。

さて今年ですが、最大の課題はJIGAと医療ガス協会との統合

であります。両協会併せ、1,000社以上の会員となる予定であり

組織も大きくなりますが、豊田副会長をリーダーとする統合委員

会も順調に進んでおりまして、６月の定時総会には、皆様のご同

意の評決を頂戴し、10月には新法人として発足したいと存じます。

組織が大きくなると、当然その社会的責任も重いものと自覚し

ております。皆様方とご一緒に、産業ガス・医療ガスの保安、安

全、品質の向上を以って、国民の福祉向上、社会の発展に貢献致

したく全力を尽くす所存でございます。あらためて、皆様方の尚

一層のご指導、ご支援をお願い申し上げます。

最後になりましたが、本年も会員各位の益々のご繁栄と皆様方

のご健勝を祈念しまして、新年の挨拶とさせて頂きます。

勢甥



開 会 挨 拶

会　長　　田口　　博

巻頭「2007年頭所感」に収録しましたので割愛いたします。

開 催 日 平成19年１月11日（木）17：00～19：00

開催場所 東京會舘　12階「ロイヤル・ルーム」

出席者数 321名

賀詞交歓会挨拶要旨

来賓祝辞

経済産業省製造産業局

次　長　　照井　恵光　様

経済産業省製造局の照井でございます。昨

年までは、原子力安全・保安院におりました。

田口会長から産業ガス業界の保安、安全に

関する活動を承りました。本当に熱心に着実

に進められておられるということで大変嬉し

く思いました。お蔭さまで、経済の方も順調

に推移しておりまして「いざなぎ超え」とい

うのは、皆様お聞きになっていると思います。

２％程度の成長は、平成18年に引き続き平成

19年も出来そうな状況にあります。
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経済産業省は、昨年、新経済成長戦略で

2.2％以上の経済成長を目指し、これまでの経

済状況をより確かなものにするよう取り組ん

でいます。まとめられました税制大綱におき

ましても抜本的な見直しを40数年振りに行っ

ていくということであります。いずれにしま

しても、産業としての競争力、なかんずく国

際的な競争力を是非ともつけて経済の牽引と

なっていただきたいという主旨です。そうい

う意味から田口会長の言われた中身は全て、

それに沿った取り組みをしていただいている

と思います。さらに安全の面で申し上げます

と、昨年、「消費生活用製品安全法」が改正さ

れまして、昨年目立っておりました製品事故

について、取り組みを評価しようと法律が改

正されました。事故が起きた場合は、速やか

に当局に報告して頂くことになっております。

もとより日本産業ガス協会におかれましては

「高圧ガス保安法」の下で、安全について積極

的に取り組んでおられますが、まさに安全を

売っている業界であり、高圧ガスを管理して

産業を下支えし、国民の生活に役立っており

ます。引き続き安全の取り組みについては一

層、強化していただければありがたいと思い

ます。

さらにこの業界が国際競争力を持って製品

を供給していける団体として一層、発展され

ることを期待したいと思います。田口会長の

強力なリーダーシップの下に、よりよい業界

を創りあげていただければ有難いと思います。

最後になりますが本日ご列席の皆様のご健

勝とご発展を祈念いたしまして、新年のご挨

拶とさせて頂きます。本日は誠におめでとう

ございます。

来賓祝辞

高圧ガス保安協会

会　長　　大角　恒生　様

KHKの大角でございます。

昨年の今頃は、前の案件（貯槽の脚部）の

検査ミスが発見されまして大変でした。

経済産業省の保安課の皆様にはご心配をお

かけいたしましたが、私どもも検査体制を立

て直すべく念には念を入れて強度計算をやる

ことになりました。各業界におかれましては、

これでは納期が間に合わないといった声もあ

り、大変ご迷惑をおかけしました。

私どもは、いつまでも同じ事を繰り返すつ

もりはありませんが、今一度原点に帰って、

その上で見落としのないより効率的な検査体

制を進めております。既に、第二フェーズに

入りつつあります。今年の早春にはより良い、

迅速で見落としのない検査ができるようにな

ると思いますので、ご理解のほどお願い申し

上げます。

それから、私ども協会は日々合理化の努力

を重ねております。その成果として、2007年

度には是非とも講習や試験の手数料について

還元をしたいと思っております。

2007年は団塊の世代の退職が始まる時代で、

溶接の資格試験、講習会の受講者の数が増え

出し、非破壊検査の方も増えています。高圧

ガス業界におかれましても資格を持った優秀

な技術者が必要な時期になっていると思われ

ます。私どもでの講習会の参加者数を見ます

と、昨年の上期から少し増え出しており、値

下げをしてもやっていけるのではないかと考

えております。宜しくお願い致します。
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また、2007年というのは、日本に近代的な

ガス溶接が導入されて、丁度100年になります。

それ以前にもロウ付け等の溶接はありまし

たが、溶接棒を使用した溶接が始まったのは

1907年と聞いております。溶接業界、溶接学

会も盛り上がっております。勿論、産業ガス

業界も益々ご発展となることを期待しており

ます。

結びにあたりまして、JIGA並びに会員各社

の皆様方のご繁栄、ご参集の皆様方のご健勝

をお祈りいたしまして、ご挨拶とさせて頂き

ます。

乾杯挨拶

副会長　　豊田　昌洋

総務部会長を仰せつかっております豊田で

ございます。

本日、各地からこのように沢山の方々にお

越しいただきまして、誠に、JIGAの勢いがあ

るところを見た感じが致します。

本日はご多忙の中、経済産業省から照井次

長様、原子力安全・保安院から黒岩保安課長

様、並びにKHKから大角会長様はじめ多くの

方々にご出席をいただきましてありがとうご

ざいます。

照井様からは新しい法の制定、特に私ども

がかねて念願しておりました減価償却の問題

につきまして、強力にバックアップをして頂

きました。本年度から我々の産業ガス業界活

動が思い切ってできる一つの足場が出来上が

りました。これからは益々頑張って参りたい

と思います。今後とも経済産業省のご支援を

お願いしたいと思っております。

大角様からは、新しい検査体制を構築され

たという有難いお話を受け賜りました。また、

当業界でも、いろいろなノウハウ、スキルが

無くなっていくと心配しておりましたが、KHK

の合理化の結果、検査費等を下げて頂けると

いうまことに嬉しいお話も受け賜りました。

JIGAも益々頑張らなければいけません。い

ろいろな方々の支援を受けながら、JIGAは今

後どうするかということであります。前任の

於 会長の後、引き継がれました田口会長が

精力的にいろいろなことを実行してまいりま

した。今年も医療ガス協会との統合を始めと

して、本部、地域本部一体となり、新しい

JIGA、世界の中におけるJIGAとしての存在

を明らかにするため頑張ってまいりましょう。

思いを込めまして、皆様と一緒に杯をあげ

たいと思います。

中締め挨拶

副会長　　小池　康雄

本日は、JIGAのメンバーの方々にご参集頂

きまして、大変有意義な賀詞交歓会が開催で

きました。誠にありがとうございました。

私は、業務部会長を仰せつかっております。

ここ数年間IOMA（国際酸素製造者協会）

に出席させて頂いております。日本と比べて、

彼らの生活ぶりをみますと、ゆとりがあり優

雅だと感じられます。何が違うのかよく考え

て見ますと、業務部会の活動と非常に関係が

あるのではないかと考えます。

つまり彼らは、既に商慣行改善を終わらせ

勢甥
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ているが、我々は、まだだということです。

業務部会では今年、商慣行改善活動を終了さ

せようと思っております。この活動は保安・

安全に直結しております。地域の皆様方も温

度差を埋めて完結させて頂きたいと思います。

JIGAの発展、皆様方の会社の発展を祈念し

まして、締めさせていただきます。

— 6 — 産業ガスレポートVol.13

中締

ウエルカム

事務局一同

歓談
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JIGA－THPGIA（台湾高圧ガス産業協会）間の相互技術援助に関する覚書締結がJIGAでは平成19

年１月11日（木）臨時理事会にて承認されましたので、その要旨を報告いたします。

また、同時に相互に賛助会員に加盟することも承認されました。

覚書の発行日は平成19年１月31日付、賛助会員は平成19年３月１日付で両者合意致しました。

前文

JIGA、THPGIA両協会は、産業ガスの安全確保の為、環境、安全、保安、技術等に係わる諸調

査・研究及び対策の規格、推進等を行い、それらに関する一部知的財産を保有する。

ここに言う産業ガスとは、産業の用に供するO2、N2、Ar、H2、C2H2、CO2並びに特殊ガスを言う。

JIGAとTHPGIAは、以下の条件で相互に情報を提供し、相互の産業ガスに関する安全・保安を

企画・推進し、事故情報を含め情報を交換する。

第１項　目的

両者は、これら情報を通して産業、従業員

の安全の促進に有益である可能性を検討する

事に合意する。

第２項　協調

両者が、その事項に関し協力する事が両者

にとって有益であると合意した場合、それを

推し進める為の詳細方法を討議し決定する。

但し、重要なパテントに関する情報に関し

ては、所有権の問題も有り、別途協議とする。

第３項　担当者の指名

両者は、その事項及びテーマを計画、討議、

選択する委員を指名し、定期的又は適宜、委

員による委員会を開催し、当該事項を検討す

る。

第４項　機密保持

両者は、公開した情報は、別途協議により

同意された場合を除き、部外秘とし、又事前

に書面にての合意なしに第三者に情報を開示

しないものとする。

更に、ここに規定された目的以外に使用し

ないものとする。

第５項　有効期限

本覚書は、発効日から有効で、その日から

２年間有効とする。

どちらか一方が、もう一方に対して 、本覚

書の有効期限の6ヶ月前までに書面にて意思表

示がない場合、自動的にもう一年間有効とな

るものとする。以降、一年毎に同条件での自

動更新とする。

第６項　費用

委員会に関する費用に就いては、各協会の

負担とする。

JIGA-THPGIA（台湾高圧ガス産業協会）間の相互技術援助に関する覚書
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第７項　仲裁

