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1産業ガスレポート

　3月11日に発生した東日本大震災により、お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈り申

し上げますとともに、被災された皆様、そのご家族の方々に対しまして、心よりお見舞い申

し上げます。

　この未曾有の状況を、会員各社が力を合わせて乗り越え、一日でも早く復興出来るよう取

組んで行きたいと考えます。

　JIMGAでは、震災直後から政府の緊急対応要請に応え、会員各社に被災地への医療用酸素

及び周辺機器の供給支援を依頼し、全国の会員会社の多大なる協力を得て、その必要量を被

災地の各病院に向けて輸送すると共に、現在もライフラインである医療用ガス、及び保安用

ガスの供給を維持するため、医療用酸素ガスボンベの確保や輸送車の緊急車両化等、あらゆ

る対応を行っております。

　特に、電力やガソリン・軽油の逼迫は、医療用ガス・保安用ガスの生産・物流へ大きな影

響を及ぼしております。この状況を打開するために、監督官庁である厚生労働省、経済産業

省に対し、供給を継続するための燃料確保要請を行っております。また、電力不足への対応

として、今後も会員各社が節電に最大限の協力をすることは言うまでもありませんが、現在

実施されている計画停電では無駄な電力を消費し、効率良く節電出来ないだけではなく、事

実上被災者が必要とする生産量の確保が困難になっており、各社の生産特性に適した停電方

法への変更を、経済産業省に要請しております。

　全国の地域本部でも、会員会社従業員の安否確認、生産設備の被害状況把握など、適切な

対応に努めました。甚大な被害を受けた東北地方においては、会員各社が前述の政府要請に

応えるべく尽力し、東北地域本部では会員会社の被害状況の確認、現地での生産・物流手段

の確保、関係官庁や本部から発信された震災関連情報の迅速な会員への伝達に努めており、

尚かつ津波による容器の流出により二次災害が懸念されることから、その情報を収集し関係

官庁を通じて注意を喚起しております。

今後も会員会社の生産・供給維持及び二次災害の防止に向け、最大限の努力を図ってまいり

ます。

　最後に、会員各位におかれましては、既に節電に取り組んでおられることと思いますが、

引き続き供給用途以外の電力使用抑制をお願い申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成二十三年三月　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会  長 　豊 田　昌 洋

謹　　告
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　皆さん、明けましておめでとうございます。全

国各地から大変たくさんの方々にお集まりいただ

きまして、誠にありがとうございます。また、本

日はご多忙中にもかかわらず、経済産業省からは

製造産業局化学課坂口課長様はじめ幹部の方々、

また厚生労働省からは医政局の大谷局長はじめ

幹部の方々、そして日頃ご指導いただいておりま

す高圧ガス保安協会からは作田会長はじめ幹部の

方々、東京消防庁、原子力保安院の皆様、尚か

つ特にご昵懇にさせていただいております全溶連

の深尾会長以下関係者の方々、本当にたくさんの

方々にこの会場にご参集いただき、心よりお礼申

し上げます。

　さて、昨年の暮れから今年にかけまして経済情

勢がやや明るい方向に向いてきたという論調が多

くございますが、日本経済の先行きを考えますと

甚だ心配であり、油断はできないと思っておりま

す。技術立国である我が国の経済が本格的に回復

するためには、新興国やアメリカなどに成長を続

けてもらい、我々が有する競争力のある製品の継

続的な輸出が条件となりますが、なかなかそうも

行きそうにありません。アメリカの景気が今一つ

安定感を欠いておりますし、中国も急激な経済発

展によりいろいろな問題を抱えており、良いニュ

平成23年賀詞交歓会 

ースばかりではないというのが現状です。このよ

うな状況の中、今年は心を引き締め、脚下照顧の

精神で各々の事業をきちんと見極め、堅実な経営

を心掛ける、足元をしっかり見つめ、諸般の情勢

を見極めながら、着実に自分の考えた道を歩んで

行く、これが一番正しいのではないかと思ってお

ります。

　JIMGAの昨年を振り返りますと、皆様ご承知

の通り、昨年 1月に高圧ガス業界一斉に公正取引

委員会の立ち入り検査がありました。関係する会

員の皆様方は、大変なご苦労をされたものと察し

ます。これを受けまして、JIMGAとしても直ち

に田口前会長の指示のもと、組織の改正を行い透

明性を図ると共に、新たに調査・統計部を設置し

統計資料の管理を厳重に行うことを決めておりま

す。一方で、会議のルールも設定し、必要に応じ

顧問弁護士の同席も要請しております。このよう

に万全の体制をつくりあげてまいりました。協会

の運営は、各社が集まって、議論して物事を決し

なくては意味がありません。私は、出来るだけ皆

さんが、必要に応じて適宜に集まっていただくこ

とが、一番大事であると思っております。また、

JIMGAは大変たくさんの課題を抱えております。

産業ガス部門の場合は32の委員会・ワーキンググ

開会挨拶 

会長　豊田 昌洋
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ループ、 医療ガス部門は11の委員会・部会を抱

え、様々な課題について検討しております。これ

については、会員各社の皆様方に多大なる支援を

いただき進めているわけでございますが、会議に

は是非ご出席いただき、業界全体の地位の向上、

また各社の発展のために、活発に議論を行ってい

ただきたいと思っております。その上で、さらに

運営にコンプライアンス上の疑問がある場合は、

直ちに申し出ていただき、その場で改善したいと

思っております。今年は色々な意味で、新しい出

発にしたいと思っておりますので、直面する様々

な課題への取組みを、更に強化して参りたいと考

えております。主な取組みについて簡単に申し上

げたいと思います。

　第一の課題は何と言っても「保安の強化」です。

　産業ガス部門においては全国各地で、保安講習

会や各種セミナーなどを通じて保安の確保、事故

撲滅の啓蒙活動に取組んでおります。また、容器

管理の切り札としてRFタグの普及も重要課題と

して取組んでおります。医療ガス部門においては、

平成 5年から累計で25,000人の医療従事者が受講

している「草の根講習会」によって引き続き保

安の確保に努めます。また、もう一つの柱である

MGR認定制度は 4年目に入っておりますが、昨

年末の試験合格者を含めるとライセンス取得者が

2,700名に達しました。この制度を更に推進する

ことによって、医療ガス従事者に対する社会や関

係当局からの信頼が高まり、尚かつ事故撲滅、保

安の確保が徹底されるものと信じております。

　第二の課題といたしましたのは、「環境対応」

です。

　昨年は新たに産業ガス部門に環境・安全部会を

組織し、JIMGAとして精力的に取組んでいます。

昨年末に政府から環境税についての考え方が示さ

れ、当初0.5円/kWhと推定していた負担が0.12～

0.13円/kWhで済みそうです。我々の業界は年間

90億kWhの電力を消費するので、10億円程度の

負担で収まりそうです。ところが、再生可能エネ

ルギーの全量買取制度と合わせると、電力多消費

産業ですので産業ガス業界として大きな影響を受

けることに変わりありません。我が業界の意見を

取りまとめ、関係諸官庁あるいは関係諸団体と意

見交換しながら、負担軽減を要望して参ります。

　第三の課題は国際整合化です。

　グローバル経済の中で、JIMGAが世界標準を

先導することが重要と考えます。このための努力

をこれからも重ねなければなりません。産業ガス

部門では、ガス、機器の基準制定に積極的に関与

しております。一方、医療ガスにおきましては、

厚生労働省の主導により医薬品等の品質管理基準

（GMP）を国際標準化する動きがあり、本年 1月

に加盟予定の米国を含め36ヶ国で構成され､ GMP

基準の世界調和を行う団体､ PIC/Sへの参加が表

明されました｡これを受け､ 医療ガス部門が独立

行政法人医薬品医療機器総合機構から委嘱され､

国内の医薬品GMPとPIC/Sガイドラインとのギャ

ップを分析しております。その内容はほぼまとま

りましたが、今月厚生労働省、医薬品医療機器総

合機構の方々を会員会社の充填所へご案内し、国

内における医療ガス製造の実態を肌で感じていた

だいた上で、実態に則した内容にしていきたいと

考えております。

　以上、 主な取組みについて申し述べましたが、

今年も更なる進化発展を目指しJIMGAの会員各

社、 役員一同、事務局職員が一丸となって種々の

課題に取組む所存です。経済産業省、厚生労働省、

高圧ガス保安協会、全溶連をはじめ、関係機関の

皆様方にも引き続き、ご支援、ご指導賜りたく、

お願い申し上げる次第であります。

　最後になりましたが、本日ご出席の皆様方、 

益々のご健勝とご発展を祈念し、新年のご挨拶と

いたします。
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　皆様新年明けましておめでとうございます。本

日は日本産業・医療ガス協会の新年賀詞交歓会に

お招きいただきまして、誠にありがとうございま

す。高い席から恐縮ではございますが、新春に際

しまして、一言ご挨拶申し上げたいと思います。

　さて、2009年に大きく落ち込みました我が国の

経済でございますが、昨年は緩やかに着実に回復

してきたところでございます。しかしながら、円

高の進行、海外経済の下振れリスクなど、今後の

見通しは予断を許さない状況にあると感じてお

ります。化学産業においても順調な回復がなされ

ましたが、総じて見ますと需要の回復には力強さ

が欠けており、引き続き厳しい状況が続くものと

認識しております。

　このため、政府といたしましては、予備費と補

正予算を合わせまして、 6兆円規模の財政支出

により景気の下支えに万全を尽くしているとこ

ろであります。また、新成長戦略を策定いたしま

して、法人税の 5 %引き下げなどの実現に取組ん

でいるところです。今後も成長するアジアの活力

を取り込み、地球温暖化対策をチャンスと捉える

発想で、国民が豊かな暮らしを実感できる社会の

実現のために、取組みを進めて参りたいと思いま

す。

　さて、酸素、窒素をはじめとした、産業ガスも

一昨年は大きく落ち込みましたが、転じて昨年は

回復の傾向にありました。幅広い分野で用いられ

る産業ガスにつきましては、鉄鋼や化学といった

ようなユーザー業界の好調から着実な回復が見

込まれてきたところでございます。そういった意

味でも、先程申し上げました新成長戦略を着実に

実行していくことが、延いては産業ガスの発展に

つながると考えております。

　また、地球温暖化問題につきましても、政府と

いたしましては、12月28日の関係閣僚委員会に

おきまして、恐縮ではございますが、温暖化対策

税を足掛け 5年で導入するということを決定さ

せていただくと共に、全量買取制度の導入に向け

て、着実に進めて参りたいと思っております。他

方、排出量取引につきましては、国際的な動向等

を踏まえて慎重に検討するということで、導入

の先送りを決めさせていただいたところです。是

非、皆様方のご理解ご協力をもちまして、温暖化

対策を進めさせていただきたいと存じます。

　また、産業ガスが安定的に供給され、より一層

業界が発展するためには、当然のことではござ

いますが、高圧ガスの適切な管理と取扱いが重

要であることは言うまでもありません。協会で

はIOMAでの安全指針整合化に積極的に取組むな

ど、高圧ガスの安全管理に向けた活動をこれまで

ご来賓挨拶 

経済産業省 製造局　化学課　　　　　 

課長　坂口 利彦 様
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も行ってこられているところでございますが、引

き続き安全性向上に向けて取組まれることを期

待しております。

　今年は、キュリー夫人ノーベル化学賞受賞100

年を記念する世界化学年でございます。化学業界

は皆様方の業界をはじめ、幅広い関係企業、関係

業界から成り立っております。是非、今年は世界

化学年ということで、化学業界が一丸となって日

本経済を牽引するのは化学産業だということで、

明るい年になることを期待しております。

　最後になりましたが、本日ご参集の皆様方と日

本産業・医療ガス協会の一層のご発展、ご活躍を

祈念いたしまして新年のご挨拶とさせていただ

きます。

厚生労働省　医政局　　　　　 

局長　大谷 泰夫 様

　新年明けましておめでとうございます。本日は、

日本産業・医療ガス協会の賀詞交歓会にお招きい

ただきまして、 ありがとうございます。また、こ

の場をお借りいたしまして、平素から医療ガスの

安定的、安全な供給にご貢献いただき日本の医療

にとって、重要な部門を担っていただいておりま

すことについて厚くお礼申し上げます。

　また、近年では在宅酸素療法における火気の取

扱いについて、積極的にご対応いただいていると

いうことも承知しておりますが、これにつきまし

ても引続き宜しくお願い申し上げたいと思いま

す。

　さて、今年がどういう年かということでひとつ

話題になっておりますのは、社会保障と税の一体

的な改革についての検討を急ぐということです。

医療はご承知の通り、高齢化の進行、あるいは技

術の高度化により、増大するニーズの財政的な確

保をしていかなければなりません。社会保障全体

の改革と税とのあり方について検討を進めるため

に、我々も省をあげて検討本部を設置して対応し
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皆様、明けましておめでとうございます。本

