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平成24年 賀詞交歓会

皆さん、明けましておめでとうございます。

全国から当協会の新年会に400名近くの皆様に

お集まり頂きまして、誠にありがとうございま

す。本日はご多忙中にもかかわらず、関係官庁

の経済産業省からは川上大臣官房審議官はじめ

幹部の方々、厚生労働省からは大谷医政局局長

はじめ幹部の方々、そして日頃お世話になって

います高圧ガス保安協会からは作田会長はじめ

幹部の方々と多数ご参集を頂きました。また、

原子力安全・保安院、東京消防庁、関係諸団体

の皆様、今年からは医療ガス学会の先生方にも

お集まり頂いております。毎年、ご出席して頂

く方々が増えて、誠にうれしいかぎりです。心

より御礼申し上げます。

昨年は天災や人災による被害が、日本のみな

らず世界のあらゆる地域で発生しました。水

害、地震、津波、原発事故、ヨーロッパ諸国の

経済問題等々、これは地球の終わりではないか

と感じたほどです。今年は世界がこの未曽有の

危機から立ち上がり、新しい息吹に包まれて行

くことを心から祈念しております。

東 日 本 大 震 災 で は 、 全 国 各 地 域 本 部 、

JIMGA本部で連携を取り、関係官庁の皆様の

ご指導の下に医療ガス部門、産業ガス部門共に

速やかに対応することができました。このよう

な迅速な対応ができたのも組織が生き生きと動

いている証です。今年はこの組織をもっと力強

く、業界で、日本で、そして世界で認めて頂け

るような勢いのある組織にして行きたいと考え

ておりますので、本日ご参集頂きました皆様に

は一層のご指導、ご支援を心からお願いいたし

ます。

昨年JIMGAは、多くの課題に取組んで参りま

した。今年は何をすべきか、どこを目指すのか

をより明確にし、足元を固めるべく、産業・医

療ガス部門共に四つの課題を掲げております。

産業ガス部門におきましては、産業の基本で

ある保安・安全の確保、推進が第一の課題で

す。東日本大震災直前には「充てん工場の地震

対策指針」という資料を提出しましたが、今年

は震災の経験を基に、その内容の見直しを検討

しています。震災に対する安全対策に、産業ガ

ス部門は全力を挙げて取組む所存です。

第二の課題といたしましたのは、長年にわた

り問題となっている不明容器、放置容器の回

収・撲滅です。容器管理の切り札として、5年

前からRFタグ装着の推進や各専門委員会の設

置を行っています。RFタグは昨年の4月から全

　　　　会長　豊田 昌洋

開会挨拶
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国展開を始め、現在までに6社、33拠点で約11