7.1 両者は、本覚書により生じる申し立て、

論争に関しては迅速に、誠意を持って解決す

るものとする。

7.2 本覚書により生ずる争議に就いては、

最終的に、国際商業会議所のルールに則り、

１名以上の調停者を任命し、日本国東京に於

いて調停されるものとする。

第８項　準拠法

本覚書そのものに関する問題に就いては、

第三国シンガポールの法規に従うものとする。

本覚書の証として、両当事者により頭初の

日に覚書を締結した。

Hiroshi Taguchi  ／ Chairman : JIGA

John Miao  ／ Chairman : THPGIA

理事会
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第4回　産業ガス保安セミナー報告

当協会では「法令順守と自主保安の確立」

「安全・環境保護技術の確立」「国際整合化を

通しての規制改革」「流通の改善・適正化」の

４つの行動指針を掲げ、高圧ガスの製造、貯

蔵、移動、消費に於ける安全･保安の確保に向

けて自主基準の策定を中心に鋭意進めている

ところです。

会員各位におかれましても、事業活動はも

とより、常に高圧ガスの保安活動にご尽力い

ただいているかと存じますが，その活動を支

援させていただくため第4回産業ガス保安セミ

ナーを下記要領にて開催いたしました。セミ

ナーでは当協会が今般発刊しました自主基準

の策定の背景、論点について解説いたしまし

た。大阪会場（２月23日メルパルク大阪、参

加者104名）、東京会場（３月２日建築会館、

参加者108名）、共に100人を越える参加者の下、

盛況裏に終えたことに対して御礼申し下げます。

記

１．講演内容：

（１）水素ガスWEB教材及び水素輸送パイプ

ライン指針

（講師）大陽日酸㈱　技術本部

水素プロジェクト部　副部長

白根　義和　氏

（内容）水素ガスの一般的知識、水素の製造・

輸送･貯蔵･用途、取扱上の留意事項、

水素ガス事故例及び水素ステーション

等幅広く解説しました。

（２）医療施設におけるCEのピット内設置の

実態と規制

（講師）ジャパン・エア・ガシズ㈱

ヘルスケア事業本部　主査　

小林　浩　氏

（内容）酸欠事故について及び医療施設におけ

るCEのピット内設置の実態と国内外

の規制調査結果並びに安全対策につい

て解説しました。

（３）空気液化分離装置保安検査対応実施要領

（講師）大陽日酸㈱　オンサイト・プラント事業本部

ガス生産技術部　部長

田中　義隆　氏

（内容）空気液化分離装置保安検査対応実施要

領書の検討経緯、論点及び検査方法･

判定基準について解説しました。

２．大阪会場レポート

開催日時：平成19年２月23日（金）

13：30 ～ 16：30

開催場所：メルパルク大阪　３階　

ボヌール

参加者数：104名

【技術・保安部会副部長 林谷英司氏挨拶要旨】

本日は大変お忙しい中、

JIGAの産業ガス保安セミ

ナーのために、沢山の

方々にご出席頂きまして

誠にありがとうございま

す。

JIGAをより身近に感じて頂くためにどのよ

うなサポートができるかと事務局及び部会の

メンバーが日々討議をしております。このよ

うなセミナー、またセミナーの内容につきま

しても前向きな検討を行っております。

ご承知の通り、昨今、安全の確保、保安、

法令順守ということが社会活動を行う上で必

要不可欠となってきております。しかしなが

ら、安全、保安を軽視した重大災害がマスコ

ミ等で報道されております。法令違反につき

ましては、社会から見放され、会社の存続す

常置部会報告

林谷氏
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ら危うい現状になっています。当協会もこの

ような社会の流れを厳粛に受け止めまして、

法令順守と自主保安の確立、安全・環境技術

の確立、国際整合化を通しての規制改革、流

通の改善・適正化の４つの行動指針を掲げ、

高圧ガスの製造・貯蔵・移動・消費における

安全・保安の確保に向けて自主基準の策定を

中心に、現在、鋭意取り組んでいるところで

あります。

今回のセミナーですが、自主基準「水素ガ

スWEB教材及び水素輸送パイプライン指針」、

「医療施設におけるＣＥのピット内設置の実態

と規制」、「空気液化分離装置保安検査対応実

施要領」につきまして、この背景、経過を皆

様に説明させて頂きたいと思っております。

今回の産業保安セミナーが、皆様方事業所

の安全・保安の確保に役立てれば幸いと思っ

ております。大変長時間にわたりますが、内

容を持ち帰って頂き会社の安全・保安にぜひ

とも役立てて頂きたいと思います。最後に、

当協会の活動に対しまして、ご理解とご協力

を賜りますようお願い致します。

【セミナー点描】

梅木常務理事の司会の下、白根氏、小林氏、

田中氏の３講師ともプロジェクターを使用し、

手際よく説明をされました。また、参加者も

熱心に聴講され、メモをとっていました。

【質疑応答要点－ASU保安検査関連】

１．法の改正があった場合、速やかに会員に

連絡する手段として、JIGAではホームペ

ージでの掲載を考えている。

２．緊急遮断弁の漏れ量については、着霜が

ないというレベルを提案している。

３．フレキシブルホースの検査については、

年１回の耐圧検査の軽減を提案している。

会場の準備・資料の配布・受付等につきまし

ては、部会の皆様方のご支援を頂きました。

講習会場風景 質疑応答

常置部会報告

※アンケートにご協力いただきまして有難う
ございます。次号にて報告致します。
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第１４回 炭酸ガス保安講習会　実績一覧（平成１８年９月～平成１８年１２月）

＊平成18年度は３年に一度の開催の年にあたり、全国各地で開催されました。

＊保安啓発活動の一環として、旧工業会から通算して14回目となりますが、参加者は興味深く、最後まで

熱心に聴講しました。

１

２

３

４

５

６

７

８

９

近畿地域本部
兵庫

（兵庫県学校厚生会館）

東海地域本部
（愛知県産業貿易会館）

北海道地域本部
（エア・ウォーター研修センター）

近畿地域本部
（大阪府商工会館）

北陸地域本部
（ボルファート富山）

東北地域本部
（仙台市情報産業プラザ）

九州地域本部
（電気ビル）

中国地域本部
（広島RCC文化センター）

関東地域本部
（東京都北区「北トピア」）

９月20日

10月13日

10月17日

10月18日

11月２日

11月17日

11月21日

11月22日

12月４日

兵庫県

愛知県
岐阜県
三重県

北海道

大阪府
京都府
滋賀県
和歌山県

富山県
石川県
福井県

青森県
秋田県
岩手県
山形県
宮城県
福島県

福岡県、佐賀県
長崎県、大分県
熊本県、宮崎県
鹿児島県、沖縄県

岡山県
広島県
山口県
島根県
鳥取県

東京都、神奈川県
千葉県、埼玉県
群馬県、栃木県
茨城県、静岡県
山梨県、長野県
新潟県

（社）兵庫県高圧ガス保安協会

愛知県高圧ガス安全協会
岐阜県高圧ガス安全協会
三重県高圧ガス安全協会

高圧ガス保安協会北海道支部
北海道産業保安監督部北海道

（社）大阪府高圧ガス安全協会
京都府一般ガス保安研究会
滋賀県高圧ガス保安協会
和歌山県高圧ガス地域防災協議会

富山県高圧ガス安全協会
富山県生活環境文化部環境安全課

高圧ガス保安協会東北支部
関東東北産業保安監督部東北支部
青森県、秋田県、岩手県
山形県、宮城県、福島県
仙台市

原子力安全・保安院九州産業保安
監督部
各県庁

中国・四国産業保安監督部
高圧ガス保安協会中国支部

経済産業省原子力安全・保安院関
東東北産業保安監督部
高圧ガス保安協会

主催者
JIGA近畿地域本部炭酸ガスＧ長

堀田　勉　氏
（社）兵庫県高圧ガス保安協会　

専務理事　葛西　英顕　氏

主催者
JIGA東海地域本部本部長

松原　雅治　氏
愛知県　防災局

消防保安課　主幹
盛田　耕作　氏

JIGA東海地域本部
炭酸ガスＧ長

山田　修一　氏
主催者

JIGA北海道地域本部本部長
藤原　慶夫　氏

高圧ガス保安協会
北海道支部　事務局長

岡田　修　氏

主催者
JIGA近畿地域本部炭酸ガスＧ長

堀田　勉　氏
（社）大阪府高圧ガス安全協会

炭酸ガス　部会長
川崎　勝　氏

主催者
JIGA北陸地域本部本部長

小倉　善興　氏
富山県生活環境文化部環境安全課
ガス火薬保安係長　中嶋　浩薫　氏

主催者
JIGA東北地域本部本部長

佐藤　敏男　氏
関東東北産業保安監督部東北支部

保安課長　今野　正矢　氏
JIGA東北地域本部炭酸ガスＧ長

佐藤　幹一　氏
主催者

JIGA九州地域本部
技術保安部会長　有重　正明　氏

主催者
JIGA中国地域本部長

桝田　俊広　氏
JIGA中国地域本部事務局長

梶山　明洋　氏

主催者
JIGA関東地域本部本部長

三宅　清償　氏
経済産業省
原子力安全・保安院
関東東北産業保安監督部

課長補佐　佐藤　博一　氏

No
開催順

会場（担当地域本部）開催日 対象・都道府県 共催・後援団体 挨拶者（敬称略）

分科会報告



— 12 — 産業ガスレポートVol.13

使用テキスト類

①高圧ガス保安法の要点（液化炭酸ガス）

②液化炭酸ガス取り扱いテキスト

③液化炭酸ガスCE設置事業所・ローリー運行事業所　関連基準

JIGA-T-S/26/06 H18.5改訂版

JIGA-T-S/25/06 H18.5改訂版

JIGA-T-S/24/06 H18.5改訂版

「高圧ガス保安法の解説と事故事例」
兵庫県防災企画局産業保安課

事務吏員　山田　仁　氏
「炭酸ガスの取り扱いについて」

兵庫県高圧ガス保安協会
（エア・ウォーター㈱保安推進部）

課長　梅川　幸哉　氏

「高圧ガス保安法と関係法規」
愛知県防災局消防保安課

技術主任　加納　廣和　氏
「高圧ガス設備の地震への備え」

大陽日酸（株）技術本部
副部長　三宅　博之　氏

「高圧ガス保安法と最近の動向」
北海道経済部産業立地推進局資源エネルギー課
指導保安グループ主任　合田　和義　氏

「CE保安検査における注意事項」
高圧ガス保安協会北海道支部

事務局長　岡田　修　氏

「高圧ガス保安法の要点（改正内容）」
大阪府危機管理室保安対策課

長山　昇三　氏

「高圧ガス保安法の要点」
（高圧ガス事業所事故防止マニュアル作成について）

富山県生活環境文化部保全課
技師　村澤　武洋　氏

「高圧ガス保安法の要点」について
高圧ガス保安協会　東北支部

伊藤　成次郎　氏

「高圧ガスの自主保安の要点」
九州産業保安監督部
高圧ガス取締官　向井　寛宏　氏

「最近の高圧ガス保安行政」について
中四国産業保安監督部　保安課

経済産業技官　山形　智幸　氏
「CE施設保安検査実施結果」について

高圧ガス保安協会中国支部
佐藤　敬　氏

「高圧ガス保安法の要点」
高圧ガス保安協会

審議役　井口　充弘　氏

「炭酸ガスCE関係基準」
液化炭酸（株）技術部

課長　栗田　和巳　氏

「炭酸ガスの物性」
知多炭酸㈱本社工場

工場長　渡辺　一範　氏
「CEの取り扱い」

大陽日酸㈱中部支社
技術一課長　出村　憲二　氏

「CE設置事業所・
ローリー運行事業所関係基準」
エア・ウォーター㈱北海道支社
技術グループ係長　小関　彰一　氏

「保安管理、高圧ガスの性質」について
日北酸素㈱石狩支社

工場長　武佐　博　氏
「炭酸ガスCE関係基準」

液化炭酸㈱技術部
課長　栗田　和巳　氏

「炭酸ガスの取り扱いについて」
岩谷産業㈱環境保安部

部長　馬場　周三　氏

「炭酸ガスCE関係基準」
液化炭酸㈱技術部

課長　栗田　和巳　氏

「CEの保安基準」について
日本炭酸㈱

安田　匡　氏
「炭酸ガスの取り扱い」について

岩谷産業㈱
小田島　秀樹　氏

「炭酸ガスの取り扱い」について
エア・ウォーター㈱保安推進部専任部長

岡田　守道　氏
「CEの保安と運転基準」について
エア・ウォーター㈱保安推進部専任部長

岡田　守道　氏
「液化炭酸ガスの物性」

ガス保安検査㈱
吉瀬　雅章　氏

「液化炭酸ガスCE設備の構造及び点検」
大陽日酸㈱

森　巧有　氏
「炭酸ガスの物性およびCEの取り扱い」

日本炭酸㈱　技術部
安田　匡　氏

「最近の事故例」
日本炭酸㈱　技術部

安田　匡　氏

75名

107名

97名

89名

60名

69名

124名

91名

212名

講演内容：外部講師（敬称略） 保安技術講師（敬称略） 受講者数

DVD放映：炭酸ガス相変化観察
（大阪府高圧ガス安全協会　編）

受講料：@4,000

受講料：@4,000

受講料：@4,000

DVD放映
「炭酸ガス相変化観察」・

「配管内の液体の状態と
内圧破裂様態」

（大阪府高圧ガス安全協会　編）
解説：（社）大阪府高圧ガス安全協会

顧問　塚本　一成　氏
受講料：@4,000

受講料：@2,000

受講料：@4,000

保安ビデオ上映
「炭酸ガス相変化観察」
受講料：@4,000

受講料：@4,000

受講料：@4,000

その他

分科会報告
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特殊ガス分科会報告

１．活動の内容

日本産業ガス協会の一員として本分科会の

重要な課題は公共の安全確保、環境の保全、

安定供給が上げられます。半導体産業の発

展と共にコストダウンの追求や先端技術に

対応した品質の向上、容器の処理・早期回

収、国際対応のための国際整合化等常に直

面している課題です。

本分科会は会員相互の連携によりこうした

課題、問題解決に取組んでいます。

２．本分科会構成

現在、標準ガスメーカー、半導体材料ガス

メーカー（原材料、ブレンダー）製造業者

17社が会員となっており、標準ガスの関連

で（財）化学物質評価研究機構が賛助会員

となっています。

＜特殊ガス分科会会員＞

・ ㈱ＡＤＥＫＡ　・宇部興産㈱　

・関東電化工業㈱　・ジャパン・エア・ガシズ㈱

・昭和電工㈱　・信越化学工業㈱　

・住友精化㈱　・セントラル硝子㈱　

・大同エアプロダクツ・エレクトロニクス㈱

・ダイキン工業㈱　・大陽日酸㈱　

・高千穂化学工業㈱　・デュポン㈱　

・東亞合成㈱　・㈱トリケミカル研究所　

・三井化学㈱　・ジャパンファインプロダクツ㈱

賛助会員：財団法人　化学物質評価研究機構

３．分科会規約による特殊ガスの定義

（１）標準ガス

JIS K 0055（ガス分析装置校正方法

通則）に基づくガス　　　　

（２）半導体材料ガス

特殊材料ガス災害防止自主基準（特

殊材料ガス37種類）に掲げるガスを

含む半導体製造プロセス等において

使用される材料ガス

（３）高純度ガス・レーザーガス

高純度Ar、N2、He等の単体及びそ

れらを主成分とするガス並びにエキ

シマレーザーガス

４．最近のトピックス

１）過去10年間で国内需要金額が2.5倍に

成長しアジアを中心に輸出量も増加。

２）半導体材料ガスとしては、半導体デ

ィバイス、液晶、LED等の伸びに伴

いSiH4（モノシラン）、NF3（三フッ

化窒素）、高純度アンモニアが特に伸

びNF3の需要量は過去10年間で20倍

の伸びであった。

３）キセノンが半導体、PDP（プラズマ

ディスプレイパネル）のエレクトロ

ニクス分野の新しい需要で伸びてい

る。

標準ガスチーム 

業務WG

代表者会議 

JIGA事務局 

技術WG

容器WG

半導体材料ガスチーム 

特別チーム 

標準ガスチーム 

半導体材料ガスチーム 

特別チーム 

５.  特殊ガス分科会組織 

分科会報告
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国際活動とその効果 ─地道な活動・努力が会員の利益に繋がっている─