年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

　今年のお正月は北日本・西日本では天気が荒れ

模様で、大雪大風の状況でありましたが、不思議

なことに、東京だけが非常に良い天気が続いてお

りまして、 暮れから今日まで毎日晴れておりま

す。おそらく東京近辺にお住まいの方は、大変穏

やかなお正月をお迎えになったのではないかと思

います。

この穏やかなお正月ですがはたして今年はど

高圧ガス保安協会　　　　　 

会長　作田 頴治 様

うなのか、先程、豊田会長からもお話がありまし

たように、なかなか厳しい難しい年かなと感じて

おります。元旦の新聞等の著名なエコノミストた

ちのアンケートの結果によりますと、昨年平成22

年は、いろいろな政策効果により実質GNPが約

3 %伸びるそうですが､ 平成23年は成長率が1.5%

前後となり､半減するそうでだいぶ減速するのか

なという感じがいたします｡ただ、アメリカ経済

が少し安定を取り戻すあるいは、中国、ブラジル

等の新興国が成長を続ける、そういったことから、

て行きたいというのが現在の状況であります。

　また昨年の暮れには、補正予算で2,100億円を

確保し、地域医療再生基金のテコ入れを図ること

ができました。これで、地域の医療機関の底上げ

が少しでもまた進むのではないかと思っておりま

す。

　それから、今度国会にお諮りします予算の中で

も必要な額を計上し、医師の確保であるとか、い

ろいろな角度で目配りした予算とし、税について

も改革案というものをお願いしているところであ

ります。そういった事で、私どもも一生懸命やっ

ております。

　ちなみに今年は旧厚生省と旧労働省が統合合体

して 1月 6日で10周年ということで､我々にとっ

ても節目の年でありますので､  決意も新たに行

政に取組んで参りたいと思っております。業界の

皆様におかれましても是非ご協力をお願い申し上

げたいと思います。

　粗辞ではありますが、本日お集まりいただきま

した日本産業・医療ガス協会の益々のご発展と、

ご参会の皆様のご健勝ご発展を心から祈念申し上

げて新年のご挨拶とさせていただきたいと思いま

す。
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年後半はかなり明るさを増してくるといった見通

しでございます。そうした中で、一般高圧ガスの

業界の皆様方はいよいよご苦労されていると思い

ます。売り上げの増加を図るのはなかなか難しい

状況ではございますが、利益の面では引続き、増

益基調を続けられている企業も多々あるやに聞い

ております。そういった意味で業界の皆様方のさ

まざまなご尽力、ご努力に対しまして、心から敬

意を表したいと思います。

業績面では皆様ご苦労が多いと存じますが、

反面保安の面で申しますと若干気になることが

ございます。おさらいとなりますが、一般高圧

ガスの災害事故件数は､ 平成12年から増加の一

途をたどって参りました｡ 平成12年は99件ござ

いますので､ 100件を切り 2桁でありました｡これ

が毎年毎年増加を続けまして､ 平成18年が193件､

もうすでに平成12年の 2倍となっております｡そ

の後急激に増えまして､ 平成19年が287件､ 平成

20年が311件と過去最高でございます｡ 平成21年

はさすがに若干減りまして､ 299件になりました。

私は常々、｢平成18年以降の増加の主な原因は､ 

コンプライアンス意識の高まりによって、今まで

報告されなかった微細な事故も届け出がなされ

た、このような意識の変化によって急激に増えた

のではないか」ということを申しておりました。

一方、人身事故等の実質的な災害は横ばいを続け

ておりますので、おそらく災害事故件数の増加は

「意識の変化で増加を続けたもので、楽観を許さ

ないものではない」と思っておりました。しかし

ながら、意識の変化による増加はある時点で収束

を迎えるものであり、事故件数は平成21年もしく

は平成22年あたりから減るか横ばいになるはずで

す｡しかしながら､ 平成22年12月までの速報です

と､ 363件と増加しております｡ 速報ですので確

定しているわけではありませんが､その内容をい

ろいろ見ておりますと､ カニ泡程度の事故ではな

いことがわかります。とりわけCEでの事故や圧

縮天然ガスのスタンドでの事故、LPGスタンドで

の事故などが増えておりますし、平成21年に減少

した流通過程での事故も昨年は増加傾向にあり

ます｡ 70件近くも増えたのでは､「意識の変化に

よるもの」では済まされないと思っております。

今後、原子力保安院でも詳細に分析され対応も考

えられると思いますが、軽微であっても件数が増

えることは注意が必要であると考えます。

以上いろいろ申し上げましたが、今年が皆様

にとりまして、また、日本産業・医療ガス協会に

とりましても良い年であることを祈念して、簡単

ではございますが、新年の挨拶とさせていただき

ます。
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平成23年賀詞交歓会 

　皆様、明けましておめでとうございます。

　先程来、豊田会長より大変力強いご挨拶と、

来賓の皆様方からご指導賜りますご挨拶をいた

だきまして、誠にありがとうございました。乾

杯の前に、一言だけお話しさせていただきます。

　産業・医療の商いと申しますのは、常々申し

あげている通り、安全を商うことであります。

JIMGAの色々な課題の中でも、足元から「保

安の強化」を進めて行こうというのが重要課題

です。皆さんご承知の通り、RFタグの普及が、

この大きな役割を担うのではないかと思って

おります。JIMGAも全力を尽くして推進して

いるところでありますが、こういった新年の挨

拶で、RFタグについて話題にするのは今年限

乾杯挨拶 

副会長　松枝 寛祐

りにして、来年からは「RFタグは当たり前の

ことである」というようにしたいと期待してお

ります。一方、RFタグの普及は、厳しい経済

情勢の中で、難しい点もありますが、我々業界

にとって一つの良いテーマです。「保安の強化」

という観点から是非皆様にご理解いただいて、

大変厳しい状況ですが、お客様にもご理解をい

ただくことを期待いたします。

　本日ご参会のJIMGA会員各社の益々のご発

展とご参会の皆様方のご健勝とご発展、そして

今年 1年、我々の業界に福を巻き込む気持ちを

持って、大きな声で乾杯をさせていただきたい

と思います。
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平成23年賀詞交歓会 

中締め挨拶 

副会長　南部 淳

　ご来賓の皆様方におかれましては、先程はご

丁重なるご祝辞を賜りました上、中締めまでお

付き合いいただきまして、誠にありがとうござ

います。また、会員の皆様におかれましても、

遠路お運びいただいている方も多々ございまし

て、お疲れ様でございました。

　今年の干支は、「辛卯（かのとう）」というの

が正式な干支だと言うことでございまして、「辛

（かのと）」というのは「万物が一新する厳し

い状況」ということだそうです。また、「辛卯」

の「卯」はうさぎでございまして、「先が見え

ない、どう変化するかわからない」というよう

な状況だそうですが、  「辛」に一本芯を通しま

して「幸」、幸（さち）多い一年といたしまして、

また、うさぎのように跳躍、飛躍の年にしてま

いりたいと思っております。

　それでは、JIMGAの益々の発展とご臨席の

皆様方のお会社のご発展をご祈念申し上げまし

て、一本で締めさせていただきます。
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日　時：平成22年11月25日（木）14：00～ 16：50

会　場：メルパルク大阪

議　長：会長  豊田  昌洋

議　事：

１．定数の報告

　理事会は理事定数18名のうち出席者16名、評議員

会は評議員定数39名のうち出席者27名にてそれぞれ

定足数に達し、本会議が成立する事が宣言された。

２．議長選出

　理事会運営規程第 5条により、豊田会長が選出さ

れた。

３．議事録記名人選出

　理事会運営規程第 6条により、下畑副会長、南部

副会長及び櫻井監事を選出した。

　また、評議員会運営規程第 7条により小池評議員

および中井評議員を選出した。

４．決議事項

第 1号議案　JIMGA組織規程の一部改定（産業ガス

部門組織の変更）について

　事務局より、JIMGA産業ガス部門の広報活動の

充実を図るため総務部会の広報WGを昇格させ広報

委員会を設置することの提案がなされ、審議の結果

拍手を以って提案通り承認された。

第 2号議案　産業ガス部門入会希望者審査の件

　事務局より入会希望 1社（山口酸素㈱）の提案が

なされ、審議の結果拍手を以って提案通り承認され

た。

　

第 3号議案　容器RFタグの課金について

平成22年度第2回理事会・評議員合同会議 

平成22年度第2回理事会・評議員会合同会議　議事録 

　事務局より、容器RFタグの平成23年 4 月からの

実運用事業を進めていくにあたり、発生する業務費

用負担について説明がなされ、審議の結果拍手を以

って提案通り承認された。

　以上にて決議事項は終了し、各常置部会の報告に

入った。

５．報告事項

　（１）平成22年度産業ガス部門上期活動報告

　　　  （主要課題抜粋）

　①RFタグ実運用の取組みとその課題整理

　　昨年 7月から開始した試験期間を本年 3月末で

終了し、課題の解決・整理を行い、実運用へ進む

上で致命的な問題が無いことを確認し、実運用を

開始。4月に広島（岩谷産業、大陽日酸）、 5 月に

佐世保（大陽日酸）で開始し、同時に複数ディーラ

ーも参画。また、10月に神奈川（高圧ガス工業）、

加古川（エア・ウォーター）で開始するなど、参加

企業、エリアが拡大。実運用上の課題の整理を行

うと共に、JIMGAでのRFタグ管理業務（各種コ

ード管理方法）、課金方法を検討。

　②長期停滞容器回収促進

　　容器賃貸借契約締結の推進と地域行政への ｢容

器管理指針｣ 発行の働きかけをベースに､ 全溶連

と連携しながら長期停滞容器回収促進による保安

の確保を進めている｡

　  全国の推進状況について､ 前回の調査から時間

が経過したこともあり､ 新たに 9地域本部へ賃貸

借契約率 ･ 容器使用料徴収率 ･ 容器管理指針発行

状況の調査依頼を実施｡容器管理指針については､ 

自治体自身が発行､ 或いは協賛 ･ 指導が得られた

ところが全国約30%の都府県に至っている｡ 今後
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平成22年度第2回理事会・評議員合同会議 

は発行に至っていない残りの70%の自治体で､ 公

的文書発布に向け､ 本部として地域本部を支援し

て行く予定｡

　　また､ 契約化 ･ 有償化の先進国であるアメリカ

における商慣行について、 レポートする機会を設

けた。アメリカでは1990年代に延滞料ではなく 

｢容器使用料｣化を推進した経緯があるが､背景に

は容器管理が悉く行き届いているという実態が伴

っており､ これが日米での契約化の進捗状況の差

異に表れている｡従って､ 契約化の推進には､ RF

タグ等を利用した容器管理システムの普及が急務

である｡

　③グリーン物流

　　改正省エネ法対応WGから改称したグリーン物

流ＷＧにて、従来の業界としてのCO2 排出量削減

のテーマに加え、モーダルシフトや共同配送まで

議論の枠を広げている。

　　先ずはこのパートナーシップの精神に則って、

委員がモーダルシフトについて自社で取組んでき

た経過を持ち寄り、業界でのコラボレーションが

期待できるアイデアを出し合うこととして議論を

開始。特に、バルクガス輸送のメインである酸素・

窒素ではメリットを出しにくいため、アルゴンを

ターゲットとして検討し、机上での議論以前に関

連施設へ視察の要望があり、JR貨物の見学会を

実施する予定。

　　ガス業界は、全トラック輸送の中で占める割合

も僅かであるが、各会員会社が微量でも成果を積

上げて行くと同時に、 貨物輸送へのシフトを検討

する。

　④所有者不明容器撲滅

　 容器処理ＷＧは、今年度から、高圧ガス容器特

別回収プロジェクトと合同で活動することとなっ

たが、昨年10月の特別回収月間の成果を分析し、

今後の対策を練っている。

　　回収した放置容器・不明容器約2,600本の発見

場所を調査したところ、建設や解体の現場より、

ガス業者の容器置場が多いことが判明。所有者不

明にもかかわらず、消費者の要請を断りきれず、

引き上げてきたケースが多かった。また、これら

はいずれも無償対応を余儀なくされているため、

今後は他社容器・不明容器は第三者である流通保

安協会などの公的機関の見積書を提示し、有償と

することを回収業者に周知する。全溶連・

JIMGAが一体となって消費者への容器管理教育

を徹底し､ 5 年の耐圧検査期間を経過した残ガス

容器は安全のために回収する等の措置を検討する

ことで議論を進めている｡

　　また、長期停滞容器回収推進WGと連携し、各

自治体へ容器管理指針発行の要請をバックアップ

して行く予定。

　注）技術・保安、環境・安全、国際部会の活動報

告は、技術・国際ニュースと重複している部

分が多いため、技術・国際ニュースを参照く

ださい。

　（２）中間決算収支計算書報告

  資料に基づき、事務局よりJIMGAの平成22年度上

期（ 4月 1日～ 9月30日）の総合収支予算・実績対

比が報告された。

　（３）その他の報告事項

　会員の現状、及び今後の主要日程についての報告

があった。

　JIMGA表彰規程（平成21年11月25日制定）の運用

については､当面見送りとする｡

　以上全ての決議事項、報告がなされ、16時50分審

議は終了した。
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１．今後の主要日程

２．会員の現状について

平成22年度第2回理事会・評議員合同会議 

会員の現状・今後の主要日程 
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常置部会・委員会　委員名簿 
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常置部会・委員会　委員名簿 



14産業ガスレポート .vol.24

司会　｢産業ガス業界における地

球温暖化対策への取組み｣という

タイトルでこれからお話を進めて

行きたいと思います。JIMGAで

は昨年 6月に組織改正が行われ環

境・安全部会が設置されました。

環境・安全部会が設置された背景、

これからどういう活動をして行く

のか、鏑木部会長からお話を伺い

たいと思います。

高橋さん 森さん 坂本さん 鏑木さん 勝又さん

鏑木　環境・安全部会は前の地球

温暖化対策委員会と、技術・保安

部会の中の環境関連のワーキング

を継承して発足しました。地球温

暖化対策、環境保全、化学品安全

の 3つのワーキンググループから

成り立っております。それぞれが

国の政策や規制の動向を把握しな

がら産業ガス業界としての立場か

ら意見・情報を発信し、我々の主

張を政策当局に理解して頂き、政

策に反映してもらうことが使命で

す。特に地球温暖化対策基本法案

と関連法案が通常国会で審議され

るという重要な局面を迎えており

ますので、化学産業の一員として、

また、我々の業界は電力多消費産

環境・安全部会の設置
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業でありますので、我々の産業ガ

ス業界の考え方、主張をしっかり

と発信して行くことが必要ではな

いかと考えております。あわせま

して、産業ガス業界における環境

改善、安全性向上を更に推進する

ということも求められております

ので、省エネ対策とか、化学物質

管理の強化にも力を入れて行かな

ければならないと思っておりま

す。

司会　産業ガス業界というと、酸

素、窒素、アルゴンをつくる空気

分離装置が非常にエネルギーを使

いエネルギー多消費産業だと言わ

れていますが、産業ガス業界のエ

ネルギー使用状況とCO2排出量と

いうのはどういう関係になってい

るのか、森さんからお話を伺えま

すか。

森　エネルギーの使用量について

は、空気分離装置で使われる電力

が中心になります。JIMGA全体

で年間90億kWh程度使っている

と推定しております。この量は、

日本全体の電力使用量が約 1兆

kWhですから約 1 %に相当しま

す。CO2の排出量は、私どもの場

合は電力の使用ですので、直接燃

料を使ってCO2が発生する直接排

出ということではなく、電力から

の間接的な排出ということになり

ます。電力使用のCO2換算は原子

力発電の稼働率などによって変動

しますが、現在の排出係数で計算

すると、JIMGAのCO2排出量は

330万トン位になります。

司会　わかりました。産業ガス各

社は以前から省エネルギーに積極

的に取組んでこられたと思います

が、その辺のお話を伺えますか。

森　JIMGAは例年日本化学工業

協会（日化協）を通して日本経団

連の環境自主行動計画フォローア

ップ調査に参加しています。昨年

実施した調査には、63社と多くの

会員会社に参加頂きました。エネ

ルギー原単位で、基準年である

1990年度を100として、最近は80

を切る水準に来ています。2008年

から2012年が京都議定書第1約束

期間になっており、化学業界全体

では80を達成することが努力目標

となっておりますが、JIMGAは

既にその目標を達成しておりま

す。高効率空気分離装置の導入や

操業改善によりこういうレベルに

達してきていると言えるのではな

いかと思います。

司会　ありがとうございます。そ

うしますと、空気分離装置が一番

電力を食うということですが、実

際にオンサイトカンパニー長とし

て現場を見てこられた坂本さんか

らお話を伺いたいと思います。

坂本　私のところでは、高炉向け

のオンサイトとして20数基の空気

分離装置を有し、ユーザーの需要

に合わせて操業しております。空

気分離装置は、構成機器の改善・

改良、あるいは、冷熱・夜間電力

の有効活用ということで、過去に

比べると原単位が大幅に向上して

おります。具体的には高効率圧縮

機や熱交換器、また低圧損型精留

塔等が組み込まれ、旧型のプラン

トに比べると20％以上もの省エネ

が可能になっています。

　そのような中で各社とも取組ん

でおられますが、我々としまして

も積極的に新鋭機へのリプレース

を進めております。特に高炉向け

オンサイトは大量消費型の大型プ

ラントですので、その効果は非常

に大きく、大幅な電力削減を可能

にしています。新鋭機にリプレー

スすることによって、原単位向上

のみならず、長期安定稼働が可能

になり、トラブル等による無駄な

動力も削減され、メンテナンスも

軽減され、そういった観点から省

エネだけではなく環境にもよいと

考えております。

　一方、小型のプラントも過去に

比べると、技術革新により画期的

に原単位が向上しております。液

体酸素や液体窒素をつくって全国

へ運ぶというのは大きな装置を拠

点にそこからローリで運んで行く

というのが従来の姿でしたけれど

も、小型の液体酸素・液体窒素発

生装置の効率が非常によくなり、

産業ガス業界の
エネルギー使用と
CO2排出の状況

産業ガス業界での
省エネルギーの取組み
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大型に負けない装置になったこと