万本に装着いたしました。容器RFタグ運営委

員会では2015年度までに310万本の装着を目指

しています。今後は各地域と連携しながら全力

を挙げて費用や問題点等を検討し、目標に向け

て取組んで参ります。

第三の課題は環境に関する課題、つまり環境

税や自然エネルギーの費用分担、排出量取引等

の問題です。再生可能エネルギー特別措置法に

つきましては、我々の訴えにより電力多消費産

業として約8割の負担が軽減されることに決ま

り、今年の7月までに具体的な数字を出して行

くことになっています。東京電力の電気料金の

値上げに関しましては、大きなコストを抱える

重要な問題と認識しております。電力多消費産

業である産業ガス業界の電力使用量は年間で90

億kWhにも上るため、電気料金の2割アップは

年間約200億円近い負担の増加となるのです。

国内の産業空洞化の問題は避けて通れません。

この値上げに対しましては、業界全体として簡

単に賛成や反対を述べることはできませんし、

JIMGAとしても慎重に対応する必要がありま

す。早急に会員及び関係官庁の皆様よりご意見

を頂き、適正な対応をしたいと思います。

第四の課題は国際標準化への対応です。

JIMGAとしてもこの5年間、IOMA（国際酸素製

造者協会）を通じて検討を重ねて参りましたが、

グローバル化は避けられないものの、海外の基

準をそのまま日本に適応すべきではないと考え

ています。この問題は我々が世界基準を先導

し、積極的に進めて行かなくてはなりません。

医療ガス部門については、事故対策が第一の

課題です。ここ数年事故が多発しております在

宅酸素療法患者の火災事故防止対策に、力を注

いで行きたいと考えています。

第二の課題はMGR資格制度の推進です。

MGR資格は、昨年5月までに約3000人が取得し

ております。近年、MGRの必要性が医療従事

者から注目されていますので、公的資格として

より広く普及させて行きたいと思っています。

昨年は大阪府の薬事講習会で配布された書類に

営業所管理者の資格要件としてこのMGRの資

格が明記されましたが、今後ともMGR制度の

位置づけを更に高めるべく、行政との折衝を

行って参ります。この資格を各地で認めて頂く

ことが、末端における医療事故の防止につなが

るものと思います。

そして、第三の課題はPIC/S加盟への対応で

す。現在、今年1月に加盟した米国を含め36ヵ

国がPIC/Sに加盟しています。日本政府も医薬

品の国際標準化を図るためPIC/Sへの参加を表

明し、加盟申請に向けての準備を進めていま

す。我々もその一端を受け、PIC/Sのガイドラ

インとのギャップ分析を実施し、まとめ上げま

した。今後は関係機関と協力しながら、この分

析結果の検討を進めて行きます。

第四の課題は防災関連です。昨年の東日本大

震災に際しまして、地域の防災協定が非常に役

立ったことから、JIMGAではこの分野を強化

したいと考えています。地域防災協定は、昨年

末に新たに実施された岡山県を含め、現在20都

道府県で結ばれていますが、今後は全47都道府

県による地域防災協定の締結を目指します。

震災以降、JIMGAがインフラ及びライフラ

インにおいて重要な役割を担う団体であること

が社会にご認識頂けたと感じていますが、引続

き皆様にご理解を深めて頂けるように努めたい

と思っております。

これからもJIMGAはさまざまな活動をして

参りますので、関係官庁の皆様には、一層のご

協力、ご支援をお願い申し上げます。最後にな

りましたが、本日ご出席の皆様の益々のご健勝

とご発展、並びにご多幸を祈念いたしまして、

新年の挨拶といたします。
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明けましておめでとうございます。昨年は大

変な年でありました。東日本大震災、それに引

続く原発事故については申し上げるまでもあり

ません。新年に際しまして、お亡くなりになら

れました方々のご無念、ご家族やご友人を亡く

された方々の悲しみ、そして今も尚、不便な避

難生活を続けているたくさんの方々のお気持ち

をしっかりと胸に抱きながら、政府としても今

年最大の課題である復興に努めて参ります。

日本産業・医療ガス協会、会員の皆様におか

れましては、震災時、産業用及び医療用ガスの

供給や津波により流出した容器の回収などに一

丸となって取組んで頂きました。協会にタスク

フォースを立ち上げられ、一部工場の放射性物

質によるエアフィルター汚染対策に迅速に対応

をして頂きました上、電力使用制限に関しまし

ても多大なご協力を頂きまして、ここに改めて

協会ならびに会員各位の活動に敬意を表し、感

謝を申し上げます。誠にありがとうございまし

た。

さて、現在は地震や洪水などの自然災害のみ

ならず、アラブ諸国の大変動、南シナ海の領有

権問題、歴史的円高、ユーロ経済の危機などが

発生し、世界的にも大きな変革時期を迎えてい

ます。このような激動する環境の中では、政府

も国民も守りに入ることなく、攻めの姿勢で産

業空洞化の危機を乗り切って行く姿勢と覚悟が

求められると思います。会員各位におかれまし

ては、先ほど豊田会長からもお話がありました

ように、さまざまな取組みを進められて行くこ

とと存じますが、政府としてもTPPをはじめと

する経済連携の推進、法人税の引き下げや、ナ

フサ等原料用途免税の実質恒久化、国内立地政

策、レアアースの削減と代替えの促進支援策の

執行、インフラの輸出の支援などを進めて参り

ます。なかでも電力の安定供給は最重要の課題

です。また、皆様のご関心の高い再生可能エネ

ルギーで発電された電力の全量買取りに関する

法律制定につきましては、影響の多い企業に対

し、減免措置を内容に盛り込んでおりますが、

その実施に向けて取組んで行かなければなりま

せん。

今後も日本を着実に一歩一歩前進させ、元気

にして行きたいと思っておりますのでどうぞよ

ろしくお願い申し上げます。

最後になりましたが、ご参集されました皆様

のご隆昌、ご発展、ご健勝をお祈りして、挨拶

に代えさせて頂きます。

　　　経済産業省

大臣官房審議官　川上 景一 様

来賓ご挨拶
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新年明けましておめでとうございます。一般

社団法人日本産業・医療ガス協会の新年賀詞交

歓会に際しまして、一言ご挨拶を申し上げま

す。

貴協会におかれましては、日頃から医療行政

に多大なるご理解ご協力を賜り、改めて御礼を

申し上げます。

まず、昨年3月の東日本大震災で被災されま

した方々に、心よりお見舞い申し上げます。そ

して皆様には地震発生直後より、医療用酸素ガ

スの供給に協会を挙げてご支援頂きましたこと

を深く感謝申し上げます。ありがとうございま

した。

厚生労働省におきましては、医

療機関の復旧、医療従事者の確保

等の支援を行うと共に、全国の災

害医療体制の整備に全力を挙げて

取組んでいるところです。特に来

年度の予算は地域医療の再生を

図るため、在宅療養への早期移

行、地域生活の復帰に向けた取組

みの推進、医療と介護等との機能

分化や円滑な連携の強化等、地域

生活を支える在宅医療の充実を図

ることを重点課題として位置付けています。

貴協会の皆様には、全国の各自治体において

災害時の医療用酸素ガス等の供給に関する協定

を締結すべく鋭意努力して頂きましたが、運用

に向けて引続きご協力をお願い申し上げます。

また、医療用ガスの安全管理に関する指導情報

管理の各種講習会の充実や、今後とも高度化す

る医療現場への的確で安定的な医療用ガスの提

供といった点につきましても、重ねてご協力を

お願い申し上げます。

最後になりましたが、貴協会の皆様の益々の

ご健勝とご活躍を祈念し、新年の挨拶とさせて

頂きます。

来賓ご挨拶

　　　　　　厚生労働省　医政局

局長　大谷 泰夫 様
（代読：医療関連サービス室長　古川 康之 様）
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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いたします。先ほどか