開催日時　２月８日（木）10時00分～12時00分

日本産業ガス協会・第２会議室　

出席者（敬称略）

司会　鷲頭　　隆　エア・ウォーター㈱　常務執行役員

セーフティ・コンプライアンスセンタ

ー長

逵　　嘉樹　ジャパン・エア・ガシズ㈱　機器事業本部クライオ機器部長

神谷　篤志　東京ガスケミカル㈱　取締役エンジニアリング部長

三宅　博之　大陽日酸㈱　技術本部環境保安部副部長

梅木　正和　事務局　常務理事（技術・保安部会担当）

増田　　弘　事務局　常務理事（国際部会担当）

三菅　雅彦　事務局広報スタッフ　常務理事

鈴木　正宏　事務局広報スタッフ　総務部長

三菅 本日はお忙しい中、ご参集いただきま

して有難うございます。日頃はJIGAの活動

にご支援・ご協力を頂き、厚く御礼申し上

げます。広報WGでは春号で何を取り上げ

るべきか議論をいたしました。その結果、

国際部会で何をしているか会員の皆様にも

っとPRした方がよいのではないかとの意見

が出て、今回の企画になりました。

国際部会活動は、メーカーに目線を置い

ているのではないかとの批判があります。

会員のうち、地域の充填会社は170社を越え、

JIGA会員総数の40％を占めています。これ

ら会員の皆様にも国際部会活動を知ってい

ただき、日常の業務に直接関係があること

を具体例で示していただきたいと思います。

それでは、鷲頭氏に司会・進行をお願い

いたします。

鷲頭（司会）JIGA国際活動の内容とその成果

について、会員の皆様に知って頂く必要が

あります。この機会にJIGAの国際活動と一

般会員の間にこんな密

接な関係があることを

皆さんからお話いただ

きたいと思います。

JIGAは1999年7月１

日、それまでの６団体

を統一して日本を代表するSingleVoiceの団

体として発足しました。発足時からあった

国際部会は、技術部会の中で活動する一時

期を経て、2002年国際部会として再度位置

づけ、JIGAの常置部会が、総務、業務、技

術・保安、国際の４部会体制となりました。

その時、規制改革WGを国際部会に移し

て、国際整合化活動と国内規制改革をより

密接にするという主旨で、組織を変え現在

に至っています。技術・保安部会と国際部

会の役割分担が難しい問題はありますが、

その時の課題に合わせて両部会が連携して

いけば良いと思っています。

IHC（国際整合化会議）に参加して、整

座 談 会

座談会風景

鷲頭氏
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合化された基準等はJIGAの安全基準に取り

入れています。IHC以外にも、ISOやGHS等

の国際会議に参加して、JIGA指針に採用し

ています。

７年間のJ I GA活動の成果は、別添

「JIGA基準類　管理表」に示されています。

シームレス容器の再検査延長（3年

から５年へ）実現は、大きな成果

逵 容器技術WGでは、旧

酸素協会時代から継続

して容器の再検査期間

の見直しを検討しまし

た。欧米と較べると日

本の容器の検査期間は

短かったが、今は５年になりました。これ

等は国際標準化の成果の一つであると思い

ます。

耐圧検査の方法についても、日本は水圧

で行っているが、ISOでは肉厚を超音波で

測定している。ISO会議に出席した際、超

音波装置のメーカーを呼び、各国の専門家

が議論していました。もし、日本の検査基

準がこのような方法も良いということにな

れば、それは大きな変化となります。

このように具体的に進行していることを

もっとPRしなければならないと思います。

三宅　例えば、超音波な

ら大丈夫という技術的

な議論、裏付けを持っ

て、それでは国内法を

どうしょうかという動

きになるわけです。規

制改革では、海外基準がこうなんだから国

内法を直せといっても無理ですね。

梅木　欧州では超音波試験装置の開発は1980

年代後半から着手しており現在も水による

耐圧検査も行われていますが、従来の水を

用いた耐圧検査と比較して効率的であり、

特に水を嫌う半導体材料ガスや腐食性ガス

を充填する容器の検査で威力を発揮してい

ます。欠陥が発見された場合、水圧テスト

を行っています。組み合わせでやるわけで

すね。水を使用するテストですと、排水問

題、環境に対する負荷の問題が出てきます

ので切り替えているのが実情です。

鷲頭　我々の手で実証して、技術的な裏付け

をとっていくことが必要ですね。

容器置場の立体化、CE及びローリー

の保安距離短縮実現は、JIGAの

実証テストと安全データの作成が

決め手に

逵 容器置場の立体化、CEおよびローリーの

保安距離ですが、費用も掛かりましたが実

証テストを行い、安全データをとり規制改

革につなげました。

鷲頭　JIGAが自ら規制改革に漕ぎ着けたの

は、７年間でこの２件と、容器再検査期間

とその起算日改定の計４件ですね。

法律を変えるには、時間も人手もお金も

かかるわけです。

逵 前段の２件が選ばれたのは、JIGAから声

を出し絶えず言い続けたから、規制改革に

結びついたのだと思います。

増田　私は英文のホームページの充実を担当

していますが、肝心の和文のホームページ

に国際活動について報告がないのも問題で

す。これらの規制改革の活動が実は、国際

部会から出ていることは案外知られていま

せん。是非知って頂きたいと思います。

鷲頭　会員の多くに耳を傾けてもらえるよう、

周知徹底の手段を考える必要があります。

ホームページに載せてあるといったことだ

けでなく、個々の会員宛にメールマガジン

などで最新情報を提供することも考えなけ

座 談 会

逵　氏

三宅氏
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ればいけませんね。

三宅　日化協などはそうしていますね。通常、

ホームページを見に行くことは多くありま

せん。

神谷　国際規格が日本の

規格にも大きな影響を

与えることも注目して

おく必要があると思い

ます。JIGA会員に関係

のあるところでは、圧

力容器の安全率を見直したASME（アメリ

カ機械学会）の圧力容器規格に対応したJIS

の圧力容器規格が、現在検討されています。

また、これからの大きな変化としては維持

管理に関する技術基準が出来ることが上げ

られます。従来の技術基準は新設を対象に

したもので、設備を長年使っていても、こ

の新設対象の技術基準を維持していくこと

が基本になっています。アメリカでは、

ASMEとAPI（アメリカ石油協会）とが共

同で圧力容器や配管などの維持管理基準の

作成に取り掛かっていて、まもなく発行さ

れると聞いています。維持管理基準とは、

使用中の設備の腐食や割れなどに対して検

査、評価、補修などについて体系的に基準

化したものです。日本でもこの動きに対応

して高圧ガス保安法やガス事業法などで維

持管理に関する基準作りが進められていま

すので、近い将来、使用中の設備は維持管

理基準によって保守をする時代がやってく

るものと思います。これも、日本だけを見

ていたのではだめで、海外の動向を常にウ

オッチしていく必要があると思います。ま

た、国内の基準作りにも、JIGAとして積極

的に関っていくことも大事だと思います。

三宅　保安検査基準はKHKの作った基準でや

っていますが、建設した時の基準をベース

にしている割合が多く厳しいです。

逵 容器の製造直後の検査と再検査の際の検

査内容は違っても良いのではないかと思い

ます。ISO基準と比べるとかなり違いが大

きい。

充填工場などの日常業務の中で、こうし

た方が良いのではないかという問題を、

JIGAは積極的に取り上げ、自主基準の作成

につなげれば良いのではないでしょうか。

国際部会は、IHCのA課題（最優先課題）に

一所懸命取り組んでいるが、こちらの会員

の実態を反映していないのではないですか。

増田　IHC（欧州、米国等の各協会が、国際

的に整合化すべき基準、指針等について論

議、決定している機関）は必ず取り組まな

ければならない義務があり、それが果たし

て、充填会社のためになっているかどうか

というと、必ずしもそうではありません。

鷲頭　EIGAの会員資格は、製造・充填・配送

すべてを行っている会社（140社）だけであ

り、充填のみの会社は加盟資格がありませ

ん。アメリカのCGAは充填工場や機器メー

カーも入っていますが、IHCドキュメント

はどうしてもエアセパ関連の課題が中心に

なってしまいます。

３年前、海外情報を入手しようと、充填

会社の代表が海外視察を何度か行っていま

す。その結果はまだ反映されていないよう

ですが、今後、充填を課題に取り上げる場

合は、海外の充填工場の実態を参考とすべ

きでしょうね。

環境規制は時代の流れだ、世界の動

きを把握し、会員に的確な情報を発信

増田　IHCドキュメントには環境関係も多い

ですね。これらはJIGA基準に取り入れてい

ます。規制は段々厳しくなっています。

鷲頭　環境規制は時代の要請です。これらの

取り組みを会員に発信していく努力が望ま

れています。

座 談 会

神谷氏



— 18 — 産業ガスレポートVol.13

梅木　充填技術WGでは、充填会社で優先度

の高い課題を検討し活動を展開しています。

環境関係の課題も検討し要望があれば取り

上げていくことも可能です。

鷲頭　例えば、どんなものがありますか。

梅木　改正薬事法関連ですが、医療用ガスの

分析方法についての日本医療ガス協会と協

同で検討し、厚生労働省に他の分析方法を

追加して欲しいとの要望書を昨年11月に出

しました。２、３年かかると思いますが、

実現すれば現場は楽になります。

話は変りますけど、充填会社の日常の仕

事に関するものとしては、GHSのラベル貼

付が義務付けされましたね。

神谷　昨年の12月１日から改正労働安全衛生

法のGHSに基づく化学物質に関する表示や

文書交付の義務付けが施行されたわけです。

国連での約束事では2008年からGHSに基づ

いた化学物質の表示などを導入することに

なっています。我々は、労働安全衛生法に

従って業務をしなければならないわけです

から、GHSの導入は世界で日本が最初であ

り、世界中から注目されています。GHSに

あわせて、化学物質の混合物の裾切値も、

従来と変わって規制が強化されました。例

えば、今までは、５％以上の混合物から表

示義務があったものが、これからは、１％

以上になるといった変更がされています。

労働安全衛生法改正にあたっては、昨年８

月から９月の一ヶ月間パブリックコメント

が求められましたが、766項目の要望があっ

たと聞いています。JIGAとしても、混合物

の裾切値の算定基準が重量％になっている

ものを体積％を認めて欲しいとか、在庫品

については12月１日からではなく、２年間

の経過処置を認めて欲しいとか、ヘルプデ

スク（相談窓口）を設けて欲しいとかとい

った要望を提出しました。この中で体積％

の方は、重量％でやるということで採用し

ていただけませんでした。在庫品について

は半年間を認めていただきました。ヘルプ

デスクも各都道府県の労働局に設けていた

だきました。そういう意味では、JIGAとし

て出したものが一部採用されています。

増田　１％以下にしたこ

とにより、該当するガ

ス種が非常に増えたこ

とが問題を引き起こし

たわけです。また、ガ

スの毒性を評価するの

に重量％は合理的でないと思われます。

この辺ははっきりしていますので、規制

改革WGで取り上げていって欲しいと思い

ます。

ヨーロッパで在庫品の話をしたら、びっ

くりして半年で対応できるのかと目を丸く

していました。彼らの話では、今年の６月

にGHSの法規がでるが、３年間の経過措置

があり、その間に自分たちで該当ガス種を

リストアップして準備しなさい。それから

５年間にラベルとMSDSを用意しなさいと

いうことで、合計８年間の猶予期間がある

とのことでした。

逵 JIGAは国際活動を開始して、多くの海

外情報を得るようになりました。産業ガス

の安全基準については、JIGAが最も多くを

もっていると思います。

神谷　官と民との間の情報交換の場がもっと

必要だと思います。

その点では、JIGAには、外資系のガス会

社も加盟していますからいろいろな情報収

集ソースがあります。

三宅　国際活動が国内の活動に影響する時代

になりました。IHCで取り上げた「酸素配