により、消費地を対象に地産地消

が可能になり、輸送コストを大幅

に削減すると共に、CO2の削減に

大きく貢献しております。

　それと、オペレーションにつき

ましても、従来、夜間操業による

安い電力をうまく使うということ

はありましたが、更にユーザーの

需要を先取りして、それにあわせ

てプラントを操業して行くこと

で、無駄のない運転に取組んでお

ります。その結果、装置の性能と

あわせて大幅な省エネが達成でき

ていると思っています。

司会　ありがとうございました。

JIMGAの環境保全WGでは活動の

成果を書面に出したりしています

が、どういったことをされてきた

のか、森さんから一言お願いしま

す。

森　環境保全WGでは昨年「産業

ガス業界における地球温暖化対策

への取組み（地球温暖化対策技術・

実施例）」をまとめJIMGAのホー

ムページに掲載しました。この中

では、「製造」と「供給（輸送）」、「お

客様で使うとき」、「お客様の製品

が社会に出て使用されるとき」の

4つの視点から産業ガス業界が省

エネとCO2削減にどのように取組

み、貢献しているかまとめていま

す。

　輸送については、企画部会のグ

リーン物流WGが、タンクローリ

による製品輸送エネルギーの効率

をトレースしています。 また「高

圧ガス輸送におけるCO2排出削減

の取組み」というパンフレットを

作成し、納入スタイルや配送方法

改善による輸送効率の向上にお客

様の協力のもと取組んでいます。

最近ではモーダルシフトや共同配

送による効率改善についても調査

を始めています。

勝又　坂本さんからプラントのい

ろいろな省エネのご紹介がござい

ました。私どもも同じようなこと

をやっていますが、つけ加えさせ

て頂くと空気分離装置の省エネで

は、アルゴン収率の向上であると

か、空気分離装置の大型化による

電力消費量の削減があります。海

外、特に東南アジアの場合にはイ

ンフラができていないということ

もあり、そういったところでは坂

本さんからご紹介があったような

小型の装置による全体効率を見た

投資も進めております。ローリ輸

送については面前取引の推進とい

うことで、私どもが開発しました

LIと言っております車載型重量計

の設置による配送の燃料削減も進

めているところです。

司会　面前取引は台貫所を通さな

いで、ローリの運行距離を短くし

ようとか、いろんな形で省エネに

寄与するということですか。

勝又　はい。台貫所へ行って、計

って、おろした後に、また台貫所

に行かなければいけない。これを

面前取引にすることによって、あ

るいは、LIを使うことによってロ

ーリの動く距離を減らすことを目

的としたものです。

司会　それでは、そういった

JIMGAとしての活動の前段階と

して国の政策はどうなっているの

か。地球温暖化対策と一口で言っ

てもいろんなやり口があると思い

ますが、今政府のほうではどうい

った対策をしていて、JIMGAは

それをどうしようとしているの

か、勝又さんからご説明お願いし

ます。

勝又　国の政策、法律としては大

きく 2つの法律があります。 1つ

は省エネ法と言われる「エネルギ

ーの使用の合理化に関する法律」

です。これはオイルショックの後、

1979年に制定された法律で、これ

により事業者は省エネを推進する

ことが義務付けられています。も

う 1つの法律は温対法と言われる

「地球温暖化対策の推進に関する

地球温暖化対策の動向と
JIMGAの対応

鏑木　正
Kaburagi Tadashi

JIMGA環境・安全部会部会長
（東京ガスケミカル株式会社　代表取締役社長）



17 産業ガスレポート vol.24

法律」です。京都議定書を受けて

1998年に制定された法律です。

CO2を含む 6種のガスの排出量を

報告する制度です。両法律とも時

代によって数次の改正を経て現在

に至っています。特に2008年 5 月

の改正で、それまでは工場単位で

報告をしていたわけですが、これ

からは事業者として、企業体とし

て報告しなさい、そのためには本

社ビルのエネルギー消費も含めて

報告をし、減らして行きなさいと

いう体制に変わってきています。

　現在、議論されているところで

は、まず地球温暖化対策基本法案

があります。昨年来継続審議とな

り今通常国会にかけられていま

す。中身は2020年のCO2排出削減

目標を1990 年比25％削減すると

いうことと、環境税と言われる地

球温暖化対策税、再生可能エネル

ギー固定価格買取制度、更には国

内排出量取引制度の導入を行うと

いうことが基本法案の中に書かれ

ています。そのうちの地球温暖化

対策税につきましては、昨年末の

政府税制調査会を経て閣議決定さ

れました。2011年10月から石油石

炭税に上乗せする形で税金をと

る、これが今予算委員会にかかっ

ているわけです。

司会　なるほど。

勝又　再生可能エネルギー固定価

格買取制度は昨年来経産省の総合

資源エネルギー調査会のもとで議

論され、昨年12月に報告書案が出

されて、意見募集がありました。

JIMGAとしても意見を提出しま

した。太陽光発電に関しては家庭

の余剰電力を買い取る制度がスタ

ートし、先日新聞に出ていました

が1kWhあたり 1銭から 7銭の上

乗せ、地域によって値段が違いま

す。新しい制度は余剰に限らず太

陽光発電から出てくる電気は全量

買い取る。あるいは、太陽光に限

らず、風力であるとか、いわゆる

リニューアブルエナジーについて

の発電部分は電力会社が全量買い

取る。金額のところは若干まだ詰

まっていないようですけれども、

それが上乗せになりますと、今後

どんどん太陽光発電その他が導入

されていって、更に、あまり大量

になりますと、電力系統もいじら

なきゃいけなくなり、その安定化

対策に相当のお金がかかります。

その影響は10年後には 1 kWhあ

たり0.7から2.4円の負担増となる

と試算されています。

司会　それはコスト問題ですよ

ね。コスト問題を考えて行くと、

やっぱりガスの値上げという話も

当然出てくる可能性はありますよ

ね。

勝又　はい。こういった政策とい

うのは基本的には事業側が高いも

のを買うことになって、従って省

エネが進むだろうとか、あるいは、

売る側、供給側、太陽光発電設置

する方にはそれで利益が出るの

で、更に新エネルギーの導入が進

むであろうということが理屈では

あるのです。けれども、実経済と

いうのはそううまく行かないわけ

で、供給者であるところの、例え

ば、産業ガス業界が本当にもつの

か。供給できなくなってしまうと

いうことになったら、それは元も

子もないわけです。ですから、そ

の辺きちっとわかってやって頂け

るのか、あるいは、その辺の状況

を私どもJIMGAとしては正しく

訴えていって適正なところに落と

して行かなければならないと思う

訳です。ユーザーにしてみれば、

高いガスを買ってできた商品で海

外の企業と勝負ができるのかとい

うことになりますので、これはた

だ産業ガス業界だけの話ではなく

て日本全体の産業の問題だろうと

考えるわけでございます。

司会　産業ガスの場合はもうほと

んど国内産業ですから、ほとんど

のガスは国内で使っている。した

がって、国内のガスが上がれば、

それだけ製品に、物をつくる企業

高橋　義郎
Takahashi Yoshiro

ガスメディア社編集長
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に対するインパクトも大きくなっ

て行く。で、国際競争力が失われ

て行くという意味ですね。

勝又　そうです。そういう積み重

ねで更に言えば、国内で今つくっ

ている電気製品にしても自動車に

しても、いつまで国内で生産を続

けられるのか。産業ガスが上がっ

たぐらいでは変わらないとは思い

ますが、一事が万事そういうこと

だろうと考えています。

司会　その辺はやっぱりメーカー

だけじゃなく、ガスを販売する販

売店の方にも共通認識を持っても

らって、これからみんなで対策を

考えて行こうと、JIMGAがそう

いう情報を提供するということで

すよね。

勝又　はい。いろんな情報が錯綜

していますので、やはり協会とし

て幅広く情報をキャッチする。政

府ばかりではなくてお客さんから

の情報もあろうと思いますし、海

外の情報というのも非常に大事だ

と思っています。この辺をどうや

って、情報をキャッチして、また

関係の方々に発信して行くかとい

うことが大事だろうと思っていま

す。

司会　JIMGAでもこれまでに地

球温暖化対策基本法案に対して、

他の産業、鉄鋼とか、電力とか、

共同で反対意見広告を発表してい

ましたけども、これからはどんな

ことを考えているのですか。

勝又　昨年 2月に地球温暖化対策

基本法案に対して鉄鋼、電力、化

学など産業 9団体が共同で反対の

意見広告を発表し、JIMGAも化

学産業の一員として、本意見広告

に参加しました。

　今後につきましては、日本経団

連が2013年以降の次期行動計画と

して「低炭素社会実行計画」を発表

しています。いわゆる業種毎の

BAT（Best Available Technologies

／最先端技術）をみんなが導入し

て、CO2排出量を減らす最大限の

努力をして、目標を立て、目標を

達成できなかった場合にどうやっ

て担保して行くかも含めて産業界

として約束していこうとの内容で

す。逆に言うと、そこまでしかで

きませんということにもつながる

んですけれども、その残りの部分

は民生部門とか、他の部門も頑張

ってくださいということになろう

かと思いますが、そういったこと

で経団連がコンセプトを出してい

ます。私どもは日化協の一員とし

て、先ほど森さんからご紹介がご

ざいました2008年～2012年度の平

均で1990 年比20％削減という目

標に向けて個別の企業ごとに、一

部企業はJIMGAを窓口に参加し

て き た わ け で す が、今後は

JIMGAとして、一体としてこの

活動に参加して行こうかという議

論をしているところです。

司会　JIMGAとしてはこの環境・

安全部会が大事な要になっている

と思うのですけど、部会長、これ

からどういったことをされようと

考えているのですか。

鏑木　今勝又さんがおっしゃっ

た、いろいろな国の動きをよくウ

ォッチしながら、我々としての主

張なり意見なりをきっちり政策に

反映できるようにやって行かない

と、先ほどおっしゃったように、

国際競争力に直結しますので。今

は 1銭とか、 7銭位でしたっけ？

勝又　はい。上乗せする部分です

ね。

鏑木　ところが、最終的にドイツ

の例を見ても、ほんとに数円台に

なってきたらとてもじゃないです

けど、電気はすべて買って事業運

営をするというのは成り立たなく

なりますので、買うばかりではな

くて我々としても電気をつくって

行くと。さっき坂本さんがセパレ

ートガスの地産地消とおっしゃっ

たのですけど、エネルギーの地産

地消まで踏み込まないと事業その

ものが厳しいのかなと思います。

　ご紹介しますと、2020年、2030

年を目標にスマートエネルギーネ

ットワーク構想というのを準備し

ています。一定地域内の事業者さ

んが集まって、そこに太陽光発電、

太陽熱温水、風力でもいいです、

いわゆる再生可能エネルギーを目

一杯つけます。そこに燃料電池を

中心としたコジェネレーションを

置き、これで電気を起こし、熱を

有効に使うシステムとする。過不

足が生じたときにはある一定地域

エネルギーの地産地消
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の中でお互い融通し合う。そうす

ると負荷平準化にもなりますし、

高稼働率にもなり、エネルギーの

地産地消になる。ある地域の中に

混然一体としたエネルギーの消費

と生産を行うというシステムです

ね。

司会　その中に蓄電というのか、

電気を貯めておく何か良いものが

欲しいですね。

鏑木　おっしゃる通りですね。高

性能の蓄電池がこれからできるで

しょうから、余ったときにはそこ

に貯めておくともっと効率がよく

なると思います。そういうことに

よって先ほど坂本さんがおっしゃ

った空気分離装置も動かす、そう

いう方向でやって行きたいと思い

ます。燃料電池のSOFCとPEFC

を組み合わせた「燃料電池コプロ

ダクションシステム」は、昨年、

東京工業大学と東京ガスと東京ガ

スケミカルで実証試験をやったの

ですが、なんと発電効率60%です。

（注　SOFC:Solid Oxide Fuel Cell

／固体酸化物型燃料電池、PEFC: 

Polymer Electrolyte Fuel Cell／

固体高分子型燃料電池、燃料電池

コプロダクションシステム：異種

の燃料電池の組み合わせにより、

高効率の電気と温水を併産するシ

ステム）

司会　すごいな。

鏑木　発電だけでですよ。廃熱を

使ったら、もう85%は優に行きま

すので、これをスマートエネルギ

ーネットワークの中心に置いて、

あとは太陽光、太陽熱、風力、あ

るいは、ごみ清掃工場の未利用エ

ネルギーでも何でもいいのです。

そういったものを全部使って足り

ないときは融通し合う。これが究

極の省エネのシステムだと思いま

す。

司会　電線が短ければ短いほどい

いですよね。長くなればなるほど

ロスが大きくなる。

鏑木　そうです。柏木孝夫東工大

教授を中心にした国の検討会でこ

のスマートエネルギーネットワー

ク構想を研究しています。10年後、

20年後を目指していますので、勝

又さんがおっしゃった2020年と

か、30年、ちょうどいいタイミン

グになろうかと思います。我々も

それを常にウォッチしながら取り

入れるべくやって行きたいと思い

ます。

司会　国内でもそういう新しい動

きが出ているようですけど、昨年

ですか、JIMGAでヨーロッパの

方へ環境問題で調査に行きました

ね。その結果はどうでしたか？

坂本　昨年 2月、森さんとご一緒

にパリの方に行きまして、EIGA

（European Industr ia l  Gase 

Association／欧州の産業ガス団

体）の地球温暖化タスクフォース

のメンバーとの意見交換というこ

とと、あわせてブリュッセルの

EU委員会環境総局も訪問し、い

ろいろお話を聞いてきました。ヨ

ーロッパでは排出量取引制度の改

正に伴う制度設計が議論の中心で

す。それと、国際競争にさらされ

る産業に対する免除や補てんにつ

いてかなりきめの細かい議論がな

されていると感じました。EIGA

も何度もポジションペーパーを発

行し意見を提出し政策に反映させ

たとのお話がありました。あわせ

て産業ガスのエネルギー効率のベ

ンチマークの策定に入っていると

いうことで、どのような策定の仕

方をされるか、何を基準にするか

とかいうのは非常に興味がありま

すので、これから調査したいと思

っています。

司会　アメリカの方はどうです

か。

森　一昨年からアメリカでも議会

で気候変動エネルギー法案が審議

されておりましたので、その過程

でCGA（Comp r e s s e d  G a s  

Association／北米の産業ガス団

体）は議会への働きかけをやって

おられました。アメリカ議会のほ

うは、先般、中間選挙があって現

在は議論がとまっている感じです

が、そこに至る過程では産業ガス

業界もいわゆるロビー活動を熱心

にやっておられたようです。

司会　エネルギー問題を考えて行

くと、やっぱりコストの問題にな

海外産業ガス業界の
取組み　　　　　　

データに基づく情報発信
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ると思うのです。JIMGAとして