ら何度もお話がありましたが、本当に昨年は天

災、人災の多い年でした。また、経済的にも円

高、欧州の金融不安があり、世界経済が不透明

でした。今年も先行きどうなるのか決して予断

を許さない状況にあり、気を引き締めて経営に

当たらなければならないと考えています。そう

した厳しい状況の中でも貴協会の中には、経営

的に増収増益を達成されている企業様がおられ

ます。新規事業や新規商品の開拓等にあらゆる

創意工夫をされ、経営基盤を確立し、増収増益

を達成されています。そうした経営努力に対し

まして、心から敬意を表します。

最近の一般産業ガスの保安状況について、一

言述べたいと思います。現在の状況に関して

は、決して楽観できない事態になっています。

新聞等で大きく報道されましたが、昨年の11

月に山口県の石油化学コンビナートで大爆発火

災事故がおきました。塩化ビニールの原料とな

る塩ビモノマーの製造プロセスで火災が発生

し、2度の大爆発が起こりました。火は瞬く間

に周辺に広がり、鎮火するには一昼夜かかりま

した。その過程で有毒ガスの塩化水素ガスが漏

洩する危険があったために、地元の2つの市の

住民に対し、一時的に家屋内での待機が発令さ

れました。1名が亡くなり、1名が負傷されまし

た。これは最近の石油コンビナートの事故とし

ては、まれにみる大きなものでした。

近年は高圧ガスの事故件数が増えています。

ご承知のように、一般高圧ガス事故件数は平成

12年以降、増え続けています。とりわけ、ここ

数年の増加は著しいものです。この事故の大半

は、軽微なガス漏れが原因です。事故件数が増

えたのには、コンプライアンスが徹底されてき

たことによる報告の増加、老朽化した設備の増

加など様々な理由が考えられていますが、それ

を解明し、対応策を取れば、事故の発生率は下

げられるのではないかと思います。一向に事故

が減らない原因は、そこにあるのではないで

しょうか。今更ハインリッヒの法則を出すまで

もありませんが、微細な事故が大きな事故を招

いているのではないかと思います。事故件数の

増大に対して、私たちは警鐘を鳴らし続けて行

かなければならないのです。今回の事故は高圧

ガスを扱う現場の皆様には、決して他人ごとで

はないはずです。現場におかれましては、ぜひ

もう一度、保安対策を抜本的に見直し、どんな

来賓ご挨拶

　　　　　　　　高圧ガス保安協会

会長　作田 頴治 様
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微細なことも見逃さない、事故を起こさないと

いう緊張感を持って取組んで頂きたいと思いま

す。

本年が皆様にとって素晴らしい年になります

ように心より祈念いたしまして、私の挨拶とさ

せて頂きます。ありがとうございました。

皆様明けましておめでとうございます。既に

多くの方々が口にされていますけれども、昨年

は災害、天災、人災などの苦難が重なる大変厳

しい年となりました。

震災の際には皆様の絶大なるご協力で、この

業界の存在意義が大きく評価されましたが、同

時に残念ながら我々業界の弱点も露呈すること

になりました。石油であれば備蓄基地で、食品

などの物資であれば備蓄倉庫で緊急時に十分備

えられますが、我々の扱う液体酸素を始めとす

るさまざまなガスは、備蓄量が極めて少ないの

です。万が一、災害が起きた時には保安用窒素

や病院における吸入用の酸素などが緊急で必要

になりますが、停電等でプラントが停止状態と

なる上、運搬用の道路が寸断することも想定さ

れます。恐らく新たな備蓄施設を作ることが簡

単にはできないので、液体製品に関しては、お

客様のところに備えているタンクを、災害時の

備蓄として使用することを考えなければなりま

せん。しかし、それも日常少しずつ使用してい

ますので、いざという時には中身が少なくなく

なっていることが予想されます。そこで私は災

害の備えとして、食糧や水を備蓄するのと同様

に、タンクについても常に中身を十分に補充し

ておくことが、非常に重要だと考えています。

新年ではございますが、いつどこで何が起こ

るかもしれない災害に備えて、以上のような提

案をさせて頂きたいと思います。

2012年が明るい繁栄の年となりますように、

そしてまた皆様にとっても健康で幸せな一年で

ありますようにお祈りし、東日本大震災の一日

も早い復興を祈念して乾杯の挨拶に代えさせて

頂きます。

　　　　副会長　松枝 寛祐

乾杯挨拶
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本日はご来賓の皆様、会員の皆様、JIMGA

の賀詞交歓会においで頂きまして、大変ありが

とうございました。

今年は辰年、昇竜の年でございます。12年前

の辰年は例外で株価が暴落した様ですが、それ

以前の辰年は株価が上がり、新幹線が開通し、

青函トンネルが完成するなど非常に景気の良い

年が多かったようです。ぜひ皆様と共に、また

辰年にあやかり、昇竜の勢いのある一年にした

いと思います。それでは、皆様のご多幸とご健

勝をお祈りいたしまして締めさせて頂きます。

　　　　副会長　岩澤 利雄

中締め挨拶
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平成 23 年度第 2 回理事会・評議員会合同会議