管設計指針」は充填会社にも役立つ基準で

す。

充填会社に関しては、日常作業を取り上

げることも必要ではないでしょうか。そのた

座 談 会

増田
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めには地域本部レベルで自ら議論に参加し

ていただき、それを本部で吸い上げるシステ

ムを構築しなければいけないと思います。

今年６月に圧縮酸素と液化酸素の

充填所基準が完成予定、充填会社の

指針として国内のガス名変更基準を

完成

梅木　充填技術WGでは、現在作業部会を設

置し圧縮酸素の充填所基準と液化酸素充填

所基準の見直しを進め

ています。６月頃に発

刊予定です。改定案原

案が出来あがったら充

填会社で内容を精査し

て頂く予定です。

また、昨年11月に容器技術WGから「ガ

ス名変更指針」が発刊されました。容器再

検査時に充填するガスの変更をする際には、

法的な面や保安面並びに品質面で留意しな

ければならないことが多くあります。それ

らを実際の作業に応じての取り決め事項や

遵守しなければならない事項を網羅させた

内容になっています。

この指針はISOのガス名変更基準を参考

にしました。この指針が実施され実績がで

れば、規制改革要望案件として取り上げた

いと思います。

鷲頭　これらは広く会員全体に影響する具体

的な自主基準であり、成果でもあります。

梅木　これまで発刊されたJIGA基準の抄録を

作成し、ホームページに載せる予定です。

鈴木　今は抄録がないので、代替として目次

をホームページに載せています。

増田　CGAは、基準書を有料でダウンロード

しています。数十ドルです。

EIGAは、10年前までは現在のJIGAのよ

うに印刷して販売していた。ただ、販売部

数が非常に少ないので売れ残り、全部が赤

字になってしまった。そこで、全部フリー

にした。安全を行き渡せるのが目的だから

という理由でした。

鷲頭　10年前のEIGAの悩みは、今のJIGAの

悩みと同じですね。

手軽にダウンロードできるようにした方

が良いと思います。会員に入会したメリッ

トを感じていただけるかもしれません。

逵 基準書の販売がJIGAの事業収益になると

は思えません。

会員会社がダウンロードできることで、

JIGA基準の認識が高まり、JIGA自身も印

刷経費を節約することができます。

＜事務局からの補足説明＞

基準書は、30頁から40頁が一般的ですが、

試し刷り、チェック、手直しなど完成まで

にはかなりの経費と時間がかかります。翻

訳する場合はその費用負担も発生します。

作成に関わった委員の人件費は出身会社に

てご負担をお願いしております。折角印刷

した基準書も会員からの注文は月平均３～

４冊位です。ただし、講習会のテキストと

して大量に使用できる場合は、経費の一部

は回収できます。売れ残った基準書の在庫

品の置き場にも困ることになります。従い

まして、会員サービスの一環として、無償

のダウンロード化を検討されたらどうでし

ょうか。新刊本については、ホームページ

に掲載してPRしておりますが、ほとんど

見てもらえないのが実情です。団体によっ

ては、重要な情報はメールマガジンで直接

会員に連絡しているケースもあります。い

ずれにせよ費用対効果を考えて有効な連絡

手段を構築する必要があります。

鷲頭　今日の議論を通してわかるのは、JIGA

の国際活動は少しずつながら成果を出して

きているということです。それが残念なが

ら、会員の皆様に伝わらないというもどか

座 談 会

梅木
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しさがあります。

国際活動は海外の技術情報を入手する上

で重要です。それは国内の規制改革活動に

も役立ちます。

活動の成果はJIGA基準・JIGA指針の発

行に現れます。どんな基準類が発行されて

いるか、また発行の予定については、添付

の「JIGA基準類管理表」を参照して下さい。

発行済み、準備中を含めて、38項目あり

ます。メーカーに偏っているとの批判もあ

りますが、例えばNo.７，８，11，14，15，

18，23，24，25，26，27，29，32等は充填

会社も利用できます。これからも充填に関

わる基準や指針類が順次作成していただけ

るものと期待いたします。

増田　IHCからIHCドキュメントと成り得る

ものがあるかと問われているが、現状はそ

れ程多くはないと言わざるを得ません。

鷲頭　本日は、長時間ご議論をして頂き誠に

ありがとうございました。JIGA活動の成果

は勿論ですが、今後の課題も見えてきたよ

うに思われます。

会員の皆様に、安全を推進し、事故を撲

滅して頂くことが我々の最終目的ですので、

それを目指して成果を出していきたいと思

います。

座 談 会

１ ASP凝縮器安全運転指針 JIGA-T-S/01/03 IHC整合化指針 平成13年３月制定出版

２ 酸素機器洗浄指針 JIGA-T-S/02/03 IHC整合化指針 平成15年10月制定出版

３ NF3の安全な取り扱い JIGA-T-S/03/03 IHC整合化指針 平成16年４月制定出版

４ 液化空気 JIGA-T-S/04/03 IHC整合化指針
平成15年４月最終案作成。

取り扱いを変更。ノートとして出版

５ 労働災害統計データ管理基準 JIGA-T-S/05/03 IHC整合化指針
平成14年４月制定済み。

内部管理資料。出版しない

６ IHC整合化文書作成プロセス基準 JIGA-T-S/06/03 IHC整合化指針
IHCにて検討中。内部管理資料。

出版しない

７ アセチレンの製造と取り扱い JIGA-T-S/07/03 JIGA基準 平成15年３月制定出版

８ 産業ガス業界においての良好な環境マネジメント実践の指針 JIGA-T-S/08/04 指針 平成16年７月制定出版

９ 窒素指定設備保安基準 JIGA-T-S/09/03 JIGA基準 平成15年11月制定出版

10 N2Oの安全な取り扱い指針 JIGA-T-S/10/04 IHC整合化指針 平成16年12月制定出版

11 CE設置事業所・ローリー運行事業所関係基準 JIGA-T-S/11/04 JIGA基準 平成16年９月制定出版

12 圧縮水素運送自動車装置用容器の技術基準 JIGA-T-S/12/04 JIGA基準 平成16年12月制定出版

13 圧縮水素運送自動車装置用容器付属品の技術基準 JIGA-T-S/13/04 JIGA基準 平成16年12月制定出版

14 高圧呼吸ガスシステム 非金属材料使用に当たっての毒性リスク JIGA-T-S/14/04 JIGA基準 平成16年12月制定出版

15 可搬式超低温容器取り扱い基準 JIGA-T-S/15/05 JIGA基準 平成17年８月制定出版

16 超低温流体の気化システムー機器および配管の脆性破壊の予防 JIGA-T-S/16/06 IHC整合化指針 平成18年12月制定出版

17 JIGA省エネルギー事例集 JIGA-T-S/17/05 JIGA指針（事例集） 平成17年３月制定出版

18 酸素パイプラインシステム指針 JIGA-T-S/18/05 IHC整合化指針 平成17年12月制定出版

19 水素パイプラインシステム指針 JIGA-T-S/19/06 IHC整合化指針 平成19年３月制定出版

20
往復動酸素圧縮機安全対策指針 JIGA-T-S/20/05 IHC整合化指針 平成17年８月制定出版

往復動酸素圧縮機安全対策指針 JIGA-T-S/20/06 IHC整合化指針 平成18年12月制定出版

JIGA基準類　管理表 技術審議委員会事務局

No 基準名称 基準番号 基準分類 作成制定出版経過
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21 無人エアガス･プラントの設計・運転指針 JIGA-T-S/21/05 IHC整合化指針 平成18年12月制定出版

22 パーライト廃棄物処理指針 JIGA-T-S/22/05 JIGA基準 平成17年12月制定出版

23 ガスの廃棄指針 JIGA-T-S/23/05 JIGA基準 平成17年12月制定出版

24 炭酸ガスCE関係基準 JIGA-T-S/24/06 JIGA基準 平成18年７月制定出版

25 炭酸ガス　取り扱いテキスト JIGA-T-S/25/06 JIGA基準 平成18年７月制定出版

26 炭酸ガス　高圧ガス保安法の要点 JIGA-T-S/26/06 JIGA基準 平成18年７月制定出版

27 高圧ガスハンドブック JIGA-T-S/27/06 JIGA基準 平成18年６月制定出版

28 空気液化分離装置保安検査対応実施要領書 JIGA-T-S/28/06 JIGA基準 平成18年12月制定出版

29 ガス名変更基準 JIGA-T-S/29/06 JIGA指針 平成18年12月制定出版

30 液酸ポンプの据付ガイド JIGA-T-S/30/06 IHC整合化指針 平成19年６月制定出版予定

31 ロウ付けアルミ熱交の安全な使用 JIGA-T-S/31/07 IHC整合化指針 平成19年６月制定出版予定

32 酸化・可燃性混合ガスの処方 JIGA-T-S/32/07 IHC整合化指針 平成20年12月制定出版予定

33 医療施設におけるCEのピット内設置の実態と規制に関する調査報告書 JIGA-T-S/33/06 JIGA基準 平成18年11月制定出版

34 シランの安全な取扱い JIGA-T-S/34/07 IHC整合化指針 平成19年６月制定出版予定

35 フッ素の安全な取扱い JIGA-T-S/35/08 IHC整合化指針 平成20年９月制定出版予定

36 アルシンの安全な取扱い実践コード
JIGA-T-S/36/07 JIGA指針 平成19年６月制定出版予定

JIGA-T-S/36/08 IHC整合化指針 平成20年６月制定出版予定

37 フォスフィンの安全な取扱い実践コード
JIGA-T-S/37/07 JIGA指針 平成19年６月制定出版予定

JIGA-T-S/37/08 IHC整合化指針 平成20年６月制定出版予定

38 原料炭酸ガス製造フロー概説 JIGA-T-S/38/07 平成19年６月制定出版予定

No 基準名称 基準番号 基準分類 作成制定出版経過
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書籍販売ベスト・10（2006年１月～12月）講習会用テキストを含む。

１位 高圧ガスハンドブック 3282冊

２位 液化炭酸ガス取扱いテキスト 1280冊

３位 液化炭酸ガスCE設置事業所・ローリー運行事業所関係基準 1091冊

４位 高圧ガス保安法の要点（液化炭酸ガス） 1082冊

５位 酸素パイプラインシステム指針 814冊

６位 CE設置事業所・ローリー運行事業所関係基準 369冊

７位 可搬式超低温容器取扱い基準 41冊

８位 往復動酸素圧縮機安全指針 32冊

９位 廃棄保冷用パーライトの産業廃棄物としての処理指針 28冊

10位 溶解アセチレンの製造に関する基準 17冊

高圧ガスハンドブック

今回は専門書にしては好評を博している

「高圧ガスハンドブック｣を紹介します。平

成18年６月初回分の2000冊は発刊後たちまち

完売となりました。同年９月1500冊を増刷し

ましたが、現在この在庫も残り少なくなって

います。

このように売れた書籍は、JIGA設立以来初

めてで、このため事務局は、注文書の整理、

梱包・請求書の発送、入金の確認と大忙しで

す。このお蔭で、JIGA発行の他の専門書にも

会員の目が向けられ売れています。波及効果

でしょうか。

今回の販売の特徴は、会員外からの注文が

多いことです。この本を通してJIGAを知って

いただければ嬉しい限りです。

また、有名書店からの問い合わせも多く、

前回は全て断っておりましたが、今回は、書

店ルートを開拓しています。

本の内容についての読者からの問い合わせ

やクレームは、本書をより良くするためのア

ドバイスであると考え、その都度改訂をして

おり、今後はより完成度の高い、最新版を目

指してまいります。

日本のどこを探しても見あたらない専門書

をこれからも続々と出版していく予定です。

会員の皆様も是非、ホームページの出版コー

ナーに注目して頂きたいと思います。

書籍コーナー
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東京は芝の増上寺、日比谷通りに面して聳え立つ三門、ここか