そのコスト問題をどういうふうに

して考えて行くのか、あるいはそ

のPRの仕方ですね、その辺は何

かいい知恵はないですか。森さん

の方で何かPRの仕方とか、そう

いうのはいかがですか。

森　私どもとしてはある程度デー

タに基づいて発言して行く必要が

あるということで、先ほどご説明

しました環境自主行動計画フォロ

ーアップ調査の結果など、こうい

った努力をしている取組みを皆さ

んに理解して頂くとか、あるいは、

こういう制度が導入されると、電

力をたくさん使う産業は非常にコ

ストに影響があるのだとかいうこ

とをしっかり発信して行くことが

必要かなと思ってやっています。

勝又　森さんが今おっしゃったよ

うに、データに基づいて議論して

行かないと、お願いをするにして

も主張するにしても迫力に欠ける

ということで、例えば、先ほどご

紹介したBAT、要するに、一番

いい技術はどんなものがあって、

それが国内で使われているのかと

か、実際にどの程度よくなくなっ

てきて、今後よくなる余地がある

のかないのかとか、そういったこ

とをきちっとJIMGAとしても調

査をしたほうがいいのではないか

ということで、環境保全WGの方

で調査していますよね。

森　環境保全WGでは2020年に向

けて産業ガス業界のエネルギー削

減の可能性は一体どの程度あるの

か、空気分離装置の技術はどうな

のか、新しい開発テーマで何か一

緒にやれるものはないだろうかと

か、調査を始めているところです。

司会　ちょっと気になるのは、省

エネの先駆けということになる

と、LNG冷熱を利用した空気分

離装置が昭和40年代から始まっ

て、大体50年代で終わっています

よね。あれはよかったのですか。

鏑木　あれはあれで電気の使用量

は半減しますし、元々持っている

－162℃の冷熱でほとんど海水に

捨てていたものですからこれは有

効に使うべきでしょう。ただ、使

えるところが限られますので、海

辺のLNG工場の隣しかできませ

んので、あまねくというわけには

行かないでしょう。ただ、これか

らも使って行くべきシステムだと

思います。

司会　空気分離装置をつくるメー

カーがかつてはいろいろあったけ

ども、最近はもう限られてきてい

ますよね。しかも、ほとんどガス

メーカーです。その辺でもう少し

お互い仲良くやって、いいものを

つくるという発想はどうなんです

か。

坂本　あると思います。空気分離

装置をつくるための機器というの

はどこのメーカーもほぼ同じよう

なところから購入していると思い

ます。性能もほぼ同じようなとこ

ろになっている。従って空気分離

装置をもっと画期的なものにする

には、もう少し大きな仕組みの中

で物を考えて行かないと、各社が

競争するというのもありますけ

ど、共同研究するというのも十分

あるのではないかと思います。

司会　そうですね。

坂本　装置を運転・管理している

ところから見てみましても省エネ

というのは永遠のテーマで、これ

からも続けて行かなければと思っ

ています。

　空気分離装置は空気を分離し

て、酸素、窒素ができるのですが、

その製品を全部使っているのかと

いうとそうではありません。酸素

を採って一部の窒素は使っている

けど、残りの窒素は装置の中で冷

熱を回収していますが、結果的に

は大気に捨てているという大きな

無駄があります。それをうまく使

うには、現状のユーザーとの需給

新しい発想での取組み

勝又　宏
Katsumata Hiroshi

JIMGA環境・安全部会副部会長地球温暖化対策WG長
（大陽日酸株式会社　常務執行役員技術本部副本部長）
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バランスだけではなく、その地域

全体のバランスに目を向けた、そ

ういうところを考えた運営の仕方

ですかね。

勝又　一つ一つ細かいところを積

み重ねて省エネを進めてきたわけ

ですけれども、そういう種も少な

いだろう、画期的なものというの

はなかなかないかもしれない。そ

のときに、自分だけで悩むという

ことでは次のアイデアが出てこな

いのかなと思います。先ほど私は

地球温暖化対策税の活用を申し

上げました。これらの使い方と

していわゆる省エネの補助金で

あるとか、研究開発の補助金や、

委託費などが拡充して行くと思い

ます。そういうときに企業として

というよりもある程度業界とし

て、JIMGAとしていいアイデア、

いいテーマを見つけて、そういう

ものを積極的に活用して行く。も

う 1つは縦の協力、要は、お客様

との関係でやはり同じようなこと

ができないか。

　コンビナートも石油と石油化学

だけでやってきたのを、都市ガス

や電力、産業ガス、鉄鋼等が協力

して、捨てられているエネルギ

ー、物質を、今までは資本の壁と

か、企業の壁で融通できなかった

ものも、全体最適解を見つけるた

めにこっちでは譲って、あっちで

やろうとか、そういうことも含め

て議論していかなければいけない

と言われ始めています。産業ガス

業界も同様のことができるのだと

いう意味で、とにかく大きく同業、

縦、地域、いろいろな形で、手を

組むというのでしょうか、話をし

て次のステップ、次の技術、次の

ビジネスというものを考えて行く

必要があるだろうと思います。

司会　そういう環境問題の中で

1つ大きな壁になっているのは高

圧ガス保安法じゃないかと思うの

です。 1つの材料から全部規制さ

れていると。新しいことをしよう

にもなかなかそれがステップアッ

プできないというジレンマがある

と思うのです。

森　そうですね。JIMGAでも国

際整合化に力を入れておりまし

て、EIGAやCGAとコンタクトを

密にしております。先ほど省エネ

の話なんかでも国際比較を通して

という議論もございますので、国

際的な整合化という意味で見たと

き日本のいろんな制度に課題があ

れば、それに対して発言して行く

ということは当然必要だと思う

し、それこそJIMGAの役割でな

いかと思っています。

　

司会　それと、先程勝又さんから

もお話がありましたけれども、配

送・輸送関係ですね。ローリ、あ

るいは、バラ瓶のトラック。これ

をもう少し少なくして行く活動が

必要と思うのですけども、ローリ

の面前取引ですか、まだそんなに

進んでいないと思うのですけど

も、これからどうやったら進んで

行くのでしょうか。

勝又　基本的にはお客様のご理解

をいただくということが大事だと

思うんです。面前取引の場合はお

客様に立ち会ってくださいという

お願いをするわけですが、なかな

かそうならない。お客様にご理解

頂かないとできないことというの

はいっぱいあるわけです。ローリ

の大型化だとか、LIをつけるとか、

そのほか、残量がちゃんと配送の

ほうに瞬時に届くようなシステム

にしても、お客様が「わかった。

それでやってくれ」と言ってくだ

さらないとなかなか進まないわけ

で、その辺はやはり協会の広報と

いうか、皆様への情報発信、お願

いの仕方、その辺が大事だろうと

思います。

司会　そういう中で言葉というも

のが大事だと思うのです。エコ減

税とか、エコ何とかというのは大

はやりですよね。それじゃ「エコ

配送はないのか？」ということに

なるわけです。この業界でこれが

エコ配送だよというのをつくっ

て、それで、ユーザーさんに全部

知らしめて、地球温暖化対策とし

て産業ガス業界はエコ配送をやり

ます、皆さん協力してくださいと、

そういう言葉の使い方をもう少し

やったらいいのではと思うのです

けど。

鏑木　配送でいいますと、これか

ら商用車は電気自動車になると思

います。電気自動車ではどうして

エコ配送の取組み
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もだめなのはトラック、バスです。

現在我々の業界もすべてディーゼ

ルローリですよね。これをCNG

ローリに変えて行くとものすごく

炭酸ガスが減る、それから、NOx

が 9割減り、ばいじんはゼロにな

ります。それにCNGのほうがデ

ィーゼルの軽油よりも安いので

す。これが 2割か 3割安くなり

ますから、もう少しCNGローリ

車を考えて行くべきではないかな

と思います。大体行き先が決ま

っていれば、CNG自動車にした

ほうが、間違いなく燃料転換だけ

でもすごく環境性がよくなりま

す。イニシャルコストの問題もあ

りますので、それこそ環境税の一

部を支援に使ってもらえるように

して頂くといいと思うのですけど

ね。

司会　それから、地球温暖化とい

うと必ず出てくるのが炭酸ガス、

それを販売しているのは我々の業

界だということになると、最後の

テーマとして、地球温暖化の中で

炭酸ガスというものをどういうふ

うに商売として見て行くのかとい

う問題が残ると思うのですけど

も、この辺はどうですか。

坂本　CO2を排出してということ

はないのですね。排出されたもの

を我々は回収して、それで商売さ

せて頂いているということなの

で、炭酸ガスをどんどん増やして

いるということではないのです。

ただ、回収技術というのがあるの

で、それを今度社会に貢献できる

ような形はないかなというのがあ

ると思うのです。例えば、製鉄所

と組むとか、どこかと組んで排出

しているのを回収して、それを再

利用することを考える余地はある

かなと思います。

司会　一般の人にはなかなかその

辺が伝わらないですよね。炭酸ガ

スを売っている会社じゃないか、

けしからんという、単純に言うと

そうなっちゃうわけです。それに

対して産業ガス業界はどう答える

のか、ちゃんとした答えがあるの

かどうかということですね。

勝又　私どもが商売にしている炭

酸ガスの量と世の中で今CO2と言

っている話の炭酸ガスの量は桁違

いの話なので、確かにおっしゃる

ように、悪者みたいに、「何を扱

っているんだ、お前ら」と言われ

るのもおかしな話なのですが、た

だ、大問題となっている地球温暖

化のCO2に対し、別の貢献の仕方

があるだろうと思います。CCSと

いう地中に戻す方法や、バイオマ

ス、温室をCO2リッチな状況にし

て作物をつくるということも、こ

れでCO2問題が解決するわけでは

ないですけれども、ガスのことを

知っている企業としていろいろな

扱いについてPRしつつやって行

くのは大事なのかなと思います。

司会　やはりPRは大事ですよね。

環境・安全部会でも炭酸ガスをど

ういうふうに、上手にPRしてい

くかということが 1つのテーマじ

ゃないですか。あとまだ何か言い

足りないことがありましたら、ご

発言をお願いしたいと思います。

鏑木　私たちの産業ガスというの

は製造プロセスにおいては欠くべ

からざる資材でありますので、こ

れからも安定的に低価格でという

供給責任は十分果たして行かなけ

ればならないと思いますけど、最

近の円高傾向をきらって、海外に

お客様である工場が出て行ってし

まうというところがあり、今すご

く危惧しております。日本の成長

や雇用を考えた場合やはり国内で

きっちりと生産できる体制をつく

ってもらわなきゃいけないのです

けども、残念ながら日本の政府の

坂本　公昭
Sakamoto Kimiaki

JIMGA環境・安全部会副部会長
（エア・ウォーター株式会社常務執行役員オンサイトカンパニー長）

「炭酸ガス」を売る
業界として
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今までの産業界に対する税制上の

支援であるとか、政策上のバック

アップ体制というのは、諸外国に

比べて弱すぎますね。また、環境

に関しても、厳し過ぎる環境政策

によって企業の国際競争力をそぐ

ような政策は断固我々としては阻

止すべきであろうと思います。

　それに先ほどから勝又さん、坂

本さんからのお話にもありますよ

うに、個々の省エネ化、高効率化

は、それはそれでもっとやって頂

くというのは大事ですけど、最終

的にはもっと地域単位の水平的な

取組みをうまく組み合わせる。つ

まり、ある地域の中で再生可能エ

ネルギー、コジェネ、未利用エネ

ルギーでエネルギーの地産地消を

図ると。地域の中における助け合

いといいますか、熱と電気の融通

し合いというのを、面的利用とも

いうのですけど、これをやって行

くと更に一段の省エネになりま

す。たまたま我々の業界の工場と

いうのは意外と市街地にあります

ので、かなりこのコンセプトにぴ

ったりはまるところがありますよ

ね。そういう意味ではこのスマー

トエネルギーネットワーク、スマ

ートコミュニティーの中にぜひ積

極果敢に入って行くべきではない

かという感じがいたします。それ

によって更に省エネが進むと思い

ます。

司会　この話を各社の経営陣に聞

かせたいですね。今の部会長のお

話で大体まとめだと思うのですけ

ど、何か森さんの方からあります

か。

森　今日のお話で幾つかそういう

新しい取組みのお話がございまし

たので、それを事務局として何と

か形に、一歩進められるように、

国はお金をそういうところに使お

うと盛んに言っているわけですか

ら、ぜひそれを具体的に進められ

るように努力して行きたいと思い

ます。

司会　では、以上をもちまして今

日の座談会は終了したいと思いま

す。どうもありがとうございまし

た。

森　和博
Mori Kazuhiro

JIMGA常務執行役員
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　 1年前までは､私にとってゴルフは全く遠い

存在だった。

　その私が、 昨年 1月の或土曜日の昼下がり

に、スーパーストアが同居するビルの 4階の門

を、恐る恐る「ゴルフレッスンを受けたいので

すが」と叩いたのは、ガラス窓越しに見える室

内のゲージの中で、晴れやかなゴルフウエアを

着こなした女性ゴルファー数人が、音を響かせ

てボールをネットめがけて華麗に打っている姿

に魅せられての衝動では勿論ない。

　昨年、ガス事業に身を置くことになった時か

ら、私とゴルフとの運命の関わりが始まる。

　昭和炭酸の社長に就任するにあたって、先輩

諸氏から「ガス業界で仕事をして行くにはゴル

フは必須科目だ・・・・」と言われた。今迄も

ゴルフを勧める話はあったが、「腰を痛めてい

る」等々と逃げて来たが、“今回は覚悟を決め

なければならないかな？”と心に染み付いてい

た思いが、背中を押したような気がする。

　フロントの人は、躊躇っている私の表情を読

んだのか、「初心者の方ですか」と直ぐ聞いて

きた。「腰痛持ちだがこの歳でゴルフを始めよ

うと思っているのだが」と何時でも逃げられる

理屈を付けて話を切り出した。

　システム、料金等の説明の後、男性インスト

ラクター 2名の紹介を受けた。若い人を避け、

“60歳からの手習い”に相応しいゴルフの有り

様を教わった方が良いと思い、年配のインスト

ラクターにお願いすることにした。結果的にこ

60 歳超えてからの手習い

の選択肢が正しかったようだ。

　「それでは早速始めましょう」と言うことに

なり、備え付けのクラブからドライバーと7Iを

選んでくれた。そして先程のスポーツウーマン

の美女達が打っているゲージに案内しようとし

た。楽しく練習をしてもらおうとのインストラ

クターの親心だったのかもしれない。しかし、

当方全くの初心者で、しかも男の色気だけはま

だ少し持っている身としては、戸惑い、足が前

に進まない。グズグズ、モジモジしていると、

振り上げた女性の手のピンク色の洒落た手袋が

目に入った。「手袋が必要なのですか」と聞いた。

ここでインストラクターは初めて、全くゴルフ

をしたことが無い人が来たことを悟った様だっ

た。フロントで手袋を早速買い求め、今度は、

奥の隔離された初心者用のゲージに案内してく

れた。よくぞ気がついてくれた。　

　次の試練は、いきなり打ってみろと言うでは

ないか。テレビ観戦で会得していたプロのスウ

ィング宜しくドライバーを打った。しかし、ボ

ールは元の位置。  思い切りマットを叩いたの

で、やけに腰に響いたことだけは覚えている。

女性群のいた最初の場所でレッスンを受けなく

て良かった。

　スタートから波乱含みのゴルフレッスンだっ

た。教える方も骨の折れる生徒と思っていたと

同情するが、こちらも上達が見えず何とも面白

くない。しかし、先輩諸氏の「ガス業界で交わ

りを持って行くにはゴルフは必須・・・・」の

言葉が耳に残り手抜きは出来ない。練習成果は

JIMGA理事　髙松  久雄 
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ともあれ、“現場で実感覚を身に付けた方が早