日　時：平成23年11月24日（木）	14:00 ～ 16:45

会　場：メルパルク大阪

議　長：副会長		松枝		寛祐

議　事：

1．定数の報告

理事会は理事定数20名のうち出席者15名、評議

員会は評議員定数38名のうち出席者・委任状を合

わせて38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

豊田会長欠席のため、理事会運営規程第5条に

基づき、松枝副会長が議長席に着いた。

3．議事録記名人選出

理事会運営規程第6条により、鏑木副会長、南

部副会長及び藤井監事を選出した。

また、評議員会運営規程第7条により、松原評

議員および山口評議員を選出した。

4．決議事項

第1号議案　規程の制定及び一部改訂の件

		事務局より、技術審議委員会規程の制定案につ

いて説明を行った。本規程制定の目的は、定款第

3条に規定する協会の目的を達成するために、協

会における技術的事項を定める基準等について審

議し、承認するために必要な事項を定めるもので

あり、本規程の制定について提案された。

		また、就業規則の一部改訂案について、就業規

則第15条第2項に但し書きを加えることが提案さ

れた。両案について審議の結果拍手をもって提案

通り承認された。

第2号議案　入会希望事業者審査の件

　事務局より入会希望事業者（医療ガス部門5社）

の提案がなされ、審議の結果拍手をもって提案通

り承認された。

　以上にて決議事項は終了し、報告事項に入っ

た。

5．報告事項

（1）	平成23年度産業ガス部門上期活動報告	

（主要課題抜粋）

1）広報活動の強化

		広報委員会では、協会が果たす社会的責任やコ

ンプライアンスへの取組みを的確に情報発信し、

協会の地位向上を図り、協会全体の事業活動を支

援するために以下の取組みを行った。

①ウェブサイトの更新頻度の向上

		9月29日よりウェブサイトをリニューアルし、

これにより、事務局で最新のコンテンツの変更も

行えるようになった。今後は、内容の充実に努

め、情報発信を強化する予定。

②産業ガスレポートの発行

		9月末に秋号（第25号）を発行した。定時総会の

記録を中心に、本年度の役員、評議員、常設部会・

委員会名簿、組織表、技術・国際ニュース、地域

本部活動報告、統計データ等を掲載した。

③JIMGA	newsの発行

		4月末に第3号を発信し、8月末の第5号まで東日

本大震災や電力問題等に関するタイムリーな活動

状況報告や、本部組織や地域本部の紹介を行った。

④マスコミへの発信

		6月15日定期会長記者会見を開催、東日本大震

災への対応、JIMGA主要課題及び取組み状況を

発表。12社13名が出席し、業界紙6紙で記事と

なった。

		8月8日臨時会長記者会見を開催し、「再生可能

エネルギー特別措置法案について」、「東日本大

平成23年度第2回理事会・評議員会合同会議 議事録
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震災による津波で流出した高圧ガス容器への対