ら私の朝の散歩コースが始まる。私はもう四十年来、東京へ仕事

で行った時は必ず芝パークホテルに泊まる。そしてこの定宿を取

り巻く界隈で江戸の歴史と風情をいくらでも楽しめることを知っ

たのは15年ほど前になる。以来、朝食のあとホテルの周りを散歩

するのを出張の日課としている。今日は、皆さんにこの私の小江

戸散歩にお付き合いいただくことにしよう。

喧騒の車道を背に三門をくぐると直ぐ右手に

Himalayan cedarと銘板が付いた立派な松の木があ

る。明治12年、世界旅行の道すがら来日した米国第

18代大統領、南北戦争の英雄グラント将軍手植えの

松だ。折りしもわが国は国を二分した西郷隆盛の

「西南の役」が終わって明治新政府の前途多難の時

である。この国のリーダーたちが彼を国賓第一号と

して遇したのも、国をひとつにすることの苦難と誇

りに共感するところがあったからだろうか。それにつけても、他

国につけこまれてもこれを恥とせず、否むしろ国論を二分するこ

とに嬉々としているやに思われる昨今の政治家、評論家の群れに

は、辟易する。

増上寺は徳川将軍家の菩提寺で、秀忠、家宣、家継のほか三将

軍、また崇源院、桂昌院、静寛院和宮の墓所があり、その入り口

が旧国宝として残る鋳
い

抜
ぬき

門
もん

である。墓所の南には静寛院和宮の茶

室「貞
じょう

恭
きょう

庵
あん

」がある。有名な千躰
せんたい

子育て地蔵尊に供えられた風車、

赤やピンクや薄黄色の色鮮やかな風車が声を出しているかのよう

に風に廻る様は不可思議な思いにかられる。そのまま北へ出ると

増上寺北廟跡地に建てられた東京プリンスホテルにはいる。右へ

出て日比谷通りを渡ると共立薬科大の通りには百日紅の並木道。

夏の季節に桃色、紅色の花が咲く。

増上寺近くの芝の東照宮にも必ず月に一度はお参りするが、こ

こまで行くと最低40分はかかる。芝東照宮の公孫樹は寛永８年

（1641年）増上寺安国
あんこく

殿
でん

再建時に三代将軍家光公手植えの木と、

昭和11年建立の石碑に歴史が刻まれている。昭和31年に都指定の

増上寺大殿
だいでん

とグラント松

エッセイ
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天然記念物となっているが、平成５年の計測では高さ21.5ｍ、目

通り幹周り約6.5ｍ、根元の周囲約8.3ｍの巨木である。

東照宮の南隣に「銀世界の梅林」がある。江戸時代、西新宿に

あった梅林「梅屋敷銀世界」を移したもので、琉球の棟応昌の石

碑がある。寒さ厳しい朝、小振りの梅の花を見るとなんとなく心

が和む。今日の散歩はこれで終わりですが、皆さんにはいかがで

したか。

私にはこんな周囲２、３キロの散歩道が大切に思える今日この

頃である。忙しさに追われ無味乾燥の暮らしの中にあって、唯一

自然に囲まれながら四季夫々の風情を味わい歴史と語り合いなが

ら一日の活力を貰う貴重な至福の時だからである。しかし、それ

もこれも昨年は43泊、今年は一月だけでも10泊の東京出張の功名

なのである。いまや経済システムばかりでなく全ての機能を変え

ていく東京一極集中は恐ろしいばかりであるが、散歩で味わう一

刻は私への神からの授かりものである。

最後にもうひとつ、この朝の散歩から離れられない理由を書い

て終わりたい。今一度増上寺境内に戻っていただこう。正面の本

堂前の石段を登り左手の寺務所への坂を上がると広場があり、そ

の左手に歌碑がある。今ではすっかり諳
そら

んじてしまった、三
さん

縁山
えんざん

広
こう

度
ど

院
いん

増上寺山
さん

主
しゅ

仁
にん

誉
よ

上人の詠んだ歌である。

「今日も　また　南無阿弥陀仏と　すかりなは

導き受けて　日日に新たに」

雑念を捨てよ、無心なれと心を洗われて爽やかな

気持ちで今日を迎えることができるために毎回ここ

を礼拝する。世の中の変化は急激だ。汗と涙と根性

の20世紀から感性とゆとりの21世紀になった。なに

もかも変えねばならぬ、前の世紀の残滓にすがって

ばかりいて良いのだろうかと、ふと思いながら歌碑

の前から離れるこの頃である。

（ JIGA副会長　豊田　昌洋 記 ）

仁誉上人の歌碑

エッセイ
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北海道地域本部
北海道地域本部活動報告

2006年秋号（Vol.12）P.42の北海道地域活動報

告」にミスがありましたので、今号に訂正記

事を掲載いたします。

日本産業ガス協会北海道地域本部では、今

年も北海道地区の「高圧ガス輸送保安確保の

ための共同防災訓練」に参加しました。

日　時：平成18年９月21日（木）13：30～

16：00

場　所：北海道札幌市豊平区月寒東３条11丁

目　道立産業共進会場 駐車場

主　催：北海道産業保安監督部・北海道・北

海道高圧ガス地域防災協議会

当日は好天に恵まれ、藤原慶夫 北海道高圧

ガス地域防災協議会会長（JIGA北海道地域本

部長）のご挨拶の後、予定された５訓練を無

事終了致しました。

訓練終了後、札幌市豊平消防署長より「き

びきびとした良い訓練であり、今後も高圧ガ

スの保安に留意し、いざという時にしっかり

対応をお願いします。」との講評をいただきま

した。次年度は室蘭支部での開催となります。

地域本部からのお知らせ
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関東地域本部

日　時：１月15日（月）15：00～17：00

場　所：霞ヶ関東京會舘（霞が関ビル35階）

共　催：JIGA関東、東京都高圧ガス溶材協同

組合

会　費：10,000円

参加者：212名

平成19年新春賀詞交換会

【JIGA関東　三宅本部長の挨拶】

皆様、新年明けましておめでとうございま

す。本日は年始めのお忙しい中、日本産業ガ

ス協会関東地域本部ならびに東京都高圧ガス

溶材協同組合共催の新年賀詞交歓会に、多く

の会員様にご出席賜り、厚く御礼申し上げます。

また、本日は、ご多用にもかかわらず、日

本産業ガス協会の田口会長、全溶連の澤田会

長はじめ多数のご来賓のご臨席賜り、主催者

を代表いたしまして心より、御礼申し上げます。

高圧ガスの製造・販売しております私ども

にとりましては、安全・保安の確保が最優先

課題であります。12月に開催いたしました炭

酸ガス保安講習会には217名の方々に講習をお

受けいただきました。これも会員の皆様の安

全・保安に対する真剣な取り組みの成果と感

謝申し上げます。

新聞報道によりますと、平成18年１月から

７月にまでの全国累計事故件数は296件と前年

比で約５％増え、依然として災害、容器盗難

ともに増加傾向が続いる状況であります。

昨年10月23日から実施されました平成18年

高圧ガス保安活動促進週間の経済産業省の重

点目標のなかに

容器の盗難防止対策の徹底

高圧ガス移動時の保安対策推進

高圧ガス消費先の安全対策の徹底

の三つが含まれております。

また、昨年秋には、販売店に対する高圧ガ

ス保安法の規定等の指導および遵法意識の高

揚を図るために、関東地域本部の会員会社の

皆様に文書にて協力のお願いをいたしました。

本年も、昨年同様、安全・保安の確保を主

たる活動目標に掲げて、東京都高圧ガス溶材

協同組合殿との交流、意見交換を密に行い、

会員会社、販売店、ユーザーへの高圧ガスに

関する保安の啓発を含め、商慣行改善の推進、

容器管理の徹底により、安全・保安の確保に、

なお一層の努力をしたいと考えておりますの

で、皆様のご支援、ご協力を、よろしくお願

い申し上げます。

三宅本部長挨拶 賀詞交歓会会場風景
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日　　時：１月15日（月）15：00～17：00

場　　所：金沢全日空ホテル　３階『鳳の間』

共　　催：北陸高圧ガス溶材組合、JIGA北陸、

JMGA北陸

会　　費：10,000円

参加人員：119名（日本産業ガス14名、日本医

療ガス18名を含む）

【JIGA北陸　小倉本部長　挨拶要旨】

平成19年度の新年互礼会は、山口会長を始

め会員の皆様の御了解を得まして三団体共催

の新年互礼会を開催する事が出来ました。会

員の皆様に改めて厚く御礼申し上げます。

日本産業ガス協会北陸本部会員は総数16社

で10社は組合の会員または、賛助会員であり

ます。

北陸地域本部

日　時：１月５日（金）14：30～16：30

場　所：キャッスルプラザ４階「鳳凰の間」

主　催：東海高圧ガス溶材組合連合会

会　費：10,000円

出席者：450名

平成19年東高連主催の新春賀詞交換会

【JIGA東海　松原本部長の挨拶】

昨年JIGAは、「産業ガス業界の発展と社会

貢献」を協会理念とし、法令順守と自主保安

の確立、安全環境保護技術の確立・普及、国

際整合化、容器管理強化、商慣習改善、日本

医療ガス協会との統合作業等を、活動方針と

して諸活動を行ってきました。

また、我々JIGA東海は、JIGA本部との連

携を密にとりつつ、会員相互の情報交換を密

に、社会貢献には安定供給を重要視し事故防

止、コンプライアンス違反を防ぐための法令

順守、この地域でいつ発生しても不思議では

ない巨大な規模が想定される東海地震等災害

時対策の周知、容器管理体制の強化等の行動

計画をかかげ、諸活動を通して、市場、お客

様に、より信頼される業界としての地位の向

上に努めてまいりました。

その中で、東高連殿と、全溶連JIGAが共同

作成された容器管理、放置容器回収のポスタ

ー、チラシ配布による高圧ガス消費者啓発、

安全意識向上活動を、東高連殿と御一緒に行

うことができました。

本年も、ガス事業を通じての地域貢献を、

サポートすべく、東高連殿とも協力し、活動

していきたいと思います。

東海地域本部

松原本部長挨拶
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日本医療ガス協会の北陸地域本部会員数は、

20社で13社は組合の会員であります。尚、本

日は両協会合わせて36社中、32社が出席頂い

ております。

先日、日本産業ガス協会本部での互礼会に

於きまして田口会長より今年の10月には日本

産業ガス協会と日本医療ガス協会の統合が実

現するとの発表がありました。

来年の新年互礼会は、二団体の共催となろ

うかと思います。

いずれに致しましても三団体は、高圧ガス

と言う共通の土俵にあるわけで、保安問題を

基本に一層の連携を深めて行きたいと思って

おりますので御支援の程、よろしくお願い申

し上げます。

さて、昨年末には世相を反映した一文字漢

字「命」の字が選ばれました。確かに社会に

於いて、いじめによる自殺、親が子供にまた、

子供が親に手をかけると言うような大変陰湿

で悲惨な事件が目立ち、人としての生き方、

命の大切さ、あらゆる面に於ける教育のあり

方など、大いに考えさせられた一年でなかっ

たと思っております。

一方経済につきましては、昨年に引続き今

年も2％程度の成長が見込まれており、この様

に緩やかな拡大成長が望ましいのでは、ない

かと思っております。

北陸地区に於きましても概ね好調に推移し

ていると思います。

日　時：１月５日（金）18：00～

場　所：スイスホテル南海大阪８F「浪華の

間」

共　催：JIGA近畿、大阪高圧ガス熔材協同組

合

会　費：10,000円

出席者：342名（来賓31、JIGA73、大阪高圧

ガス熔材協同組合221、報道関係・事

務局他17）

JIGA近畿地域本部　　平成19年新年交礼会

【JIGA近畿　平峯本部長　挨拶要旨】

今年の干支は「丁亥（ひのとい）」でありま

す。「丁（ひのと）」は木の幹を表し、「亥（い）」

とは、起爆的なエネルギーを表すと言われて

おります。

まさに、起爆的飛躍の年となるよう業界を

挙げて諸問題に取組んで参りたいと思います。

関西経済も、新工場の立地件数や新規の設

備投資の増加等、ここ１～２年確実に数字も

上向いております。ガス業界も昨年、一昨年

と順調に推移しており、この機運に乗り遅れ

ないようにすることが重要であります。

ところで、昨年は、秋篠宮家に皇室として

久しぶりの親王が誕生され、また、WBC・ト

リノオリンピック・アジア大会の開催等スポ

ーツを中心に明るい話題はあったものの、イ

ラクの治安悪化、北朝鮮問題など緊張関係が

続く国際情勢や、国内での教育現場の荒廃等、

厳しい世相を反映したニュースが多い年でも

あったと思います。

しかしながら、日本経済においては、1960

年代後半のいざなぎ景気を超える景気拡大が

続くなど、バブル経済からの脱却が見えた１

年であったと思います。

大阪地区においても、JR大阪駅北ヤードの

再開発、中ノ島新線の開通予定等があり、本

年８月には関空の第２滑走路開港や世界陸上

の開催、また、来年開催予定のサミットの誘

致計画等と、関西地区の経済も、ようやく明

かりが見えて参りました。

さて、我々の業界を取り巻く環境は、様々

な問題を抱えておりますが、とりわけ、コン

プライアンス・保安・品質・環境の管理強化

近畿地域本部
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日　時：１月10日（水）11：00～13：00

場　所：広島全日空ホテル

共　催：JIGA中国、JMGA中国、中国高圧ガ

ス容器管理委員会

会　費：8,000円

出席者：190名

“互礼会に関して”