い”との勧めもあり、 4月にゴルフコースに出

ることにし、インストラクターに告げた。練習

にも真剣さが増し、自前のゴルフセットも手に

入れ、ドライバーと 3W、 7 I、 5 I、 9 I、Aで

のレッスンも始まった。「力が入り過ぎている」

「ボールを見てない」「脇が開いている」「クラ

ブフェースの向きが違う」「ボールの位置が違

う」等々と、叱咤激励の怒声の下で、“何で此

の年になって・・・・”と恨めしく思いつつの

心身鍛錬の連続であった。

　 4月のコース初デビューの話はご想像にお任

せするが、空振りやチョロ、制御不能のボール

の方向性やらで、室内レッスン場で多少高くな

っていた私の鼻が完全に圧し折られた事は確か

であった。インストラクターは、ゴルフが厭に

ならないように引き止める為「始めは誰でも同

じですよ、何事も経験、経験・・・」と慰めて

くれた。

　ゴルフの練習を始めて1年余り、コースデビ

ューをして10ヶ月余りを過ぎシーズン２年目を

迎えている。幸いゴルフバッグに埃が積もって

いる状態ではなく、寧ろ次回のゴルフを“苦し

みの中の楽しみ”と言ったサドマゾの気持ちで

待ち望むようになっている。

　 2年目のシーズンを迎

えるに当たって、自分のゴ

ルフへの目標を定めて置

く必要もあると思い整理

をしてみた。

　先輩から「我々の仲間に

“猛獣の会”と言うのがあ

る。猛獣とは、“もう10”、

即ち“百十の王ライオンよ

り更にもう10多い”と言う意味で120以上を打

くゴルフ仲間の会だ」と言う話を聞いた事があ

る。

　私は、先ずは“猛獣の会”からの卒業に視点

を置いている。昨年末、インストラクターの粘

り強い指導と“実現場での訓練”で一緒させて

いただいた我慢強い方々の支援、更には幸運に

も恵まれて、“ 9ホールでのエイジシュート”

は何とか達成出来た。猛獣の会からの卒業は射

程距離内に入っていると自惚れている。

　次は、 “ライオンの会”からの卒業、 そして

“除夜の鐘の会”からの卒業、 更には“白寿の会”

等々、ゴルフには次々と目標にすべきハードル

があるようだが、時間は幾ら掛かっても良い、

一つずつクリアして行きたいと密かな闘志を燃

やしている。

　ガス事業界に身を置く者として、ゴルフの成

長を通して心身共に自分を磨き、業界の皆様と

のお付き合いの輪も広げて行ければとの希望を

持っている。

（昭和炭酸㈱代表取締役社長）
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技術・国際ニュース 

Ⅰ. 技術・保安部会

容器技術　WG

　今年度は、ガス容器（シリンダー）の使用に関する

ISO要求事項を検討する委員会ISO/TC58/SC4への

対応、そしてJIMGA自主基準作成に取組みました。

　容器に関するISO規格対応では、既存規格の改訂

や定期確認案件を12件検討し、所管する高圧ガス保

安協会に日本の回答原案を提出しました。

　特にISO21007-2は容器RFタグの運用に関する規

格で改訂案件のため、JIMGAのRFタグ推進に支障

を来さぬよう調整している最中です。

　またISO/TC58/SC4が担当するISO規格業務の進

捗と今後の計画を審議する年次会議が本年 3月 3・

4日にドイツのベルリンで開催されるため、当WG

から日本代表として出席します。

　JIMGA自主基準作成については、昨年度から取組

んできた「安全な容器弁の取外し指針」について検

討結果を取りまとめて、11月にJIMGA基準（JIMGA-

T-S/66/10）として制定しました。是非、会員皆様

のご利用をお願いします。

超低温貯槽　ＷＧ

　平成22年度、当WGは下記の事項について重点的

に活動しました。

１． 「ねじはめ輪」破損によるLN2噴出事故対策

　昨年度まとめた恒久対策について、ねじ部焼付き

状況の検証を完了させ「JIMGA安全ニュースNo.3 

Part3」としてまとめ、技術審議委員会に上程後承

認され本対策は完了しました。

2．ISO/TC220（超低温貯槽）への参画

　従来のＯメンバーからＰメンバーへの移行のため

の活動を継続しました。また、TC220国際会議にも

積極的に参加し情報の収集･発信に努めました。

3．規制改革要望の抽出･実現

　超低温容器の再検査（気密試験）に関する使用ガス

の緩和、容器製造時の膨張測定試験の廃止、容器製

作用鋼板の表裏区別の廃止についての規制改革要望

案を策定し、規制改革WGに提出しました。

4．自主基準の作成

　ローリチャージ用フレキシブルホースの定期検査

に関する自主基準についてその検討を開始しまし

た。当WGは上記 2及び 4の事項につきまして、今

年度以降も積極的に活動を継続して行きます。

5．JIMGAセミナー

　｢CE日常巡回点検記録表の記載要領｣について

東北、関東、近畿地域本部でセミナーが開催され、

当WGより技術説明を行ないました。今後も他の地

域本部で継続して実施します。

充てん技術　ＷＧ

　今年度は、「充てん工場の地震対策指針」の策定

に取組んできました。過去に体験した地震時におけ

る充てん工場での被害状況及びメンバー各社で実施

している地震対策等を、できる限り写真を引用して

解説し、地震の被害を最小限に食い止める方策例を

示しました。さらに地震発生時の行動指針や充てん

作業再開のためのチェックリスト例も紹介しました

ので、各社で地震対策をまとめる際にご活用くださ

い。またこの内容に関しましては、来年度以降、各

地域本部の講習会で説明する予定です。

　一方、WGメンバーのスキルアップを目的として、

昨年12月にガス充てん会社である東海ガスユナイテ

ッド㈱様、及び、継ぎ目なし容器等の再検査専門会

社である日東高圧㈱様他の見学会を実施しました。

来年度以降の具体的な取組みにつきましては現在検

討中です。

保安対策　ＷＧ

　本年度から、高圧ガス製造設備に係わる「検査指

針」の策定に着手しました。その第 1弾として、汎

用性の高い液化酸素、液化窒素、液化アルゴンの

CEをターゲットに、法定要件は勿論のこと、自主

技術・国際ニュース 
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保安要素を加味した「検査指針」（検査項目の特定、

検査方法、判定基準、検査周期等）を 2～ 3年後を

目途に策定する予定です。

　また、既に作成した指針類（高圧ガスハンドブッ

ク、高圧ガス販売事業所自己診断指針、高圧ガスロ

ーリ乗務員保安指針）の内容充実（含む、改定版の検

討）に努めると共に、JIMGA地域本部主催の上記指

針講習会への講師派遣も実施しています。

　　

　（高圧ガスローリのセミナーで使用されているテキスト）

教育研修　ＷＧ

1．安全DVD　第 2弾【酸素編※】　　　　　

　平成21年度に作成した安全DVD【酸欠編】に続き、

今年度は【酸素編】を作成。JIMGA定期総会で内

容紹介後、7月には会員各社に無償で配布しました。

教育研修WGで作成した安全DVDは、各地で開催し

ている産業ガス保安セミナーでも教材として活用さ

れています。

　※　内容：酸素の歴史・用途・性質、災害統計、

酸素による事故事例と安全対策等

2．Webを活用した教育（e-ラーニング）検討

　平成22年度は教育用教材としてe-ラーニングの作

成を計画しました。会員企業の関係者向けの教育用

だけでなく、JIMGAホームページに掲載し、一般

ユーザーにも産業ガスの基礎知識の習得や危険性、

取扱い方法について知ってもらうことを目的にして

います。内容は「高圧ガスハンドブック」の基礎知

識部分を中心に、安全に関する注意事項、事故事例

等を盛り込んだもので検討を進めています。

安全統計　WG

１． JIMGA安全ニュースNo.5

　近年、高圧ガス災害事故の原因別分析では、劣化・

腐食による事故が最も多く発生しています。また、

現象別区分による事故件数の最も多い現象は「噴出

漏えい」に係る事故です。当ＷＧでは、「漏えい」

事象を細分化し、CE、ローリー、容器について、

原因別、部位別、事象別に詳細な分析を行ないまし

た。

　この安全ニュース「高圧ガス関係事故の推移と傾

向」を、災害の再発防止の資料及び教育資料にご活

用ください。

２． 労働災害統計調査

　平成21年の会員企業の労働災害について、207社

から回答を頂き、 9月に報告しました。度数率・強

度率ともこの数年で最も低い水準となりました。「災

害の概要」欄を設け事故情報を充実させました。平

成22年の労働災害統計調査にもご回答・ご協力をお

願いします。

３． 事故情報の収集

　事故情報の共有化と再発防止のために、会員の皆

様からの積極的な事故情報提供を、引続きお願いし

ます。

ヘリウム技術　WG

　液化ヘリウムの国内海上輸送に関し、関係先との

折衝経緯について内容整理した上で文書化し、「液

化ヘリウム輸送容器の取り扱いについて－IMDGコ

ード改正に伴う対応経緯」として取りまとめました。

液化ヘリウム容器（デュワー）の安全確認（自主点検）

について、現状の実態調査を基にデュワーの自主点

検の基準作りを進めており、今後、内容をさらに精

査し、課題分析を行った上で、自主点検基準マニュ

アルを検討します。
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　ヘリウムガスおよび液化ヘリウムのMSDSの記載

内容をWG内で精査し、数値の整合性、文言整理を

行い、改訂版として整備し、JIMGAホームページ

会員専用ページに掲載しました。

　バンドルの安全対策については、ヘリウムに留ま

らず、多岐のガスに当てはまることから関連WGと

も連携を取りながら実施します。

Ⅱ．環境・安全部会

　昨年 6月の組織改正により新たに「環境・安全部

会」が発足しました。環境・安全部会は地球温暖化

対策、環境保全、化学品安全の三つのＷＧからなり、

政策や規制の動きに対応し産業ガス業界として環境

への取組みを強化することを部会の課題としていま

す。

地球温暖化対策　ＷＧ

　地球温暖化対策基本法とその中の主要 3施策（地

球温暖化対策税、再生可能エネルギー全量買取制度、

国内排出量取引）について、政府・審議会での議論

の動向をフォローし、産業ガス業界として意見・要

望を提出してきました。

　地球温暖化対策基本法は、現在国会で継続審議と

なっていますが、2020年に1990年比でCO2を25%削

減するという中期目標について、実現可能性や国際

的公平性の観点から、産業界の一員として意見表明

しました。

　地球温暖化対策税（環境税）については、昨年12月

に政府税制調査会の「平成23年度税制大綱」が発表

され、「地球温暖化対策のための税」として石油石

炭税の課税強化が織り込まれ本年10月から課税され

ることになりました。

　再生可能エネルギーの買取制度については、昨年

末に買取制度小委員会報告書が出され意見公募が行

われました。買取費用を電気料金に上乗せするため、

産業ガス業界は大きな負担を強いられることから、

電力多消費産業への軽減措置を要望し意見を提出し

ました。

環境保全　WG

　産業ガス業界特有の環境影響を検討するための

JIMGA指針をEIGAで発行されている環境マネジメ

ント指針を参考に作成・発行してきました。本年度

は平成18年に発行した「ガスの廃棄指針」を改訂し、

JIMGAホームページに掲載しました。

　地球温暖化抑制に関して国内では日本経団連が

2013年以降の次期行動計画として「低炭素社会実行

計画」を発表し、日本化学工業協会（日化協）も参加

を決定し、従来のエネルギー原単位ではなくCO2 排

出総量での目標設定を行います。JIMGA一体で日

化協の枠組みに参加することで進めています。

　「低炭素社会実行計画」を実現するために産業ガ

ス業界の実施例を「JIMGAの地球温暖化対策技術・

実施例」にまとめ、JIMGAホームページに掲載し

ました。

　産業ガス業界の省エネルギーへの取組みとして

「ガス酸素・窒素」「液化酸素・窒素」「液化アルゴン」

の3種類の他に「液化炭酸ガス」を加え、実績管理

をして行きます。また液輸送エネルギーも加えてカ

ーボンフットプリント、LCIデータの基本的な考え

方をまとめて行きます。

化学品安全　WG

　「産業ガスの分類・表示およびMSDSガイドブッ

ク」の作成を行いJIMGAホームページに掲載しま

した。このガイドブックでは、GHSの解説、GHSに

よる産業ガスの分類、GHS対応MSDSやラベルの作

成に関して判り易く説明しています。特に物理化学

的危険性について、高圧ガス保安法や危険物輸送規

則との関係に留意し、定義や判定基準について解説

しています。

　GHS対応のMSDSおよびラベルの普及啓蒙活動

の推進として昨年 6月のJIMGAシンポジウムにて

「GHSに対応した産業ガスのMSDSおよびラベルの

作成」の題で発表を行いました。2011年度では、健

康有害性や混合ガスの情報を充実させた改訂版の作

成を行う予定です。
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　2011年 4 月施行の改正化審法（化学物質審査規制

法）において、既存化学物質を含む全ての化学物質

を年 1トン以上製造・輸入する事業者に届出が義務

付けられました。化学品安全WGでは届出不要物質・

用途分類・排出係数などについて産業ガス業界の要

望を取りまとめ、（独）製品評価技術基盤機構（NITE）

に提出しました。

炭酸ガス技術　WG

　分科会廃止後の新たな活動組織として、昨年 7月

に関係企業22社の技術・保安に係わる技術関係者の

みの構成で全体会議（第 1回炭酸ガス技術ＷＧ会議）

を開催、平成22年度活動計画を決定し、新たに出発

しました。ＷＧ定例会議委員は従来の 5社から 8社

に増員して活動を展開しています。

　主たる活動は規程類等の標準化や、JIMGAの部

会／WGに参画し、規制改革要望、技術貢献等会員

各社の情報共有化です。

　液化炭酸ガス容器のGHS対応警告表示ラベルを

検討し、JIMGAホームペ－ジに掲載しました。

　定例会の中で技術・保安に関する独自テ－マを“現

場力強化に向けて”と位置づけ、これまでに①安全

Web教材（技術者Web学習システム）②事故例を活

用したリスクアセスメント③TPM活動事例につい

て紹介しました。

　今後は省エネルギー取組み事例、非定常作業管理、

各社の現場の技術課題や炭酸ガスに関する講演資料

など委員持ち回りで情報交換を予定しています。

　この結果は全体会議（平成23年 5 月）でも伝達を計

画しており、技術情報交換を進めて行きます。

溶解アセチレン技術　ＷＧ

　分科会を廃止し、技術ＷＧ活動のみに限定された

平成22年度の溶解アセチレン業界、関係企業40社に

おいて、生産事業所は43工場に及んでおり、幸いこ

れら生産拠点において「事故」の発生は無く長期間

無災害を続けています。

　しかしながら設備の老朽化や修繕費の増加は、長

期間に亘る溶解アセチレン工業の大きな課題になっ

てきていることも事実で、長引く不況の中、保安対

策としての設備投資をいかにして行くべきか各社と

も悩みを抱えています。

　因みに溶解アセチレンの生産量推移をグラフで示

すと、以下のような特長的形態を示し、生産量のピ

ークは1970年の64,900tで、我が国の高度成長期に

重なります。

　　　　　　　　　　 生産量　　工場数

　　　　1957年　　　11,625ｔ　　　27

　　　　1967年　　　55,633ｔ　　　91

　　　　1970年　　　64,889ｔ　　　80

　　　　1980年　　　40,655ｔ　　　67

　　　　1989年　　　30,474ｔ　　　65

　　　　1998年　　　21,077ｔ　　　44

　　　　2009年　　　11,816ｔ　　　43

　以後毎年のように生産は減少し、今日では年間（7/22；第 1回炭酸ガス技術ＷＧ会議）
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12,000tを割り込み、工場数も減少傾向にあります。