応について」、容器RFタグの自動認識システム

大賞「大賞」受賞の3点を発表した。10社が出席

し、すべての業界紙等で記事となった。

⑤プレスリリース

		9月12日「放射性物質に汚染されたエアフィル

ターの交換作業に関する安全作業指針」の制定に

ついて23社にプレスリリースを実施。業界紙3紙

で記事となった。

2）RFタグ普及進捗状況

　容器RFタグ運営委員会では、今年度全国への

実用展開の段階と位置付けた「STEP4」を推進

し、委員会会社で計40万本へ装着する実運用を目

指している。導入エリアは中国、九州北部、近畿

地域から先行し、関東地域や他の地域へも広がり

つつある。運用上の課題はWGと技術SWGで連携

し、解決を図りながら進めている。

	 	また、ISOへJIMGAの取組みを紹介、フォー

マットの提案をするなど活動の幅が世界に広がっ

ている。

		さらに、RFタグに関する各種コード管理に必要

なシステムの投資を行い、RFタグに管理費用と

して課金を開始するなど、本格的なRFタグ管理

業務を開始した。

　その他の主な活動実績は以下の通りである。

①STEP4（全国展開）

　各社実施拠点での運用・技術課題を共有し、整

理。課題件数51件中、40件が完了。

　8月末時点のRFタグ装着は5社23拠点となり、

RFタグ装着数は約7万個に到達。

②普及・推進活動

　各地域本部を中心とした説明会の開催にあた

り、資料作成や運営協力を実施。

　ディーラー向けにRFタグ運用を分かり易く説

明する資料を作成（下期から活用）。

③ミドルウェアのバージョンアップ対応

　平成24年4月の実施に向け、技術SWGが中心と

なり課題を整理した上で仕様を確定。WG承認の

上、富士通へ発注（発注金額880千円）。

④自動認識システム大賞への応募と｢大賞｣受賞

　JAISA（日本自動認識システム協会）が主催す

るコンテストへの応募資料の作成に協力。｢業界

で規格を標準化した｣点が高く評価され、大賞を

受賞。

3）長期停滞容器回収推進

　長期停滞容器回収推進WGでは、平成22年度の

成果、方向性を継承しつつ課題を設定し、併せて

ツールの整備を拡充し、以下の取組みを行った。

①　	前年度に実施した契約化率、有償化率調査ア

ンケートを全溶連レベルまで拡大して実施す

ることを全溶連に要請した。

②　	地域本部の会議で指摘があった容器管理や販

売届が不備のディーラーに対し、中国・近畿

地域を対象に、現状調査を実施した。その結

果、メーカー系のディーラーでは、不備は見

受けられなかったものの、それ以外のディー

ラーの容器管理については、全溶連のアン

ケート結果を待って考察予定。

③　	地域行政の「容器管理指針」発行について、9

月に発行された佐賀県を含め 20都道府県か

ら発行され、未だ働きかけをしていない県は

4県から 1県となった。

④　	容器賃貸借に関して、有償化の考え方を整理

し、これまでは主流であった延滞料に加え、

「容器使用料」の考え方について意見交換を

行った。

4）グリーン物流

　グリーン物流WGでは地球環境問題を広義に捉

え、業界として取組み可能な課題を取り上げ、幅

広く議論を行い、地球温暖化対策WGと情報を共

有し、政府動向に注目しながら以後の取組みを
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行った。

①モーダルシフトの継続検討

　前年度検討したモーダルシフトについて、具体

的な導入条件を明確にした上でシミュレーション

し、実現化の可否を考察した。その結果、実際の

シミュレーションでは、設備や法令により導入条

件が制限的となることが判明し、当初設定した導

入条件でのシミュレーションは困難であるもの

の、コストメリットとCO2	削減可能量を導くため

に検討を継続中。

②液化ガスローリーの燃料転換検討

　現状ローリー燃料の主流である軽油からCNG

への燃転を検討した。日本ガス協会及び、ロー

リー改造業者にヒアリングを実施。CNGスタン

ドの整備が課題ではあるものの、高圧ガスロー

リーでのCNG転換の概略FS取りまとめのため、

引続き検討を継続。

③CO2	排出量統計の考察

　平成22年度の平成18年度比燃料原単位（kl/千ト

ン）指数は 98.5、燃費（kw/Ｌ）指数は 100.6 となっ

た。この排出量集計データを解析し、更なるCO2	

削減策を模索するため、ガス種別まで考察を行

い、結果を取りまとめる予定。

5）放置容器・所有者不明容器の撲滅

		容器処理WGでは、長期停滞容器回収推進WG、

及びRFタグ運営委員会との連携を深め、容器管

理システムの導入と容器賃貸借契約の推進で処理

容器の発生に歯止めをかけながら、処理事業推進

の合わせ技で事故撲滅を図った。

　例年通り 10月に実施された容器特別回収月間

では、啓蒙文書「放置容器・不明容器等引上の際

の措置について」を地域本部長宛に配信し、各地

域本部で説明を行った。

　また、東日本大震災対応として、5月2日に政府

の補正予算として成立した「津波により流出し

た容器の処理費用」5億1千万円の早期執行を目指

し、関与した。

6）	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する部分が

多いため、技術・国際ニュースを参照くださ

い。

（2）	平成23年度JIMGA中間決算収支計算書報告

について

		資料に基づき、事務局よりJIMGAの平成23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）豊田会長の地域訪問の件について

　会長が8月以降、地域本部を訪問し懇談会を

行った中から抽出された課題について、事務局か

ら報告された。

（4）IHC国際整合化のウェブ上での管理について

　事務局よりIHC国際整合化のウェブ上での管理

について報告された。

（5）IOMA会員からの日本への義援金について

　事務局よりIOMA会員からの日本への義援金に

ついて報告された。

（6）内部監査報告について

　事務局より内部監査の結果について特に問題は

なかったことが報告された。

（7）その他報告事項

　事務局より、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。

　以上すべての決議事項、報告がなされ、16時45

分に平成23年度第2回理事会・評議員会合同会議

を閉会した。
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今後の主要日程・会員の現状

1．今後の主要日程

行　事　名　称 開　催　予　定　日 会　場

平成24年度第1回
理事会・評議員会合同会議

平成24年 5月23日（水）
産業ガス部門　　12:00 ～
医療ガス部門　　15:00 ～

東京會舘

平成24年度定時総会 平成24年 6月13日（水）
16:00 ～ 東京會舘

平成24年度第2回
理事会・評議員会合同会議

平成24年11月28日（水）
14:00 ～ メルパルク大阪

平成25年賀詞交歓会
平成25年 1月11日（金）
14:00 ～
*	平成25年は時間が変更になりました。

東京會舘

2．会員の現状について
　　　　　　　　　平成23年11月24日現在

産業ガス部門 医療ガス部門 合　計

正　会　員 309社 778社 1,087社

賛	助	会	員 22社 0社 22社

海	外	会	員 5社 0社 5社

合　計 336社 778社 1,114社
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司会：豊田会長が年頭の賀詞交