中国地域本部は「中国地区高圧ガス関係団

体合同新春互礼会」と称して、主催　高圧ガ

ス保安協会中国支部が中心になり共催として

８団体（当協会ではJIGA・JMGA・容器管理

委員会）その他、LPガス協会・地域防災協議

会・冷凍設備保安・簡易ガス・LPガススタン

ド協会となっております。

【式次第】

主催者挨拶　高圧ガス保安協会中国支部長

梶原泰裕

来賓者祝辞　中国四国産業保安監督部長

佐々木文昭様

広島県県民生活部危機管理局長

渡邊利幸様

来賓者共催団体代表の紹介（当協会関係者の

み記載）

JIGA 阿部専務理事 桝田本部長　

JMGA 谷野本部長

中国高圧ガス容器管理委員会 藤井会長

冷凍設備協会連合会の安永会長による祝辞

により歓談に入る。約１時間30分歓談後、簡

易ガス協会の米田会長の一本締めにて閉会。

中国地域本部

賀詞交歓会会場風景

平峯本部長挨拶 賀詞交歓会会場風景

に継続して真摯に取り組むことが業界の最重

要課題であります。常々申し上げております

通り、「ガスを売ることは、安全と安心を売る

こと」を意識し、是非共、法令順守の徹底を

お願い申し上げます。
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日　時：１月９日（火）12：30～14：00

場　所：博多都ホテル　３階「孔雀の間」

共　催：JIGA九州、九州高圧ガス流通保安連

合会、九州高圧ガス容器管理委員会、

JMGA九州

会　費：7,000円（但し、JIGA会員は１事業所

に付き１名は協会負担。）

出席者：190名

平成19年　九州地域本部賀詞交歓会

【JIGA九州　本間本部長　挨拶要旨】

九州地域の景気は、半導体、自動車、造船

等々が活況を呈しその多くを占める北部九州

地域とこれら主力産業が少ない沖縄県を含む

南部九州地域との地域間格差はあるものの昨

年に比べ良くなってきています。

昨年は、私共高圧ガス４団体関連の事故が

無かったことは喜ばしいことでありました。

ただし、高圧ガス関連の事故は残念ながら

増加しております。中でもLPガスの盗難事故

増加は憂慮すべき状況にあり教育、啓発活動

を含めた対策が必要です。

今年度はJIGA とJMGAとの統合が実施され

ますが、本日ご出席のJIGA 各会員会社にお

かれましては殆どの会社がJMGAの会員会社

であり統合に向けて会員各社のご協力をお願

い致します。

本間本部長の開会挨拶に引き続き、来賓の

九州産業保安監督部企画調整官・上中孝夫様、

福岡県商工部工業保安課長・馬場一正様より

祝辞をいただき、JMGA九州地域本部岩切本

部長による開会挨拶・乾杯の発声により開宴

した。

九州地域本部

本間会長挨拶 賀詞交歓会会場風景
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地域本部別会員は、地域本部の日常の活動に参加されている役員・委員の出身事業所を示すもの

で、一社から複数参加されておられる場合もあり、JIGA会員数とは合致いたしません。（順不同）

平成19年２月28日現在

北海道地域本部（１２事業所）
エア・ウォーター㈱ 北海道支社 日北酸素㈱

函館酸素㈱ ジャパン・エア・ガシズ㈱ 北日本支社北海道支店

東邦アセチレン㈱ 札幌事業所 高圧ガス工業㈱ 札幌営業所

北海道アセチレン㈱ 大陽日酸㈱ 北海道支店

液化炭酸㈱ 札幌営業所 北海道エア・ウォーター㈱

共同炭酸㈱ 苫小牧共同酸素㈱

東北地域本部（６４事業所）
北日本アセチレン㈱ ㈱工藤酸素店

高圧ガス工業㈱ 下北ガスセンター ㈱大平洋ガスセンター

大陽日酸㈱ 八戸営業所 ㈱東酸

㈱東酸大湊営業所 ㈱東酸 弘前事業所

東邦アセチレン㈱ 八戸事業所 八戸液酸㈱ 八戸工場

八戸共同酸素㈱ 八戸工場 秋酸工業㈱

秋田液酸工業㈱ 秋田ガス工業㈱

ジャパン・エア・ガシズ㈱ 秋田営業所 太平熔材㈱

太平熔材㈱ 横手営業所 大陽日酸㈱ 秋田営業所

東邦アセチレン㈱ 秋田事業所 岩手工業㈱

北日本酸素㈱ 岩手工場 第一開明㈱

第一開明㈱ 北上営業所 第一開明㈱ 盛岡ガスセンター

大陽日酸㈱ 岩手営業所 東邦岩手㈱

東邦岩手㈱ 宮古営業所 東邦岩手㈱ 盛岡営業所

日興酸素㈱ 北良㈱

㈱いわきサンソセンター エア・ウォーター㈱ 福島営業所

大陽日酸㈱ 郡山支店 東邦アセチレン㈱ いわき事業所

東邦アセチレン㈱ 郡山事業所 福島エア・ウォーター㈱

㈱福島共同ガスセンター ㈱ユミヤマ

横浜ケミカル㈱ 福島営業所 朝日産業㈱

㈱荒川七衛商店 岩谷産業㈱ 東北支社

エア・ウォーター㈱ 東北支社 液化炭酸㈱ 東北事業所

カガク興商㈱ 小池酸素工業㈱ 東北営業所

高圧ガス工業㈱ 仙台営業所 ジャパン・エア・ガシズ㈱ 東北支店

昭和炭酸㈱ 仙台営業所 上毛天然瓦斯工業㈱ 仙台営業所

仙台アセチレン㈱ ㈱仙台サンソセンター

仙台日酸㈱ 仙台熔材㈱

大陽日酸㈱ 東北支社 東邦アセチレン㈱ 仙台事業所

東北エア・ウォーター㈱ 日本炭酸㈱ 東北支店

地域本部別会員一覧
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ジャパン・エア・ガシズ㈱ 山形営業所 荘内ガス㈱

荘内ガス㈱ 鶴岡事業所 山形高圧ガス㈱

山形酸素㈱ エア・ウォーター炭酸㈱

関東地域本部（８２事業所）
㈱石井鐵工所 ㈱市川総合ガスセンター

市村酸素㈱ 伊藤忠工業ガス㈱

岩谷瓦斯㈱ 岩谷産業㈱

エア・ウォーター㈱ エア・ウォーター炭酸㈱

エア・ケミカルズ㈱ 液化炭酸㈱

岡谷酸素㈱ 小野里酸素㈱

川崎オキシトン㈱ 神奈川合同アセチレン㈱

㈱カネコ商会 川口總合ガスセンター㈱

㈱川崎総合ガスセンター カンサン㈱

関東アセチレン工業㈱ 関東酸素工業㈱

北関東東洋㈱ 北関東日酸㈱

小池酸素工業㈱ 高圧ガス工業㈱

小松川酸素㈱ 埼京日酸㈱

㈱サイサン 相模アセチレン㈱

㈱シマキュウ ㈱JFEサンソセンター

静岡酸素㈱ ジャパン・エア・ガシズ㈱

城東日酸㈱ 城南共同酸素㈱

上毛天然瓦斯工業㈱ 昭和炭酸㈱

昭和電工㈱ 新相模酸素㈱

新洋酸素㈱ ㈱鈴木商館

住商エア・ウォーター㈱ 大陽日酸㈱

大陽日酸東関東㈱ 田邊工業㈱

千葉エヌディーガスセンター㈱ 千葉小池㈱

㈱千葉サンソセンター ㈱ティーエムエアー

TG昭和㈱ ㈱ＴＯＫＡＩ

東海産業㈱ 東海溶材㈱

東京液化酸素㈱ 東京ガスケミカル㈱

東京高圧㈱ 東京酸素㈱

東京酸素窒素㈱ 東邦アセチレン㈱

東邦酸素工業㈱ 東洋高圧ガス㈱

東横化学㈱ 栃木共同アセチレン㈱

長野液酸工業㈱ 新潟水素㈱

ニチゴ－日興㈱ 日東物産㈱

日本炭酸㈱ ㈱浜松エア・サプライ

東日本高圧㈱ 光酸素㈱

富士酸素工業㈱ フジオックス㈱

㈱宝山産業 ㈱星医療酸器

北国酸素㈱ ㈱丸協酸素商会

丸由工材㈱ 宮原酸素㈱

武蔵野高圧ガス協同組合 ヨシダ高圧㈱
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横浜ケミカル㈱ ㈱渡商会

東海地域本部（４６事業所）
イビデンケミカル㈱ 岩谷瓦斯㈱ 岡崎工場

岩谷産業㈱ 中部支社 イワタニ三重ガスセンター㈱

エア・ウォーター㈱ 中部支社 エア・ウォーター炭酸㈱

液化炭酸㈱ 名古屋事業所 春日井ガスセンター㈱

ガステックサービス㈱ 岐阜エア・ウォーター㈱

協栄高圧ガス㈱ 共同高圧ガス工業㈱

高圧ガス工業㈱ 名古屋工場 ㈱ジーシー東海

ジャパン・エア・ガシズ㈱ 中部支社 昭和炭酸㈱ 名古屋支店

昭和電工㈱ 西日本支社 杉浦高圧㈱

大日本アガ瓦斯製造所 大洋化学工業㈱

大陽日酸㈱ 中部支社 竹中高圧工業㈱

知多 圧ガス㈱ 知多炭酸㈱

中京産商㈱ 中部液酸㈱

中部合同アセチレン㈱ 中部大陽ガスセンター㈱

中部冷熱㈱ 東亞テクノガス㈱

東海アセチレン㈱ 東海エア・ウォーター㈱

東海ガスユナイテッド㈱ 東邦冷熱㈱

豊田ガスセンター㈱ 名古屋ガスセンター㈱

名古屋酸素㈱ ㈱名古屋サンソセンター

名古屋日酸㈱ ニチゴー日興㈱ 名古屋支店

日本炭酸㈱ 名古屋支店 日本エージーエー㈱

㈱原田商店 北酸高圧瓦斯㈱

㈱丸協酸素商会 名古屋支店 四日市オキシトン㈱

北陸地域本部（１６事業所）
宇野酸素㈱ 岩谷産業㈱ 北陸支店

エア・ウォーター㈱ 富山営業所 東亞テクノガス㈱ 北陸営業所

ジャパン・エア・ガシズ㈱ 北陸支店 大陽日酸㈱ 北陸支店

北陸液酸工業㈱ 岩谷瓦斯㈱ 小松工場

北酸㈱ 液化炭酸㈱ 富山営業所

昭和炭酸㈱ 高岡営業所 上毛天然瓦斯工業㈱ 長岡営業所

直江津アセチレン㈱ 新潟高圧ガス㈱

日本海アセチレン㈱ 中条工場 北越アセチレン㈱

近畿地域本部（５３事業所）
アバンテ都島㈱ 尼崎水素販売㈱

㈱泉産業 イビデンケミカル㈱ 高石ガス事業部

イワタニカーボニックス㈱ 岩谷瓦斯㈱

岩谷産業㈱ エア・ウォーター㈱ 近畿支社

エア・ウォーター炭酸㈱ 大阪営業所 液化炭酸㈱ 大阪事業所

大阪車輌工業㈱ ㈱関西ガスファースト

関西サーンガス㈱ 紀州エア・ウォーター㈱
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京都帝酸㈱ ㈱共和

協和ガス㈱ 近畿液炭㈱

近畿酸素㈱ ㈱大阪パッケージガスセンター　　

小池酸素工業㈱ 大阪支店 高圧ガス工業㈱

㈱サーンテック山川 滋賀カーバイド㈱

ジャパン・エア・ガシズ㈱ 近畿支社 昭和炭酸㈱ 大阪支店

昭和電工㈱ 大阪支店 新宮酸素㈱

新日鐵化学㈱ ㈱ダイオー

大丸エナウイン㈱ 大陽日酸㈱ 関西支社

大和熔材㈱ 高浜酸素㈱

タツミ産業㈱ トーヨー㈱

㈱中尾酸素 浪速酸素㈱

ニチゴー日興㈱ 日東アセチレン㈱

日本高圧瓦斯工業㈱ 日本炭酸㈱ 大阪支店

ネクスト･ワン㈱ 姫路サンソ工業㈱

姫路ダイサン㈱ 藤田酸素工業㈱

㈱伏山酸素商会 舞鶴大同ガス㈱

㈱マスコール ㈱水島酸素商会

森脇産業㈱ ㈱リキッドガス

和歌山酸素㈱

中国地域本部（３５事業所）
旭化成酸素㈱ 岩谷瓦斯㈱ 中国業務

岩谷瓦斯㈱ 米子工場 岩谷産業㈱ 中国支社

エア・ウォーター㈱ 中・四国支社 エア・ウォーター炭酸㈱ 大阪営業所

㈱エア・ガシズ山口 ㈱エア・ガシズ山陽

液化炭酸㈱ 広島営業所 オカモト産業㈱

岡山エア・ウォーター㈱ 小池酸素工業㈱ 中国支店

高圧ガス工業㈱ 広島営業所 高圧ガス工業㈱ 岡山工場

山陰酸素工業㈱ 山陽酸素㈱

ジャパン・エア・ガシズ㈱ 中国支社 昭和炭酸㈱ 広島営業所

㈱ゼネラルガスセンター 大陽日酸㈱ 中・四国支社

大和酸素㈱ 高山産業㈱

中国アセチレン㈱ 中国酸素㈱

西中国エア・ウォーター㈱ ニチゴー日興㈱

日本炭酸㈱ 広島支店 東中国エア・ウォーター㈱

広島高圧ガス㈱ 広島日酸㈱

藤井商事㈱ 福興酸素㈱

水島アセチレン工業㈱ 安浦アセチレン㈱ 広島工場

リンクス㈱

四国地域本部（２２事業所）
エヒメ酸素㈱ 四国アセチレン工業㈱

高松帝酸㈱ 大陽日酸㈱ 四国支店

ジャパン・エア・ガシズ㈱ 四国支社 土佐酸素㈱
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徳島酸素工業㈱ エア・ウォーター㈱ 四国営業所