　溶解アセチレン技術WGは委員会社10社をもって

構成し、技術基準の見直し検討や保安対策に関する

協議を行い、年間 4回以上の会議開催を目標にして

います。

水素技術　ＷＧ

　水素技術WGの平成22年度活動は「水素ガスハン

ドブック」（平成20年12月発刊）の中国、四国地区で

の追加講習会を11月22日に実施し、多くの受講者が

ありました。内容は水素ガスの漏えい対策・水素ガ

ス使用のための電気機器の防爆の考え方を中心に実

施しました。

　また、平成21年12月に全面改訂発刊した「水素ガ

ス移動基準」の新刊テキストを資料としての講習会

説明資料を執筆WG員が分担を決めて、11月に約2  

時間半の説明用パワーポイント資料パワーポイント

資料105ページを完成させました。この資料を活用

して継続的な講習会の開催による安全・技術の啓蒙

活動を取組む予定です。 平成23年 2 月 4 日（東京）、 

2 月21日（大阪）、3月 7日（福岡）、3月 8日（名古屋）

での開催が決まっています。

　また、「水素ガス消費基準」も平成10年の改訂か

ら12年経過しており、全面見直しの事前アンケート

調査をこれから行います。これを踏まえて内容の見

直しを検討して行きます。全面改訂版の発刊は平成

24年12月を予定しています。

　本年度も見学会 ･研修会として10月22日福岡県の

水素エネルギー製品研究試験センター（HyTReC）

を訪問し、会員会社の技術・知識向上を図る活動を

実施しました。

特殊ガス技術　WG

1．特殊材料ガスのMSDS改訂

　NITE分類外の特殊材料ガスについて新たに実施

した危険有害性分類に基づき、NITE分類外MSDS 

40種及びNITE分類 7種の特殊材料ガスのJIS Z 

7250：2005対応MSDS改訂を行いました。既に改訂

済みのものと合わせて80種類の特殊材料ガスの

MSDS改訂版が完成しています。皆様のご利用をお

願い致します。特殊材料ガスのMSDSは、今後も定

期的に見直しを実施して行く予定です。

2．国際部会対応

　IHC-WGの国際整合化ドキュメントの作成に委員

を派遣し、活動を継続中です。

　ホスフィン（フェーズⅡ）、モノシランの安全な取

扱指針は和訳JIMGA版を完成し、発行することが

できました。また、半導体製造用特殊材料ガスにつ

いても継続して取組みます。

3．RFタグ

　混合ガスのコード区分について検討し、RFタグ

WGへ区分案の提案を実施しました。今後も委員を

派遣し、引続き取組みます。

Ⅲ．国際部会　

IHC対応　WG

　第27回IHC国際会議が、昨年 8月 5日、 6日の二

日間、米国CGAの主催により、ボストンで開催さ

れました。

　会議では、従来通り国際整合化に関する種々の議

題、各協会の活動状況等につき報告並びに討議が実

施されました。

　会議には、アジアのAIGAから 1名、北米のCGA

から 4名、欧州のEIGAから 3名、並びにJIMGAか

ら 3名が出席しました。また、今回はIHCの上部団

体であるIOMAのGC（Global Committee）からリン

デ社のBelloni氏が出席しました。

　会議においては主に国際整合化のドキュメントの

進捗状況、新規取組みプロジェクトを討議します。

　前回の会議においては各協会の経済状況もあっ

て、JIMGA以外新たなドキュメントの上程はあり

ませんでしたが、今回はCGAから 2件、EIGAから

3件の上程がありました。しかしながら、次回第28

回のIHC国際会議に改めて上程されることとなり、

今回IHCとして新規プロジェクトの承認はありませ

んでした。JIMGAが取組むドキュメントの国際整
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合化プロジェクトは、改訂版も含め現在約30件あり

ます。今後JIMGA内に特別小委員会（AHTF）を立

上げ対応することになりますが、かなりのボリュー

ムになると予想されますので、この紙面をお借りし

て会員各社に、引続きAHTFへのご理解とご協力の

お願い申し上げます。

規制改革　WG

　規制改革WGでは会員各社からの要望を推進すべ

く、課題推進プロジェクトを組織し集中的な活動を

実施しており、以下の規制改革要望を提出或いは継

続検討しています。

①　『国民の声』として内閣府へ要望する候補

　（1） 高圧ガス設備又は貯蔵設備に設けられた圧力

計の比較検査に用いる圧力計の検定方法

　（2） 自動車搭載用液化天然ガス燃料タンクの振動

試験規格規制の改定

②　管轄官庁へ直接の要望を検討する候補

　（3） 継目無し容器の充填前音響検査　

　（4） 超低温容器の容器再検査方法の見直し：附属

品再検査における気密試験及び性能試験の試

験ガスの変更

　（5） 超低温容器の容器再検査方法の見直し：内容

積1,000リットル超の容器断熱性能試験に真

空度測定による方法の追加

　（6） 特殊高圧ガス等の最大充てん量の見直し 

　（7） 内容積500リットル超の長尺容器の容器検査

期間の延長（新規）

　（8） シラン毒性に関する検討（特ガスWGとの協

調）

　この中で（6）については、特殊ガス技術WGから、

産業技術総合研究所での計算結果を踏まえて 3種類

のガス（セレン化水素・ホスフィン：増量、三ふっ

化窒素：減量）に関する充てん量見直し案が経済産

業省に提出され、これを基に検討された上でパブリ

ックコメントが出されました。

　医療用酸素、窒素および二酸化炭素の純度試験に

おける試験方法の見直しについては 3月中に法制

化の見込みです。

　フレキシブルホースの保安検査要領については

KHK保安検査規準見直し委員会、規格委員会、技

術委員会を経て経済産業省に提出された案に基づい

て、KHK基準が再度パブリックコメントに出され

た後、告示となる予定ですが、年度内の完了は難し

そうです。

　窒素指定設備老朽化対応については、KHK主催

の「認定指定設備の変更工事に係る規制のあり方に

関する委員会」（JIMGAからも 2名の委員が参加）

の提案が経済産業省に提出され、現在検討中です。

　GHSの『不安定化学物質』の動向については引続

いて欧米との情報交換を継続しています。特にヨー

ロッパではGHSが法制化され発効しました。現在は

EIGAが中心となって産業ガスのREACH規制に関

する対応も含め進めています。KHKの推薦を受け

全溶連とも連携して発刊しましたCE日常巡回点検

表の記載要領については、JIMGAのセミナー等で

周知活動を継続実施中です。また超低温機器協会と

協調してJIMGA基準としての改定を進める予定で

す。本要領書はJIMGAホームページに全文を掲載

し、会員各社が直接ダウンロードできますのでご活

用ください。

　規制改革要望は課題推進プロジェクトが中心とな

って毎年行い、一定の成果を修めています。要望の

内容によって、日本経団連経由で内閣府に提出され

る要望（国民の声）、また所轄官庁やKHKと直接折

衝するべきものと、課題ごとに効果的な対応を実行

します。

　所轄官庁と直接折衝する場合には、資料を含め十

分な準備が必要となりますので会員各社のご協力を

お願いします。
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北海道地域本部 

１．保安セミナー

日　時：平成22年10月19日（火）13：30～16：15

会　場：エア・ウォーター（札幌）　8階会議室

共　催：北海道溶材商業会

受講者：42名

①　「可搬式超低温容器再検査基準解説」

　　　　　講師　JIMGA技術保安部会 

　　　　　　　　充てん技術WG長　菊池　均　氏

②　「酸欠を防止しよう」

　　　　　講師　JIMGA常務執行役員

　　　　　　　　　　　　　　　　　逵　嘉樹

　セミナー開催にあたり、北海道地域本部 藤田本

部長より、JIMGA活動へのご協力お礼と本セミナ

ー等保安活動の重要性についてのご挨拶を頂きまし

た。  引続き「可搬式超低温容器再検査基準解説」と

「酸欠を防止しよう」の各講習を実施しました。 講習

終了後修了証を交付し、滞りなく全てのスケジュー

ルを終了しました。

２．RFタグ活用事例視察会

日　時：平成22年10月27日（水）9：40～17：30

参加者：21名

　北海道内の様々な物流・輸送分野において省力化・

自動化・効率化のために活用されているRFタグを

利用したシステムを視察しました。

①　㈱マテック

自動車解体リサイクル工程におけるRFタグの

活用事例の視察

②　會澤高圧コンクリート㈱

生コンミキサー車自動配車システムと工場チェ

ーン運営システムの視察

③　JR貨物札幌貨物ターミナル

IT-FRENS&TRACEシステムの視察

　㈱マテック様は自動車リサイクルの工程管理に、

會澤高圧コンクリート㈱様は生コンミキサー車の入

庫出庫管理に、JR貨物様はJR貨物コンテナのロケ

ーション管理、積み付け管理、動態管理にRFタグ

を実運用されて省力化・自動化・効率化に効果を上

げて運用されておりました。参加者から、寒冷地

（雪 ･氷等）の問題、振動の問題、タグ取付方法、読

取率、保守コスト、導入当初現場での混乱はなかっ

たか、導入教育訓練をどのように展開したか、等、

多くの質問がありました。

藤田本部長挨拶

菊池講師による講演

マテック様　概要説明

地域本部からのお知らせ  地 域本部からのお知らせ  地 域本部からのお知らせ  



34産業ガスレポート vol.24

地域本部からのお知らせ 

３．RFタグによる容器管理説明会

日　時：平成22年12月21日（火）15：00～17：00

会　場：エア・ウォーター（札幌）　　8階会議室

受講者：27名

①　RFタグによる容器管理について

②　RFタグ容器管理の開始準備

③　質疑応答

④　アンケート実施

講師　JIMGA常務執行役員

　　　　　　　　　　　松阪　一紀

　説明終了後 3件の質疑応答を行いました。また、

アンケートも実施し、同日回収しました。

　出席者へは、重ねて今後もRFタグの普及啓蒙に

ご協力をお願いし、各社へ戻られてからの広報をお

願いしました。

説明会風景

マテック様　自動車解体リサイクル工程視察

會澤高圧コンクリート様　生コン車視察状況

JR貨物様　コンテナ視察状況

地域本部からのお知らせ 
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東北地域本部 

１．販売事業者保安セミナー

日　時：平成22年9月8日（月）13：30～ 16：30

会　場：仙台市情報産業プラザ

参加者：52名

①　高圧ガス販売事業所自己診断指針

　　　　　講師　保安対策ＷＧ特別委員

　　　　　　　　　　　　　　　　小川　幸士　氏

②　酸素による事故事例と安全対策（DVD上映）

③　CEの構造と日常点検要領

　　　　　講師　超低温貯蔵WG長　

　　　　　　　　　　　　　　　　濱口　和夫　氏

　本セミナーは東北 6県の販売事業者を対象にして

実施しました。JIMGA発行のテキストやDVDを使

用して、テキスト編集に直接携わった方々に講師に

来ていただき、有意義なセミナーとなりました。高

圧ガスの販売事業に従事する者が無意識の中で法令

違反をすることがないように、また、自社や取引先

に設置したCEを安全に運用出来るようにするため

に、日常留意すべきこと等を中心に講義していただ

きました。高圧ガス販売に従事して 5年未満の方か

ら21年以上のベテランまで幅広く参加していただ

き、アンケートにも多数のご意見をいただきました。

２．製造保安責任者試験対策法令セミナー

日　時：平成22年10月27日（水）13：00～ 17：00

会　場：ハーネル仙台

参加者：22名

　高圧ガス製造保安責任者試験を受験される方々を

対象に、国家試験対策法令セミナーを開催しました。

参加者は、講師の重要ポイントの説明を、メモをと

りながら一生懸命聞き入っていました。「参加者全

員が合格してほしい」との講師の呼びかけに、皆、

緊張感を持って聴講していました。

3．経済産業大臣表彰受賞

日　時：平成22年10月29日（金）13：00～ 18：10

会　場：ANAインターコンチネンタルホテル東京

　第47回高圧ガス保安全国大会において、東北地域

本部管内から、経済産業大臣表彰の保安功労者とし

て、佐藤俊明殿（㈱佐藤酸素代表取締役社長）、佐藤

健一殿（佐藤鉄工産業㈱代表取締役社長）の 2名が受

賞されました。

４．地域本部拡大幹事会

日　時：平成22年11月29日（月）12：30～ 15：00

会　場：ホテル仙台プラザ

出席者：17名（産業ガス部門本部長、  副本部長、  幹

事、会計監事、各部会長その他）

①　RFタグ容器管理の概要説明

②　東北地域本部におけるRFタグ推進体制の検討

③　東北地域本部管内の容器契約化、容器管理に関

するアンケートの検討

経済産業大臣表彰
保安功労者：佐藤俊明殿
（㈱佐藤酸素 代表取締役社長）

経済産業大臣表彰
保安功労者：佐藤健一殿
（佐藤鉄工産業㈱　代表取締役社長）
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１．高圧ガス販売事業所自己診断指針セミナー

日　時：平成22年11月22日（月）13：30～16：40

会　場：日本教育会館（東京都千代田区）

受講者：59名

①　高圧ガス販売事業所自己診断指針について

　　JIMGA保安対策WG特別委員　　小川  幸士  氏

②　DVD講習 ｢酸素による事故事例と安全対策｣

③　CEの構造と日常点検要領について

　　超低温貯槽WG委員長　　　　　濱口  和夫  氏

２．高圧ガスローリ乗務員保安指針セミナー

日　時：平成22年12月8日（水）13：30～16：20

場　所：日本教育会館（東京都千代田区）

受講者：47名

①　高圧ガスローリ乗務員保安指針について

　　JIMGA保安対策WG委員　　    大沼  倫晃  氏

②　DVD講習 ｢酸欠を防止しよう｣

３．新年賀詞交歓会

日　時：平成23年 1 月19日（水）17：00～

会　場：ホテルJALシティ田町・東京

出席者：220名

　主催者を代表して挨拶に立った鈴木慶彦代表地域

本部長は、 ｢ 1 年前に公正取引委員会の立入検査が

あり、組織を営業中心から技術･保安中心に改編し

て 1年間活動してまいりました。組織は変わっても、

安全に物事を進めて行くというJIMGAの目指すと

ころは不変です。産業ガス部門では今期、RFタグ

の普及を重要課題としていますが、先日は全溶連と

も共同について話し合いの場を持ちましたし、説明

会も開催されると聞いていますので、今後はRFタ

グについて会員の皆様のご意見も聞きながら進めて

行きたいと考えています。一方、医療ガス部門にお

ける課題は、在宅酸素療法患者の事故の撲滅に取組

むことと 4年目に入ったMGR認定制度の更なる推

進です。混沌として先が見えない景気ですが、昨年

の暮れは非常に悲観的な見方をする人が多かったも

のの、正月になると悲観論が少なくなったように思

います。業界全体が元気を失わないように盛り上げ

て行きたいと考えています｣と挨拶されました。

　続いて、豊田会長に代わって来賓として出席され

たJIMGA下畑豊文副会長は ｢JIMGAではトップが

田口前会長から豊田新会長に代わりました。新会長

関東地域本部 

セミナー会場風景

鈴木本部長挨拶

セミナー会場風景
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は、エネルギッシュに、従来のことを踏襲しながら