歓会でもおっしゃっておられま

したが、着任後1年半、JIMGA

の方針に 4 つの課題を挙げてお

られます。一つ目は安全・保

安を最優先とすること。二つ

目はRFタグの普及と容器管理

の徹底、三つ目が環境及び電力

問題への対応、四つ目が国際標

準化・整合化です。そして本日

のテーマは、この国際標準化・

整合化についてですが非常に

難しいテーマと捉えています。

JIMGAでは、かなり以前から国

際部会を中心にこの問題に取組

んでいますが、一般の会員の方

にはあまり知られていません。

この機会によく認識して頂ける

よう、本日お集まりの皆様に分

かりやすく解説をお願いしたい

と思います。まず、国際標準

化・整合化の一般的な情勢につ

いて、豊澤専務理事からお話頂

けますか。

国際標準化・整合化の現状

豊澤：グローバル経済の中で、

国際標準化・整合化をめぐる動

きは大変活発化しています。欧

産
業
ガ
ス
・
医
療
ガ
ス
業
界
に
お
け
る
国
際
標
準
化
・
整
合
化
へ
の
取
組
み

座 

談 

会

日　時：2012年2月15日（水）14:30 ～ 16:00
場　所：メルパルク東京
出席者：太宅　文昭 JIMGA　国際部会　委員
  （岩谷産業株式会社　常務執行役員
  　産業ガス・溶材本部　副本部長、海外事業統括部担当）
 仲山　一郎 JIMGA　国際部会　IHC対応WG長
  （大陽日酸株式会社　技術本部　技術標準化推進部長）
 豊澤　幸平 JIMGA　専務理事
 増田　　弘 JIMGA　常務執行役員　国際部会担当
 逵　　嘉樹 JIMGA　常務執行役員　技術・保安部会担当
司　会：高橋　義郎 ガスメディア社編集長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）

産業ガス・医療ガス業界における
国際標準化・整合化への取組み
産業ガス・医療ガス業界における
国際標準化・整合化への取組み
産業ガス・医療ガス業界における
国際標準化・整合化への取組み

逵さん 増田さん 太宅さん 仲山さん 高橋さん 豊澤さん
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産業ガス・医療ガス業界における国際標準化・整合化への取組み座 談 会

米先進国やアジア、特に最近で

は中国でも積極的に進められて

おり、世界のあらゆる地域にお

いて、経済のあり方に大きな影

響を及ぼしています。

　この国際標準化・整合化とは、

①互換性・利便性の確保、②生

産性の効率化、③消費者の利益

確保、安全・健康・環境の保全、

④新技術の開発・普及の支援

の 4 つが主な目的と考えられま

す。このように前向きで中立的

な印象の国際標準化・整合化で

はありますが、一方で現実の世

界市場では事実上のスタンダー

ドいわゆる「デファクト標準」と

呼ばれる囲い込み的な標準化も

発生しています。そこで欧米な

どでは、市場戦略と国際標準化

戦略を一体に捉えて、官民一体

となって対応しているのです。

「国際標準を制するものが市場

を制する」というのが世界の常

識になりつつあり、多くの国で

知的財産、技術開発共に国際標

準化・整合化を三位一体とした

政策、戦略を構築しています。

これは一企業にとっても将来を

左右しかねない重要な課題の一

つでもあります。

　日本政府もこの課題に取組み

始めており、2006年には内閣に

設置された知的財産戦略本部か

ら、「国際標準化戦略目標」とし

て 4 つの指針が発表されていま

す。それは、第一に「欧米並み

の幹事国引受数の実現、国際標

準の提案件数の増加」、第二と

して「企業経営者の意識改革」、

第三が「国際標準の提案に向け

た重点的な支援強化」、そして第

四は「世界で通用する標準専門

家の育成」です。遅ればせなが

ら日本もこうした努力を重ねた

おかげで、着実に実績や効果が

出ているようです。

司 会：JIMGAは産業ガス業界

においては国際酸素製造者協会

（I
ア イ オ マ

OMA）［注1］を通じ、かなり以

前から国際標準化・整合化に取

組んでおられるようですが、い

かがでしょうか。取組みの歴史

を、太宅常務からお伺いしたい

と思います。

産業ガス業界における 
国際整合化の状況

太宅：産業ガス業界においては、

民間のIOMAの強力なリーダー

シップでこの問題に取組んでい

ます。まずはIOMAの組織からご

説明しましょう。

　IOMAはアメリカの独立したガス

会社が何社か集まり、「Independent	

Oxygen	Manufacturers	Association」

として1943年に発足しました。そ

こから世界的な組織に発展して

「International	Oxygen	Manufacturers	

Association」となり、現在に至

り ま す。 約10年 前 ま で は 170

社 ぐ ら い で し た が、M&Aや

統合を経て現在はおよそ 115

～ 120社になっています。45%

が ア メ リ カ 企 業 で 55％ が ア

メ リ カ 以 外 の 国 と い う 構 成

で、会員は正会員の工業ガス

メーカーが 60%、賛助会員は

設備メーカーやエンジニアリ

ング会社で 40%、残りの相互

会員は C
シージーエー

GA（北米）［注2］、E
ア イ ガ

IGA

（欧州）［注3］、A
ア イ ガ

IGA（アジア）［注4］、	

JIMGAの 4団体から成ります。

　当初、この会は年1回の総会で

親睦を深めることが目的の社

交的な団体でした。その後1996

年ウィーンで開催された総会

高橋　義郎
Takahashi Yoshiro
ガスメディア社編集長

豊澤　幸平
Toyosawa Kohei
JIMGA　専務理事
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中、理事会メンバーの他に各