大和酸素工業㈱ 四国岩谷産業㈱

㈱東予ガスセンター 四国エア・ウォーター㈱

岩谷瓦斯㈱ 広島工場 高圧ガス工業㈱ 玉野工場

昭和炭酸㈱ 高松営業所 日本炭酸㈱ 四国営業所

エア・ウォーター炭酸㈱ 大阪営業所 液化炭酸㈱ 大阪事業所

四国液酸㈱ 小池酸素工業㈱ 四国営業所

住化高純度ガス㈲ 松山オキシトン㈱

九州地域本部（８８事業所）
伊藤忠工業ガス㈱ 九州事業部 伊藤忠工業ガス㈱ 日豊営業所

㈱伊万里高圧ガスセンター 岩谷瓦斯㈱ 業務部九州業務

岩谷瓦斯㈱ 鹿児島工場 岩谷産業㈱ 九州支社

イワタニ福岡ガスセンター㈱ 内村ガス工業㈱

内村酸素㈱ 内村酸素㈱ 有明ガスセンター

エア・ウォーター㈱ 九州支社 エア・ウォーター炭酸㈱ 福岡営業所

㈱エア・ガシズ北九州 液化炭酸㈱ 福岡営業所

江藤酸素㈱ 江藤酸素㈱ 佐伯工場

㈱大牟田高圧ガスセンター ㈱オカノ

㈱おきさん ㈱鶴城サンソセンター

鹿児島オキシトン㈱ 国分工場 鹿児島酸素㈱

鹿児島熔材㈱ 北九州エア・ウォーター㈱

北九州オキシトン㈱ 北九州工場 北九州日酸㈱

貴船商事㈱ 九州工業ガス㈱ 大牟田工場

九州酸素㈱ ㈲九州北部ガスセンター

九州冷熱㈱ 熊本オキシトン㈱ 水俣工場

熊本酸素㈱ クロックス㈱

玄海アセチレン㈱ 小池酸素工業㈱ 九州支店

高圧ガス工業㈱ 小倉工場 高圧ガス工業㈱ 大分工場

㈱佐賀高圧ガスセンター 佐世保ガスセンター㈱

サツマガス工業㈱ サツマ酸素工業㈱

ジャパン・エア・ガシズ㈱ 北九州支社 ジャパン・エア・ガシズ㈱ 南九州支社

ジャパン・エア・ガシズ㈱ 長崎営業所 ジャパン・エア・ガシズ㈱ 鹿児島営業所

昭和炭酸㈱ 福岡営業所 昭和電工㈱ 福岡支店

新日化エア・ウォーター㈱ 九州営業所 新日鐵化学㈱ ガス部

大陽日酸㈱ 九州支社 大陽日酸㈱ 北九州支店

大陽日酸㈱ 大分支店 大陽日酸㈱ 佐世保営業所

大陽日酸㈱ 熊本支店 大陽日酸㈱ 長崎営業所

大陽日酸㈱ 宮崎営業所 大陽日酸㈱ 鹿児島営業所

㈱武田商事 帝酸アセチレン㈱ 大牟田工場

長崎酸素㈱ ㈱南九オキシコ

西九州エア・ウォーター㈱ 西日本高圧瓦斯㈱

西日本高圧瓦斯㈱ 北九州営業所 西日本高圧瓦斯㈱ 長崎事業所

西日本高圧瓦斯㈱ 大分事業所 日本炭酸㈱ 九州支店

㈱延岡高圧ガスセンター 博多共同酸素㈱
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福岡酸素㈱ 福岡酸素㈱ 小倉支社

福岡酸素㈱ 福岡支社 福岡酸素㈱ 久留米支社

福岡酸素㈱ 大牟田支社 福岡酸素㈱ 熊本支社

福岡酸素㈱ 長崎支社 福岡酸素㈱ 佐世保支社

福岡酸素㈱ 伊万里支社 福岡酸素㈱ 南九州支社

福岡ダイサン㈱ 福豊帝酸㈱

本田商會㈱ 南九州エア・ウォーター㈱

㈱南九州ガスセンター 宮崎酸素㈱

㈱山国商会 ㈲廣川高圧ガスセンター

本部（５８事業所）
㈱ADEKA 宇部興産㈱

㈱大分サンソセンター 関東電化工業㈱

㈲九州ヘリウムセンター ㈱クリオ・エア

㈱コールド・エア・プロダクツ 国際炭酸㈱

山陽エア・ケミカルズ㈱ JFEケミカル㈱

しなのエア・ウォーター㈱ ㈱ジャパンヘリウムセンター

周南酸素㈱ 信越化学工業㈱

神鋼エア・ウォーター・ガス㈱ 住友精化㈱

製鉄オキシトン㈱ セントラル硝子㈱

泉北酸素㈱ ダイキン工業㈱

大同エアプロダクツ・エレクトロニクス㈱ 大宝産業㈱

高千穂化学工業㈱ ㈱鶴崎サンソセンター

デュポン㈱ 電気化学工業㈱

東亞合成㈱ 東京炭酸㈱

東槽ダイスイ㈱ 東洋電化工業㈱

㈱巴商会 トリケミカル研究所

新潟エア・ウォーター㈱ 新潟ガス工業㈱

日産化学工業㈱ 日新サンソ㈱

日本カーバイド㈱ ㈱日本触媒

日本ファインガス㈱ 日本ヘリウム㈱

富士酸素㈱ 丸善石油化学㈱

㈱水島オキシトン 三井化学㈱ 電材事業部

三菱化学㈱ 三菱ガス化学㈱

ガス保安検査㈱ ジャパンファインプロダクツ㈱

化学物質評価研究機構 高圧ガス保安協会

高圧容器工業会 神鋼エアーテック㈱

全国高圧ガス容器検査所連合会 全国高圧ガス溶材組合連合会

超低温機器協会 低温工学協会

有限責任中間法人日本医療ガス協会 日本高圧ガス容器バルブ工業会
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JIGA統計データ一覧表

2006年１月～12月酸素生産量＆一般販売実績推移グラフ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

2006年１月～12月窒素生産量＆一般販売実績推移グラフ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

2006年１月～12月アルゴン生産量＆一般販売実績推移グラフ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

2006年１月～12月地区別酸素生産・販売実績表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

2006年１月～12月地区別窒素生産・販売実績表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

2006年１月～12月地区別アルゴン生産・販売実績表  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

2006年１月～12月地区別溶解アセチレン生産実績推移表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41

2006年１月～12月液化炭酸ガス工場出荷実績推移表  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42

2002年～2006年ヘリウム生産・販売実績表  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

2006年１月～12月鉄鋼・粗鋼生産量と酸素消費量 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

お詫び
前号・Vol.12の会誌「JIGA」51、56ページの統計資料において、数値の間違いがありました。
●51ページ「2005年度地区別酸素生産・販売実績表」の九州地区の販売の“対前年度比”
●56ページ「業種別酸素（一般）販売実績推移表」の2005年度の“合計欄”（下側）
なお、訂正後の会誌は、ホームページに掲載しておりますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。
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200,000 

190,000 

180,000 

170,000 

160,000 

150,000 

140,000 

130,000 

120,000 

110,000 

100,000 

90,000 

80,000 

70,000 

60,000

km3

酸素販売量 酸素生産量 液酸販売量 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

182,522

175,671

151,438

81,246

183,470

150,750

86,112

187,070

143,691

88,304

184,829

149,076

83,714

185,992

81,400

155,174

188,269

154,306

84,937

185,297

154,073

84,176

183,668

157,713

83,438

184,937

155,066

85,346

192,912

157,309

83,816

194,252

166,059

88,822

162,297

81,951

 

400,000 

350,000 

300,000 

250,000 

200,000 

150,000 

100,000

km3

窒素販売量 窒素生産量 液窒販売量 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

351,647
343,562

379,120 381,444

365,342
375,501

383,570
376,666

389,945

403,865

317,190

218,696

422,316

390,240

318,077

207,032

307,235

245,008

315,432

212,117

305,156

201,279

308,595

209,347

310,398

204,250

291,700

193,534

294,372

214,294

300,029

201,527

280,581

182,038

281,569

179,149
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生産 1,073 1,187 1,317 1,279 1,128 1,197 1,235 1,280 1,523 1,391 1,277 1,328

販売 2,036 2,119 2,279 2,144 2,102 2,176 2,214 2,105 2,267 2,306 2,234 2,224

生産 5,818 5,476 5,856 5,760 6,162 5,852 5,895 5,373 6,244 6,560 6,143 6,504

販売 10,805 10,546 11,067 11,141 11,069 11,140 11,303 9,690 11,186 11,606 15,227 8,833

生産 53,019 48,087 52,736 51,990 46,550 49,010 54,893 52,940 54,796 53,998 51,268 56,791

販売 53,824 49,911 55,425 55,032 48,712 51,792 57,488 55,954 55,490 55,418 51,795 58,086

生産 26,189 26,564 24,347 23,109 28,250 26,475 26,108 23,177 26,992 25,102 24,334 26,730 

販売 36,190 37,083 35,505 32,659 38,836 37,135 36,333 35,545 37,813 37,824 38,097 38,199

生産 26,406 27,457 29,388 27,071 24,812 27,564 21,704 25,165 28,183 28,248 29,467 29,613

販売 32,440 30,852 34,078 39,200 35,508 34,057 33,030 33,786 34,907 36,394 37,417 35,848

生産 22,683 19,936 20,647 22,467 21,579 22,212 22,492 23,052 17,798 16,110 23,164 22,306

販売 31,752 29,668 28,586 32,151 33,238 34,506 32,940 31,497 26,075 24,800 31,703 32,950

生産 2,034 2,262 1,937 1,830 2,186 2,071 1,797 2,000 2,099 2,882 1,554 2,086

販売 3,626 3,852 4,166 4,200 4,111 3,929 3,739 3,781 3,726 4,037 3,664 4,130

生産 25,075 20,469 14,522 10,185 18,409 20,793 20,182 21,086 20,078 20,775 20,102 20,701

販売 11,849 11,640 12,364 10,543 11,253 11,257 11,222 12,939 12,204 12,552 12,775 13,982

生産 162,297 151,438 150,750 143,691 149,076 155,174 154,306 154,073 157,713 155,066 157,309 166,059

販売 182,522 175,671 183,470 187,070 184,829 185,992 188,269 185,297 183,668 184,937 192,912 194,252 

単位：千m3

地区別

北海道

東　北

関　東

東　海

近　畿

中　国

四　国

九　州

合　計

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

22,000 

21,500 

21,000 

20,500 

20,000 

19,500 

19,000 

18,500 

18,000 

17,500 

17,000 

16,500 

16,000 

15,500 

15,000 

14,500 

14,000 

13,500 

13,000 

12,500 

12,000

km3

アルゴン販売量 アルゴン生産量 液アル販売量 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

20,557

20,939

19,748

17,817

18,099

187,07017,030

16,877

19,578

18,454

15,957

21,347

20,122

17,652

20,993

19,919

16,372

18,716

16,469

17,718

20,399

19,260

16,215

19,866

18,787

18,060

19,129

18,077

17,021

20,393

19,254

17,302

21,303

20,108

17,708

19,368

18,110
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生産 3,288 3,427 3,467 2,518 3,365 2,707 3,551 3,039 3,833 3,551 3,281 3,338 

販売 4,828 5,257 5,306 4,262 5,238 4,799 5,752 5,298 6,003 5,705 5,523 5,435 

生産 13,594 13,172 15,115 15,833 15,730 16,199 15,815 15,598 16,309 15,987 14,733 15,948 