新しいものをプラスしていくと言われています。

JIMGAは、環境税問題があることから環境部門を

独立させ強化し、会員のみならず他の産業や一般の

方々にもJIMGAを広く知って頂くために広報活動

に注力して行きます。また、経済環境が大変厳しい

今が、我々の資産であるシリンダー ･タンク ･設備

等の資産管理を徹底していく時期だと思います。自

分の企業は、自分で守って行くのだという気概を

もって頑張ってい行きましょう｣と挨拶されました。

　その後、産業ガス部門・平峯信一郎本部長の乾杯

のご発声のあと懇談に入りました。出席された会員

の皆様は、和やかに歓談され、医療ガス部門・梅田

嘉一副本部長の中締めをもって平成23年の新年賀詞

交歓会はお開きとなりました。

下畑副会長挨拶

賀詞交歓会風景
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１．平成23年　新春賀詞交歓会

日　時：平成23年 1 月 5 日（水）15：00～ 17：00

会　場：ホテルキャッスルプラザ　鳳凰の間

　東海地域本部は、東海高圧ガス溶材組合連合会が

主催する新春賀詞交歓会に出席することが恒例とな

っており、当地域本部代表本部長・米田勝明氏が、

来賓として新年のご挨拶をいたしました。

米田代表本部長の新年挨拶

　皆様、あけましておめでとうございます。

　恒例の東海高圧ガス溶材組合連合会の賀詞交歓会

が、このように盛大に催されますことを、先ずはお

祝い申し上げます。

　昨年は景気の足踏み状況でございましたが、エコ

ポイント、エコカー減税での駆け込み需要があり、

新興国経済の堅調さ、円高の一服感等で景気の二番

底の懸念も和らぎ、本年は、後半にも景気の回復、

業績改善が期待されているところであります。

　さて、昨年は保安の確保という観点から放置容器

に関する事故防止のため、容器管理委員会を中心に、

東高連さんを始めとする東海地域の高圧ガスの関係

団体で、東海3県共通の容器早期回収に関する「高

圧ガス容器保安対策指針」を策定し、各団体で講習

会等を通じて周知を図ってまいりました。

　加えて、高圧ガスの事故防止には容器の貸借につ

いて消費者と供給者の間で果たすべき役割を明確に

するための「容器貸借契約」を締結することが重要

であると考えます。「高圧ガス容器保安対策指針」

と「容器契約化の推進」によって高圧ガスの事故は

かなり減らせるものと考えております。

　また、容器の保安確保のためには、容器指針、容

器契約化と共に容器管理が重要であり、JIMGAと

いたしましては、容器管理の方法としてRFタグの

実用化に向けた実証テストを行っているところであ

ります。このRFタグは、容器の情報、授受の記録

などを読み取ることができ、また容器管理の作業性

も飛躍的に向上することが期待されています。RF

タグは容器管理を行う上で好ましいツールですが、

この普及には東高連さんに加盟している会員の皆様

のご理解やご協力を欠かすことができません。

　先ほどの「容器保安対策指針」や「容器契約化」

といった消費者への啓蒙活動とあわせて、今年も私

ども協会といたしましても、東高連さんをはじめと

する高圧ガス関連団体が一体となって活動すること

によって事故の減少に寄与できるものと期待してお

ります。

　最後に今日ここにお集まりの皆様の今年一年のご

健勝とご多幸を祈念いたしまして、私のご挨拶とさ

せて頂きます。

東海地域本部 

米田代表本部長挨拶
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２．東海地域の防災訓練

1）　愛知県・一宮市総合防災訓練

日　時：平成22年 8 月29日（日）8：45～ 11：45

場　所：一宮総合運動場（愛知県一宮市）

　東海・東南海地震を想定し、愛知県、一宮市、

各防災関係機関による総合的な防災訓練によって、

地震発生時に迅速かつ的確な応急活動の協力体制確

立、防災意識の高揚を目的として実施されました。

　当協会は、備蓄医薬品等の輸送訓練に参加し、酸

素ボンベの応急救護所への輸送訓練を行いました。

　　

　また、在宅酸素による事故が多いこと、災害発生

後の避難所でも在宅酸素を使用されている方もおら

れることを想定し、展示実験コーナーで注意喚起の

パネル展示を行うと共に、高圧ガスの実験を行い、

多くの方々に高圧ガスを体験して頂きました。

2）愛知県高圧ガス移動防災訓練

日　時：平成22年10月13日（水）13：30～ 16：00

場　所：岡崎中央総合公園駐車場（愛知県岡崎市）

①　液化酸素タンクローリーの通報訓練及び応急措

置訓練

②　水素ガスの燃焼実験

③　アンモニアガスの水溶性の確認と空気呼吸器装

着・漏えい処理訓練とモノシランの疑似爆発実

験

④　アセチレンガス容器の燃焼実験及び消火訓練と

逆火防止器作動実験

⑤　液化石油ガス容器バルブからのガス漏えい閉止

訓練及び液化石油ガスの燃焼実験

⑥　液化石油ガス用災害バルク供給システムの展示

⑦　液化窒素・液化酸素の展示観察及び液化窒素に

よる体験実習

３．東海地域の保安に関する行事

　（1）　愛知県高圧ガス保安大会

　日　時：平成22年10月26日（火）13：30～ 16：00

　会　場：ウィンクあいち　大ホール

　　平成22年度の保安大会が開催され、知事表彰（高

圧ガス関係の保安功労者等）が行われました。

　（2）　中部高圧ガス保安大会

　日　時：平成22年11月18日（木）15：15～ 17：30

　会　場：名古屋逓信会館

　　平成22年度の保安大会が開催され、高圧ガス保

安原子力安全・保安院長表彰（高圧ガス関係の保

安功労者等）が行われました。

酸素ボンベ輸送訓練

高圧ガスによる実験

実験風景
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１． 高圧ガス消費者保安講習会

日　時：平成22年11月22日（月）13：30～16：30

会　場：石川県地場産業振興センター

出席者：80名

①　来賓挨拶

　　　　　石川県危機管理監室　消防保安課

　　　　　　　　　　課長　　越田　嘉博　殿

②　高圧ガス保安法について

　　　　　講師：石川県危機管理監室　消防保安課

　　　　　　　　　専門員　　安田　能生弘　殿

③　液化ガスの組成と取り扱いについて

　　　　　講師：JIMGA

　　　　　　　　技術委員　　谷屋　五郎　氏

④　CE設備の構造及び保安管理

　　　　　講師：JIMGA　

　　　　　　　　技術委員　　瓦林　督弘　氏

小倉本部長挨拶

　本日はお忙しい中、高圧ガス消費者保安講習会を

受講頂きありがとうございます。また、皆様には日

頃より高圧ガスをご使用頂くと共に、その安全に対

して格別のご配慮を頂いていることに対し、この場

をお借りして厚くお礼を申し上げます。

　また、本講習会の開催にあたりまして、多大なご

協力を頂きました石川県危機管理室並びに消防保安

課様に厚くお礼を申し上げると共に、本日ご臨席を

賜りました越田様にはご挨拶を、そして安田様に

は、この後「高圧ガス保安法について」の講師をお

願いしておりますことに、併せてお礼を申し上げま

す。

　さて、最近の高圧ガスに関する事故発生状況につ

いて申し上げますと、平成22年 1 月から 7月までの

高圧ガス事故は512件で前年同期に比べますと

10.6％増となり、依然として増加傾向で推移してお

ります。その内「容器の喪失・盗難」が318件を占

めており、平成12年以降急増しております。この現

象は、容器が海外へ持ち出されたり、金庫の破壊、

テロなどに使用される危険性があり、保管に充分注

意する必要があります。

　一方、消費先での災害事故は39件で、前年同期比

8件増の25.8％増でした。景気回復による仕事量の

増加によって、事故も増えているようです。

　また、事故の原因別に見ますと劣化・腐食による

もの 8件、認知確認ミスによるもの 8件、誤操作に

よるもの 7件、誤判断によるもの 5件の順になって

います。高圧ガスに関する事故を防止するためには、

皆様方のガスや機器に対するご理解と安全へのご協

力が不可欠であると思っております。

　本日の講習が皆様の事業所の保安の一助になるこ

とを祈念して、私の挨拶に代えさせて頂きます。ど

うもありがとうございました。

　　　　　　　　　

北陸地域本部 

講演会風景
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２． 平成23年新年互礼会

日　時：平成23年1月18日（火）15：00～17：00

会　場：ANAクラウンプラザホテル金沢

共　催：北陸高圧ガス溶材組合

　　　　JIMGA　北陸地域本部

出席者：130名

小倉本部長挨拶

　

　新年あけましておめでとうございます。

　健やかに輝かしい新年を皆様と共にお迎えするこ

とができますことを心からお喜び申し上げます。

　本年は、辛卯（かのとう）であります。「辛」は発

芽の時が来る、「卯」は茂るの意でございます。明

るさと躍動の意味があります。今年は新陳代謝によ

り新たな発展に向かう年であろうと思います。

　景気も昨年の後半から陰りが心配されましたが結

果的には現在は前年を上回っております。これも今

年の干支の象意によるものと思っております。アメ

リカ景気も確実に回復しておると聞いております。

　日本株式も日経平均10,500円をキープしており、

また、為替も円相場82.90円/＄と80円台をキープし

ております。総合的に見ても景気は緩やかに回復し

て行くものと思っております。

　さて、JIMGAについてご報告致しますと、まず、

産業ガス部門については、技術・保安・容器管理の

活動が中心となり、今まで以上に保安活動に対処し

て行くことが重要であろうと思います。最近の高圧

ガスに関する事故発生状況について申しあげます

と、平成22年 1 月から 9月までの高圧ガス事故は

698件で前年同期に比べますと18.3％増となり、依

然として増加傾向で推移しております。その内「容

器の喪失・盗難」が60％（412件）を占めており、

平成12年以降10年連続で増加しております。喪失・

盗難事故については商慣習の改善、容器管理の徹底、

組織的には溶材組合との連携による容器回収行事等

を進めて行かなければならないと思っております。

　次に医療ガス部門ですが、薬事法改正による製造

販売業への移行、特例販売から一般卸売販売業に変

更、また、変更に伴う資格要件になりうるMGRの

資格取得、継続講習等々、次々と変化が起っており

ます。

　医療ガス事業としては在宅酸素療法中の火災事故

により人命が失われていることから、業界として

しっかり啓蒙することが大切であると思っておりま

す。

　最後になりますが年頭にあたり、業界として更な

る躍進、成長をするために、明るく、元気に、勇気

をもって歩むことを祈念申し上げ、挨拶に替えさせ

て頂きます。

小倉本部長挨拶 会場風景
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１．平成22年度　高圧ガス自己診断指針セミナー