地域の会員代表が参加した拡大

会議が開催され、欧米間の整合

化をIOMAがリードして推進し

て行くという方向が確認され

ました。その結果、1998年には	

IOMAの 中 にGlobal	Committee

（GC）［注5］が組織されました。

目的は、ガスの環境にやさしく

安全な生産、使用、技術開発の

促進をすること、また業界とし

ての統一した見解を出すことで

す。IOMAの事務局は発足から

2000年ごろまではオハイオ州ク

リーブランドにありましたが、

現在はワシントンD.C.にありま

す。総会は年1回秋に 230名ぐ

らいが集まって開催され、その

場所には都市とリゾート地が交

互に選ばれています。

　理事会は 13名枠で構成され

ていますが、現在は 12名が理

事の任に当たっています。理事

は正会員の中から選ばれ、任期

は 1期3年で通常は 2期まで務め

ます。理事は個人資格であり、

退任した場合はアジア太平洋、

アメリカ、ヨーロッパといった

地域のバランスを見て、新し

い理事が選出されます。組織

は総会の下に理事会があり、ま

たその下にいくつかの委員会

が組織されていまして、先ほ

どお話したGCもその一つです。

GCのメンバーは、エア・リキー

ド、大陽日酸、リンデ、プラック

スエア、エアプロダクツ、エア・

ウォーター、岩谷産業の 7社の

トップで構成されています。3

社が日本企業です。

　次にGCとIHCの関係につい

てご説明します。International	

Harmonization	Council（IHC）［注6］	

は、AIGA、CGA、EIGA、JIMGA

の 4協会で構成されている委員

会で、GCの直轄下部組織では

ありません。しかし、GCのメ

ンバーが主要企業のトップで、

各協会に大きな影響力を持って

いることもあり、実質的には

IHCはGCの指示、ガイダンスの

下で、報告や承認を得ながら活

動を行っています。実務を行っ

ている下部組織と言えるでしょ

う。理事会とGCは春秋の年2回、

会議を行っています。

司会：ありがとうございました。

IOMAが歴史のある、世界で大

きな影響を持っている組織であ

ることがよく分かりました。日

本でもその存在感は増している

ようで、IOMAの会議が昨年は

日本で開催される予定だったと

ころ、震災の影響で中止になっ

たという経緯もあったそうです

ね。さて、次にIHCを舞台にし

た産業ガスの整合化について、

具体的に仲山部長からお話頂け

ますか。

仲山：まず、整合化の背景から

簡単に述べたいと思います。産

業・医療ガスが世界中どこでも

使用されているように、主要

な産業・医療ガス会社は世界

のすべての地域で活動してい

ます。ガスの製造、輸送、消費

においては、それらを規定する

基準や法規制内容に矛盾がない

ことが、安全強化のためには重

要です。これまでは、各協会や

国がその地域で適用する基準及

び法規制を作成してきたため、

それらの文書はお互い類似して

はいるものの全く同じ内容では

ありませんでした。そこで、メ

ンバー協会が保有している類似

の基準の重複や矛盾を回避する

ために、類似基準を整合化する

ことが目的で、先ほどお話のあ

りましたIHCを構成するAIGA、

CGA、EIGA、JIMGAの4	協会で

整合化作業が行われることにな

りました。

　次に、この整合化を進める作

業過程をご説明します。先の 4

協会はIHCの会議に参加し、整

合化基準の候補を提示して、そ

れについて整合化の可否を議論

します。そこで選出された整合

太宅　文昭
Ohya Fumiaki

岩谷産業株式会社　常務執行役員／
JIMGA　国際部会委員
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化プロジェクト候補は、太宅さ