販売 19,217 19,460 22,356 22,509 21,833 23,021 25,035 21,577 22,388 22,983 20,741 21,199 

生産 133,647 129,795 140,013 134,785 136,871 144,244 143,732 140,997 149,097 148,556 149,719 149,737 

販売 131,991 128,509 140,943 132,681 133,737 140,940 141,766 141,045 143,698 147,245 183,559 150,357 

生産 31,545 32,122 33,945 34,566 35,238 37,313 37,257 36,135 36,447 38,956 31,232 38,747 

販売 62,983 61,490 69,292 67,476 64,615 69,371 69,674 66,620 71,104 73,606 70,889 70,651 

生産 45,869 49,774 51,172 49,530 43,729 54,129 52,115 50,465 50,770 52,381 51,807 53,291 

販売 56,717 56,658 61,116 76,510 59,898 59,803 61,786 61,887 63,232 63,984 59,493 59,763 

生産 27,502 25,065 28,683 29,082 27,899 26,924 28,125 28,938 29,684 29,189 28,791 28,790 

販売 53,615 50,783 56,034 54,972 56,046 53,558 55,137 55,466 59,209 63,803 57,304 58,610 

生産 4,899 5,972 6,672 6,080 6,805 6,664 7,105 6,468 6,614 6,578 6,848 7,297 

販売 7,282 6,413 7,283 7,698 6,882 7,659 7,905 7,339 7,286 8,314 7,918 7,501 

生産 21,225 21,254 20,962 21,978 22,063 22,218 20,895 23,516 22,678 21,992 20,824 20,929 

販売 15,014 14,992 16,790 15,336 17,093 16,350 16,515 17,434 17,025 18,225 16,889 16,724 

生産 281,569 280,581 300,029 294,372 291,700 310,398 308,595 305,156 315,432 317,190 307,235 318,077 

販売 351,647 343,562 379,120 381,444 365,342 375,501 383,570 376,666 389,945 403,865 422,316 390,240

単位：千m3

地区別

北海道

東　北

関　東

東　海

近　畿

中　国

四　国

九　州

合　計

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

生産 324 240 259 297 268 198 226 296 281 274 329 330 

販売 273 233 262 256 242 335 263 255 260 262 272 279 

生産 288 244 290 273 285 276 272 264 280 289 283 305 

販売 2,219 2,113 2,388 2,279 2,262 2,313 2,437 2,345 2,397 2,582 2,536 2,670 

生産 5,973 5,527 6,170 5,947 5,734 5,672 6,127 5,939 6,099 6,387 6,067 6,300 

販売 4,603 5,353 5,588 5,023 4,618 5,297 5,066 4,758 5,173 5,460 5,326 4,706 

生産 4,071 3,897 4,210 3,594 4,179 3,900 4,290 4,000 4,281 4,133 4,286 4,180 

販売 4,621 5,053 5,584 5,047 4,921 5,336 5,084 4,879 5,339 5,470 5,435 5,407 

生産 3,206 3,158 3,411 3,166 3,060 3,018 3,883 3,304 3,279 3,347 3,407 3,482 

販売 3,315 3,619 3,934 5,028 3,608 3,714 3,683 3,541 3,786 3,742 3,747 3,712 

生産 1,853 1,814 2,117 1,937 1,803 2,033 2,146 2,080 1,924 2,131 2,287 2,196 

販売 977 1,042 1,161 1,116 973 1,166 1,093 1,059 1,145 1,274 1,308 1,461 

生産 168 153 144 157 181 164 140 172 181 156 107 178 

販売 317 354 392 366 330 361 389 367 371 402 394 381 

生産 994 924 1,051 1,001 959 954 976 966 977 991 1,051 1,139 

販売 1,774 1,811 2,038 1,878 1,762 1,877 1,851 1,925 1,922 2,111 1,921 1,941 

生産 16,877 15,957 17,652 16,372 16,469 16,215 18,060 17,021 17,302 17,708 17,817 18,110 

販売 18,099 19,578 21,347 20,993 18,716 20,399 19,866 19,129 20,393 21,303 20,939 20,557

単位：千m3

地区別

北海道

東　北

関　東

東　海

近　畿

中　国

四　国

九　州

合　計

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月
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北海道 66,648 70,097 72,409 80,198 68,354 81,262 71,582 67,686 64,260 66,052 80,704 84,410 

東　北 77,985 79,860 85,638 81,403 66,799 75,332 65,621 61,629 74,490 78,289 83,226 95,409 

関　東 416,957 427,580 462,662 393,402 367,656 395,977 348,873 348,648 381,558 414,744 434,099 457,179 

北　陸 93,406 90,745 98,083 89,043 85,971 80,421 74,318 70,533 78,404 88,261 92,061 100,313 

東　海 207,386 201,034 217,869 184,797 167,638 180,965 164,594 163,847 171,999 193,802 205,378 219,955 

近　畿 213,245 227,011 250,147 201,051 188,313 203,377 182,399 187,016 198,087 215,497 219,526 261,378 

中　国 162,762 166,959 169,335 150,405 144,246 135,852 126,253 127,155 144,608 162,065 167,735 172,754 

四　国 41,238 39,149 43,938 37,946 32,296 32,603 31,358 31,098 30,907 38,036 40,461 43,722 

九　州 134,806 127,287 145,374 110,246 99,081 105,667 102,202 95,475 104,415 123,124 125,599 144,405 

合　計 1,414,433 1,429,722 1,545,455 1,328,491 1,220,354 1,291,456 1,167,200 1,153,087 1,248,728 1,379,870 1,448,789 1,579,525 

単位：kg

地区別 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

1,600,000 

1,500,000 

1,400,000 

1,300,000 

1,200,000 

1,100,000 

1,000,000

kg

合計量 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

1,414,433
1,429,722

1,545,455

1,328,491

1,220,354

1,291,456

1,167,200
1,153,087

1,248,728

1,379,870

1,448,789

1,579,525
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１月 57,572 102.8% 1.5% 46.4% 12.4% 14.8% 8.6% 5.3% 11.0%

２月 60,516 108.9% 1.5% 48.2% 13.9% 12.0% 7.2% 5.3% 11.8%

３月 67,797 104.8% 1.3% 45.1% 14.3% 13.4% 7.2% 5.6% 13.2%

４月 66,154 104.0% 1.3% 49.6% 14.9% 14.7% 7.2% 6.5% 5.7%

５月 65,395 104.5% 1.2% 49.0% 13.3% 18.1% 4.5% 7.6% 6.2%

６月 69,780 98.0% 1.2% 50.0% 13.1% 18.6% 5.3% 6.4% 5.5%

７月 75,591 105.1% 1.2% 46.8% 14.7% 19.7% 5.3% 6.0% 6.4%

８月 75,982 106.3% 1.2% 47.4% 14.0% 20.6% 5.1% 6.1% 5.7%

９月 74,169 101.8% 1.3% 49.3% 12.4% 19.6% 4.8% 7.2% 5.4%

10月 69,563 100.4% 1.3% 51.3% 11.4% 18.0% 4.2% 6.9% 6.9%

11月 70,633 102.5% 1.2% 51.1% 11.4% 15.9% 5.1% 9.0% 6.3%

12月 68,497 98.3% 1.2% 50.9% 13.9% 14.6% 5.6% 6.7% 7.2%

単位：t

工場出荷量 対前年比
用　途　別　出　荷　割　合

鋳物用 溶接用 飲料用 冷却用 製鋼用 化学用 その他

80,000 

75,000 

70,000 

65,000 

60,000 

55,000 

50,000

t

工場出荷量 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

57,572

60,516

67,794

66,154
65,395

69,780

75,591 75,982

74,169

69,563
70,633

68,497
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生・販 液・ガス区分 単　位 対前年比 2002年 対前年比 2003年 対前年比 2004年 対前年比 2005年 対前年比 2006年

ヘリウムガス 千m3 78% 9,444 99% 9,331 98% 8,278 107% 8,892 111% 9,888 

液体ヘリウム 千 L 96% 6,050 104% 6,319 98% 6,172 98% 6,061 103% 6,268 

合　　計 — 84% 14,218 101% 14,316 92% 13,148 114% 14,953 108% 16,156 

ヘリウムガス 千m3 80% 8,695 108% 9,342 86% 7,997 107% 8,517 120% 10,207 

液体ヘリウム 千m3 90% 6,681 89% 5,923 105% 6,192 101% 6,223 102% 6,332 

合　　計 — 84% 15,376 99% 15,265 93% 14,189 104% 14,741 112% 16,539 

液・ガス区分 用途区分 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年

光ファイバー 36% 33% 22% 19% 20%

分析 9% 9% 10% 10% 6%

リークテスト 8% 9% 10% 11% 14%

溶接 11% 9% 11% 11% 9%

ヘリウムガス バルーン・飛行船 8% 7% 8% 7% 6%

半導体 9% 10% 13% 15% 22%

低温工学 5% 5% 4% 4% 3%

その他 14% 18% 22% 23% 20%

合　　計 100% 100% 100% 100% 100%

低温工学 16% 15% 16% 14% 16%

液体ヘリウム
MRI（NMR） 63% 64% 61% 60% 56%

その他 21% 21% 23% 26% 28%

合　　計 100% 100% 100% 100% 100%

１．ヘリウム生産・販売量

生

産

量

販

売

量

２．ヘリウム用途別販売構成比
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2006 １ 6,982,105 262,326 6,918,374 454,578 2,284,954 73,306 9,452,551 527,884

2006 ２ 6,430,214 245,052 6,366,411 421,319 2,265,477 72,347 8,878,166 493,666

2006 ３ 7,008,707 270,987 6,938,090 454,115 2,438,603 78,532 9,677,664 532,647

2006 ４ 6,655,600 261,309 6,559,571 435,430 2,528,373 78,598 9,353,755 514,028

2006 ５ 7,108,779 271,151 6,987,546 458,588 2,667,852 83,625 9,927,961 542,213

2006 ６ 6,867,098 249,885 6,829,702 453,227 2,569,829 80,336 9,689,872 533,563

2006 ７ 7,248,410 268,819 7,124,945 468,608 2,455,186 76,587 9,858,753 545,195

2006 ８ 7,218,861 276,562 7,110,782 470,656 2,245,138 70,169 9,612,618 540,825

2006 ９ 7,005,714 253,368 6,900,549 452,131 2,456,045 77,857 9,608,468 529,988

2006 10 7,324,653 268,652 7,136,674 469,551 2,646,682 84,055 10,103,298 553,606

2006 11 7,117,051 267,058 7,012,215 466,291 2,671,963 85,574 10,006,157 551,865

2006 12 7,303,227 257,405 7,213,478 477,983 2,533,303 80,526 10,056,868 558,509

生産量 酸素消費量 生産量 酸素消費量 生産量 酸素消費量 生産量 酸素消費量

銑　　　鉄 転　炉　鋼 電　気　炉　鋼 粗　　鋼　　計
月年

単位：生産量（トン） 酸素（×1000m3）



○ 賀詞交歓会での田口会長のお話にもありましたが、今年最大のテーマは日本医療ガス協会と

の統合であります。６月の定時総会でのご承認、１０月の新法人発足が順調にいきますよう事務

局として、全力を尽くす所存です。それぞれに長い歴史を背負った団体ですが、多くの会員

が両協会の会員となっており、整然と統合に向けていけると信じています。

○ 統合が承認されますと、事務局の統合といった実務面も忙しくなります。形だけの統合でなく、

人の交流を通じて立派な、新しい協会に育てあげなければなりません。

○ 台湾高圧ガス産業協会とは、これまでも技術交流を行ってきましたが、今般、正式に覚書を

締結しました。アジアという共通の地盤でお互いに切磋琢磨してまいりたいとおもいます。ま

た、相互に賛助会員として加盟することも決まりました。JIGAの国際活動にも良い影響を与

えることと思います。

○ 論客６氏による座談会「国際活動とその効果」をご一読下さい。今までの成果と今後の課題、

そして海外情報をとることの難しさへと議論は深まります。我々に国際活動とはなにか考えさ

せる契機となることでしょう。今までは助走、これからが本番といったところです。WGに期待

して下さい。

○ 新しく、副会長各位による「エッセイ」を企画致しました。一番手として豊田副会長の「小江戸

散歩」を掲載させていただきましたのでご一読下さい。豊田副会長の人柄が滲み出た、肩

のこらない粋な文に仕上がっています。昼休みに同じルートを散策するのも楽しいかもしれ

ません。

ぜひ、次回夏号にご期待下さい。

（産業ガスレポート 広報スタッフ 記）

＜編集後記＞

タイトルおよび表紙をリニューアルいたしました。

これからも、会誌・産業ガスレポートをよろしくお願い申し上げます。
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