日　時：平成22年10月25日（月）14：00～16：45

会　場：大阪府商工会館 7階 第 2 講堂

講　師：JIMGA保安対策WG特別委員

　　　　　　　　　　　　　　　　 小川  幸士  氏

出席者：74名

2．大阪府高圧ガス保安大会

日　時：平成22年10月27日（水）14：00～16：50

会　場：天王寺都ホテル

　　　　表彰式､大会宣言､講演

　　　　（むかしの暮らし─中井 陽一氏）

出席者：325名

3．RFタグ説明会

日　時：平成22年11月5日（金）14：00～15：30

会　場：大阪府商工会館 

講　師：JIMGA 容器RFタグ運営委員会　委員 

　　　　肥後・川井氏

出席者：111名

4．近畿地区高圧ガス保安懇談会及び保安大会

日　時：平成22年11月10日（水）11：00～17：45

会　場：KKR HOTEL OSAKA 

　　　　KHK事業内容、意見交換、表彰式、講演

　　　　（京都花街の経営学─京都女子大

　　　　　　　　　　　　　　　　　西尾久美子氏）

出席者：103名

５．本部動向報告

日　時：平成22年11月26日（金）10：00～11：00

会　場：大阪府商工会館

講　師：JIMGA常務執行役員　逵　嘉樹

出席者：18名

６．高圧ガスローリ乗務員保安指針セミナー

日　時：平成23年1月26日（水）13：30～16：15

会　場：大阪府商工会館

講　師：エア・ウォーター㈱

　　　　コンプライアンスセンター 

　　　　　　　　保安推進部課長　大沼　倫晃　氏

出席者：39名

７．平成22年度保安表彰  

①経済産業大臣表彰

　・優良事業所

協和ガス㈱阪南工場殿、エア・ウォーター防

災㈱大阪支社殿

②原子力安全･保安院長表彰

　・優良販売主任者

杉本憲明殿（大丸エナウィン㈱）、石神弘行殿

（㈱キンキ酸器）、馬場裕子殿（㈱ババ）

　・優良事業所

　　　住友精化㈱ガス事業部殿

③知事表彰

　・保安功労者

　　　青木昭士殿（㈱関西ガスファースト）

　・優良従事者

中嶌　実殿（富士酸素㈱）、金子佳彦殿 （㈱リ

キッドガス）、廣田淳一殿（近畿エア・ウォー

ター㈱）、神志那伸治殿（ティアイメディカル

㈱）

　・優良事業所

　　　トーヨー㈱殿

近畿地域本部 
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④大阪府商工表彰

　・優良従業員

福本憲生殿（ティアイメディカル㈱）、宮本文

祥殿（エア・リキード工業ガス㈱）

　・優良事業所

　　　㈱馬場酸素殿

８．平成23年新年交礼会

日　時：平成23年 1 月 6 日（木）18：00～20：00

会　場：スイスホテル南海大阪

共　催：大阪高圧ガス熔材協同組合

出席者：342名

松原本部長挨拶（要旨）

　皆様 新年明けましておめでとうございます ｡ 昨

年はスポーツを中心に明るい話題はあったものの、

中近東の治安悪化、北朝鮮の韓国延坪島砲撃また尖

閣諸島問題など緊張関係が続く国際関係の中 ､国内

では民主党政権の思った以上の頼りなさ、学卒就職

率の大幅な悪化等々、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。

　日本経済においては、円高という逆風にもめげ

ず、リーマンショックよりやっと立ち直りの様相

が見え始め、一部の大手企業におきましては ､久し

ぶりの光明に歓喜の表情が見え隠れしておりま

すが、中小企業におきましてはまだまだ厳しい一

年でありました。

　その様な中、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、 とりわけ大きな問題

は、安全･保安の問題です。

　ご高承の通り、高圧ガスにおける事故・喪失・盗

難の件数は、ここ10年増加の一途をたどり、昨年

も 800 件を超えており、特に喪失・盗難が大きく増

加してきております。高圧ガスは産業用だけでなく、

国民生活に直結したものも数多くありますので、こ

の喪失・盗難された高圧ガス関係物資が、社会的不

安に影響が無い様、関係者一同の努力が必要と考え

ております。

　大阪高圧ガス熔材協同組合及び日本産業・医療ガ

ス協会と致しましては、コンプライアンス・保安・

品質・環境の管理強化に、継続して真摯に取り組む

ことが業界の最重要課題であると考えており、常々

会員皆様にお願い申し上げております様に、 ｢ ガス

を売ることは ､安心と安全を売ること ｣を意識し、

是非とも、法令順守の徹底をお願い申し上げる次

第です。

　私どもにとりまして、事故・災害の防止は事業活

動の基盤であります。より一層の自主保安体制を向

上させ、自己管理責任の原則のもと、事故の防止に

全力を尽くして行きたいと思っております。

　また ､見過ごせない事項といたしまして ､来年度

導入が懸念される ｢環境税の電気代転嫁 ｣という大

きな問題があり、業界として目をつぶってはおれな

い事柄だと考えております。

　以上の様な問題を上手く解決・処理する為に、関

係各位におかれましては、どうか今後とも、より一

層のご指導・ご鞭撻を賜りますよう ､よろしくお願

いを申し上げます。

　別途下記の方にご挨拶を頂きました ｡

　　来　賓：中部近畿産業保安監督部近畿支部

　　　　　　保安課長　中村　秀樹　殿

　　乾　杯：高圧ガス保安協会近畿支部

　　　　　　事務局長　高山　武久　氏

　　中　締：大阪高圧ガス熔材協同組合

　　　　　　理 事 長　宮﨑　順平　氏

松原本部長挨拶
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１．高圧ガス保安法令講習会

日　時：平成22年10月19日（火）13：30～16：00

会　場：岡山コンベンションセンター

受講者：76名

主　催：JIMGA中国地域本部

後　援：中国四国産業保安監督部、岡山県

　高圧ガス保安活動促進週間の行事の一環として毎

年開催している講習会。

　①　法令講習

　　　「最近の高圧ガス保安行政について」

　　　　中国四国産業保安監督部　宮田　真一　殿

　　　「岡山県内の産業ガス事故について」

　　　　岡山県消防保安課　　　　山田　孝志　殿

　②　特別講演

　　　「達者で長生きするように」

　　　　岡山県備前保健所　所長　二宮　忠矢　殿

２．平成22年度　中国地域高圧ガス保安大会

日　時：平成22年11月17日（水）13：30～ 18：00

会　場：広島市八丁堀シャンテ

出席者：中国地域高圧ガス関係団体120名

主　催：高圧ガス保安協会　中国支部

後　援：原子力安全・保安院　中国四国産業保安監督部

　　　　広島県、山口県、岡山県、鳥取県、島根県

協　賛：JIMGA中国地域本部

　　　　中国地区LPガス協会連合会

　　　　中国地区高圧ガス地域防災協会連合会

　　　　中国冷凍設備保安協会連合会

　高圧ガス関連企業の保安意識の普及向上を推進し、自

主保安を確保し、高圧ガスの災害防止を目的にこの保安

大会を毎年開催しています。

　①　高圧ガス保安原子力安全・保安院長表彰

　　　高圧ガス保安協会会長表彰

　②　記念講演会

　　　「進化する動物園～驚きのしかけ～」

　　　　広島市安佐動物公園　

　　　　　　　　　　　　　園長　大丸　秀士　殿

　③　懇親パーティー

3．水素ガスハンドブック講習会

日　時：平成22年11月26日（金）13：20～16：30

会　場：岡山交流センター

受講者：70名

主　催：JIMGA中国地域本部

　　　　JIMGA四国地域本部

後　　援：中国四国産業

　　　　　保安監督部

　①　法令講習

　　　 「中国・四国地域の高圧ガス事故について」

　　　　中国四国産業保安監督部　藤井　俊行　殿

　②　学識講習

　　　「水素ガスハンドブック　前編」

　　　　（一般的性質、運搬・使用・貯蔵の注意、　

　　　　保安管理、緊急時の措置、物性一覧）

　　　　JIMGA水素技術WG　　　片岡　稔治　氏

　　　「水素ガスハンドブック　後編」

　　　　（漏れと透過、防爆電気設備について、　　

　　　MSDS、イエローカード）

　　　　JIMGA水素技術WG　　　岩田　健次　氏

中国地域本部 

山根支部長挨拶

阿南本部長挨拶
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４．平成22年山口県高圧ガス防災訓練

日　時：平成22年12月7日（火）13：30～ 15：30

場　所：宇部市 恩田公園

主　催：山口県高圧ガス保安協会

後　援：厚生労働省山口労働局・山口県防災危機管

理課・山口県薬務課・山口県警察本部

協　力：宇部警察署・宇部市消防本部・山口県トラ

ック協会・山口県LPガス協会

内　容：高圧ガスの輸送途上における事故・災害を

想定し迅速かつ的確な措置を講じ得るよう実施訓練

を行うことを主たる目的に、通報訓練、保護具等の

装置訓練、負傷者の救出訓練も併せて毎年山口県内

（4地区の輪番）で行われているものです。

　防災意識の高揚、地域防災の重要性、災害は最小

限に留める必要性を考えさせられる防災訓練でし

た。

５．平成23年中国地区高圧ガス関係団体合同

　　新春互礼会

日　時：平成23年 1 月 7 日（金）11：00～ 13：00

場　所：ＡＮＡクラウンプラザホテル広島

主　催：高圧ガス保安協会中国支部

共　催：JIMGA中国地域本部

　　　　中国高圧ガス容器管理委員会

　　　　中国地区高圧ガス地域防災連合会

　　　　中国地区LPガス協会連合会

　　　　中国冷凍設備保安協会連合会

　　　　日本簡易ガス協会　中国支部

出席者：197名

　　　主催者挨拶　　

　　　　高圧ガス保安協会中国支部長　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　山根　修二　氏

　　　来賓挨拶

　　　　　中国四国産業保安監督部長

　　　　　　　　　　　　　　　　中村　良明　氏

　　　　　広島県危機管理監　　　石井　正朗　氏

　　　　来賓・共催団体の代表者紹介

　　　　（関係者のみ記載）

　今年も例年通り中国5県の高圧ガス関係団体の新春

互礼会が、中国四国保安監督部、広島県消防保安課、

山口県防災危機管理課など行政から13名の来賓を迎え盛

大に開催されました。

　来賓の皆様のご挨拶をまとめますと、『昨年の中

国地区の経済状況は、半導体関係、自動車関係にお

いて若干の上昇傾向がみられるものの、建築、造船

などが足を引っ張り、引続き厳しい状況にあるとの

認識のようです。また保安面においては、高圧ガス

事故件数が多少上昇気味なのが気がかりで、今年は

特に自主保安の確立のため、企業幹部の指導を「コ

ンプライアンス」、「コミュニケーション」、「カンフ

ォタブル（居心地の良さ）」の 3点に重点を置き、強

力に実施してもらいたい。』との内容でありました。

　懇親会はJIMGA中国地域本部・永江裕本部長の

乾杯で始まり和やかに歓談が進み、最後は中国高圧

ガス容器管理委員会・藤井基博会長の中締めで閉会

しました。　

　

防災訓練風景

新春互礼会風景
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1．　第4回　各種高圧ガス製造技術勉強会

日　時：平成22年8月20日（木）13：00～ 16：00

会　場：オークラホテル丸亀

受講者：44名

　営業担当者を対象とした講習会で、目的は「高圧

ガスに関し、あらゆる質問に対応できる知識を習得

すること」です。今年は過去のアンケート要望に応

え「半導体向けの特殊ガス、水素ガス、セパレート

ガスの製造」を取上げ開催いたしました。

①水素ガスについて（水素の特性、製造、輸送、貯

蔵、用途、水素ステーション）

　四国岩谷産業㈱　　保安部長　宇喜多　和秀　氏

②高圧ガス製造方法

　酸素・窒素・アルゴンの製造方法　（深冷分離、

PSA、メンブレン）

　松山オキシトン㈱　　　　工場長　武智　元　氏

③半導体製造に使用されるガスの特性とその取扱い

　（半導体について、特殊高圧ガスとは、移動、事

故例、注意事項）

　日本エア・リキード㈱　エレクトロニクス本部

　　　　　　　　　　グループ長　村上　雅洋　氏

2．企業訪問研修会

日　時：平成22年9月16日（木）～ 17日（金）

研修先：岩谷瓦斯㈱ 広島工場

　　　　㈱CRC西日本

参加者：22名

　本年度の工場見学は、不明・放置容器の撲滅で取

り組むRFタグ（岩谷瓦斯㈱広島工場）の実情視察と、

高圧ガス容器の最終処理工場（㈱CRC西日本）の見

学を合わせて企画致しました。医療ガス会員からの

参加も頂き、今後の高圧ガス容器事故防止活動に繋

がる企業研修会だっ

たと思われます。

3． 第9回　消費者向け高圧ガス保安講習会

日　時：平成22年10月27日（水）13：00～ 16：20

会　場：アステイとくしま

受講者：68名

後　援：経済産業省原子力安全・保安院 中国四国

産業保安監督部四国支部

　　　　徳島県

　①　「最近の高圧ガス行政の動向について」

　　　　　経済産業省原子力安全・保安院中国四国

　　　　　産業保安監督部　四国支部保安課

　　　　　　　　　　　課長補佐　宮下　充生　殿

　②　「高圧ガスの性質と取扱い注意事項につい　

　　　て」（高圧ガスの特性・貯蔵・消費）

　　　　　JIMGA技術委員

　　　　　四国岩谷産業㈱　

　　　　　　　　　　保安部長　宇喜多　和秀　氏

　③　「ガス溶断作業と注意事項について」

　　　　　JIMGA技術委員

　　　　　小池酸素工業㈱　

　　　　　　　　溶材商品部課長　舘下　俊浩　氏

　④　「酸欠事故防止について」　（DVD放映）

　徳島県での保安講習会は、平成18年開催以来4年

ぶりとなります。受講者も県下の化学、薬品、食品

等大手企業から応募頂きました。アンケートでは「今

後社内の研修会に活用したい」など前向きなご意見

を多数いただいております。

四国地域本部 

研修団一同 保安講習会風景
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平成23年度賀詞交歓会

日　時： 1月 6日（木）13：00～ 14：30

会　場：博多都ホテル（福岡市）

主　催：九州地区高圧ガス 3団体共催

　　　　　JIMGA九州地域本部、九州高圧ガス容

　　　　　器管理委員会、九州高圧ガス流通保安連

　　　　　合会

出席者：225名

来　賓：九州産業保安監督部、福岡県商工部工業保

安課、福岡県保健医療介護部薬務課、高圧

ガス保安協会九州支部、福岡県高圧ガス保

安協会

①　主催者代表挨拶（要旨）

　JIMGA代表地域本部長　上原　正弘　氏

　昨年来より、国内経済は外需主導の緩やかな景気

回復傾向を続けてきましたが、急激な円高に加え諸

政策の遅れもあり一服感の状況であります。

　「九州経済調査会（12/25発表）」による2011年度の

九州・沖縄の実質経済成長率は、米国の景気回復や

中国など新興国の成長に牽引され輸出環境が改善す

るほか、設備投資も活発になるとの見方で、前年度

比1.5%の見通しとなっています。

　同調査会によれば2010年度予測は3.4%ではありま

すが、10年度の成長率は、マイナス成長だった前年

度の反動が大きく、実際の成長の度合いは11年度の

方が大きくなるとのことです。

　その裏づけとしては、九州新幹線開業に誘発され

た都市開発や、自動車の九州の工場への生産移管、

太陽電池パネル、パワー半導体、CMOSセンサーの

量産展開が期待されるとしています。

　高圧ガスの災害事故は全国では2008／ 2009年と

ほぼ同数で頭打ちの感がありましたが、残念ながら

昨年は一昨年を大きく上回っています（＋27%）。福

岡県では幸いなことに負傷者はゼロですが、災害事

故件数は11/30現在で昨年の14件を上回り17件が発

生しています。

　事故内訳では設備老朽化によると推定される漏え

い事故が大半を占めております。加えて容器の喪失・

盗難事故も、全国的に500件を下回らず年々増加傾

向にあります。

　漏えい事故撲滅には、高圧ガスに携わる各人が自

覚を持って予防保全を行う自主保安体制の確立が重

要であります。

　JIMGAが推進しているRFタグについては、ステ

ップ 3の流通・消費段階での実運用試験が実施され

ています。JIMGAでは豊田会長による新体制下、

今年も保安講習会開催、事業所保安点検活動等の保

安活動を通じて事故撲滅と自主保安体制の構築を推

し進めると共に、RFタグによる容器管理の普及推

進に取組んで行く所存です。

②　来賓挨拶

　　九州産業保安監督部長－柏葉清志殿

　　福岡県商工部工業保安課長－上鶴芳久殿

③　平成22年度高圧ガス保安表彰受賞者への記念

　　品贈呈

　　九州高圧ガス流通保安連合会会長－井上賢司氏

　　より贈呈

（1）経済産業大臣表彰

　　優良製造所－佐賀酸素工業㈱殿

　　優良販売業者－内村酸素㈱殿　

（2）原子力安全・保安院長表彰

　　優良製造所－福豊帝酸㈱朝倉工場殿

　　優良製造所－板井酸素㈱臼杵LPG充填所 殿

　　優良販売業者－本田商會㈱殿

　　優良製造保安責任者－平野功二郎殿

　　　　　　　　　　　　（㈱平野酸素商会）

九州地域本部 
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（3）高圧ガス保安協会会長表彰

　　保安功労者－末吉信勝殿

　　　　　　　　（㈱テクノサーブ）

　　保安功労者－鈴木敏彦殿

　　　　　　　　（三井化学㈱大牟田工場）

④　開宴乾杯挨拶

　　JIMGA医療ガス部門本部長－岩切充弘　氏

⑤　閉会挨拶

　　九州高圧ガス容器管理委員会－山岡真木　氏

上原代表地域本部長挨拶

地域本部からのお知らせ 
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○編集後記を前任のM.Aから今回引き継ぎを受けましたK.Tです。今回初めて編集後記を書かせていただきます。前任のM.Aの足元にも及

びませんが、JIMGA事務局を代表し、今後小生なりに発信させていただきたいと思います。

○従来、｢産業ガスレポート｣は年 3 回発行しておりましたが､広報活動の見直しを中井広報委員長（リキッドガス社長）のもとで行い、

｢産業ガスレポート｣を年 2 回とし、新たに「JIMGA　News」を2か月に一度発行することと致しました。既に第一号を昨年12月に発刊

しておりますので、ぜひご活用いただきたくお願い申し上げます。

○今回｢産業ガス業界における地球温暖化対策への取り組み｣の特集記事を組み、鏑木環境・安全部会長（東京ガスケミカル社長）には大

変お忙しいところ座談会に長時間ご出席いただきありがとうございます。この問題は業界にとっても非常に重要な問題であることは皆

様方もご存じの通りですが、鏑木部会長からは大変貴重なご意見、ご指導を頂戴し今後これらを生かしたいと思っておりますが、紙面

を借り改めてお礼を申しあげます。

　また松理事（昭和炭酸社長）には、お忙しいにも拘わらずエッセイを執筆いただきありがとうございました。我々にとりもっとも身近

な話題を大変表現力豊かに臨場感にあふれる文書にしていただいており、素晴らしい随筆と感服しております。

　お陰様で今回の｢産業ガスレポート｣は、質量とも大変充実したものとなりました。

○JIMGAの役割はいろいろありありますが、最大の事業目的は｢産業ガス事業･医療ガス事業の健全な発展を推進し、我が国経済の繁栄に

寄与し、国民生活の健全な発展に寄与すること｣であります。そのためには、JIMGAに加入いただいている会員会社にいかに貢献できる

かが重要な第一歩です。我々約40名のJIMGA事務局員（本部及び地域本部。医療部門含む）は、これらのことを常時念頭におき活動を

しており、｢我々の活動は会員会社のため｣を、肝に銘じております。

○K.Tのこの業界での職務略歴は比較的短く、ガス業界にあまたいらっしゃる諸先輩の方々、プロの方々、経営層や現場でご活躍の皆様方

の、見識、経験、知識等には到底及びません。お会いさせていただく機会、また部会等で同席する機会に、大変貴重なご意見、アドバ

イスに接することが多く、皆様方から教えられることで大変勉強になっております。

　一方小生としては、他の業界が長いことを逆に生かすことで、この業界やJIMGAを少し第三者的に見ること、業界外部の関係者が我々

をどう見るかという観点からも考え行動することで、少しはお役に立ちたいと思っております。
　　　　　　　　　

（K.T記）

編集後記

表2 表2
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