んからご説明のありましたGC

にて検討され、GCの承認を受

けて初めて正式にプロジェクト

となり、作業が開始されます。

　プロジェクトの作業手順は、

まず基準を提案した協会がリー

ド協会となって原案を作り、協

会として基準を発行します。そ

の後、原案が各協会に配られ、

各協会は自分たちの地域の法

規・規範に照らし合わせて内容

を検討し、コメントがあればそ

れをリード協会に返送します。

このやり取りを経て、最終的に

リード協会の発行承認が下りた

後、各協会は整合化基準を出版

することができます。各協会の

事務局は、決定したプロジェク

トに参加した場合、協会の関係

部門と連絡・調整し、整合化活

動担当者の選出、出版物の変更・

管理などに努め、整合化作業を

支援することが責務とされてい

ます。CGAでは作業メンバー

への基準案の配布、そのコメン

トの提出と受付、検討内容と決

定記録を電子化し、遠隔の会員

がいつでもウェブ上で参加でき

るようにし、整合化作業を効率

的に行っています。活動履歴も

残り、書類も散逸しない利点も

あることから、この便利なシス

テムを本整合化作業にも適用す

ることが決定しました。それ

に よ り、AIGA、CGA、EIGA、

JIMGAでの質疑のやり取りが

見える化され、作業効率のアッ

プが見込まれています。

　IHCの会議は少なくとも年間

2回、各協会の所在地を順に回っ

て開催され、年間プロジェクト

数が 20程度になるように管理

しています。そこでは、4協会

が整合化プロジェクト候補を出

し合い、評価、優先順位をつけ、

GCに取組むべきプロジェクト

を推薦すること、現に活動して

いるプロジェクトの進捗確認・

検討課題の抽出・調整及びそれ

らをGCへ報告すること、整合

化文書の様式（整合化の背景・

目的・メリット・概要・定義・

その他）を決定すること、GCに

国際整合化表彰候補者リストを

提出することが役割となってい

ます。

　このようにして行われる国際

標準化・整合化のメリットです

が、一番は安全です。安全基準

及び操作基準の地域における

違いをなくし、基準を共有化す

ることが安全維持には重要で

す。また、基準作成作業が省略

化されることで、専門家の限ら

れた時間を有効に使えるように

なりますし、専門家の経験や研

究データを共有できるというメ

リットもあります。何よりも共

通のプラットフォームが構築さ

れて現場の混乱が減り、コスト

削減・作業効率の上昇が見込め

ることが大きいでしょう。

司会：ありがとうございました。

それでは具体的にJIMGA事務

局で整合化の作業を担当してい

る増田常務から、現在のIHCの

状況をお話頂けますか。

増田：元々このIHCという組織

の活動は、CGAとEIGAが、高

圧ガスの安全な取扱い等のド

キュメントをそれぞれ別に持っ

ていたことが発端です。同じガ

スを取扱うのに、その安全を保

つための作業が国ごとに異なる

のはおかしいので、それらを整

合化して行くべきだという方針

で活動が始まりました。我々は

これを「国際整合化指針」と言っ

ています。

　歴史的に言いますと、まず

1989年 にCGAとEIGAが ギ リ

シャのロードス島において協調

関係を話し合い、1991年に両協

会が整合化活動を開始いたしま

した。その後1998年にIOMAの

中にGCが組織され、実質その

下にIHCが入ることになりまし

た。JIMGA（当時JIGA）は 1999

仲山　一郎
Nakayama Ichiro
大陽日酸株式会社　技術本部　技術標準化推進部長
／JIMGA　国際部会　IHC対応WG長
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年からこれに参加し、2003年

からはAIGAが参加、国際整合

化を行う体制が完成しました。

従って、この活動は現在4協会で

進められております。毎年春と

秋の 2回、担当者が全員参加し

て国際会議を開催し、各プロ

ジェクトの進捗状況、新しいプ

ロジェクト等について討議、決

定をします。JIMGAの国際部

会内には、IHC対応WGが組織

されており、このWGがIHCの

活動すべてに対応しています。

現在は仲山WG長以下、8名の

委員で内容を討議し、プロジェ

クトを進めております。プロ

ジェクトは、アドホックタスク

フォース（AHTF＝特別小委員

会）をIHC対応WG内に組織し、

ガス関連企業から担当者に参加

して頂き、JIMGAドキュメン

ト作成の作業をしております。

　作業における一番の問題点

は、IHCのドキュメントがすべ

て英文であることです。JIMGA

ではその翻訳作業に大変時間を

要しており、これが相当の労力

となっています。また、日本の

国内法規が他の国々と比較し

て非常に厳しいことも作業を

大変にしている一因です。IHC

のドキュメントは各協会が内容

をチェックし、その国の法規に

合わせたものに変更しなくて

はならないからです。そこで

JIMGAの場合は、IHCドキュメ

ントの完成期間をほかの協会よ

りおよそ 1年余分に考慮して頂

いております。現状では仕方が

ないことですが、国際化への動

きを考えると、今後の方向性を

改めて検討する必要があると考

えます。これまでにJIMGAで

取組んだ国際整合化指針は 23

件に上りまして、更に現在取組

んでいる案件は 7件、これから

取組まなければならない案件は

14件です。現在では一度に取扱

うプロジェクト数は 20件まで

に抑えることで、ほかの協会と

も合意ができています。しかし

JIMGAは翻訳の作業でほかよ

り 1、2年長くかかるので、実

際に抱える案件は 30件近くに

上ると予想しています。現在、

各協会から国際整合化指針とす

るべきドキュメントをリスト

アップし、今後それらドキュメ

ントの優先順位を決める方向で

進んでいます。

　 次 に、こ れ ま で にJIMGAが

リードして完成したドキュメ

ントについてですが、「往復動

酸素圧縮機」、｢アルシン｣、｢ホ

スフィン｣、｢半導体用特殊材料

ガス｣の 4件になります。現在、

取組み中のドキュメントは「ヒ

ヤリ・ハット（電材編）」及び「セ

レン化水素」の 2件です。これ

らJIMGA発の案件についても、

まずドキュメントを英語に翻訳

するところから始まります。こ

こでも翻訳に時間がかかり、作

業の負担となっています。

司会：IHCの作業には大変な労

力がかかっていることが分かり

ました。ところでIOMAでは、

IHC整合化作業について貢献の

あった人を毎年表彰していると

お聞きしました。昨年はアジア

で初めてJIMGAの元専務理事

であった鷲頭	隆氏が表彰され

ましたが、その背景について、

太宅常務からお聞かせ頂けます

か。

太宅：国際整合化活動に一番

大切なのは、ヒューマンリソー

スです。 そこで、IHC国際活

動において貢献された方に対

し、2005年にIHC貢献者表彰制

度が設けられました。選考基

準には、標準化活動に積極的

に取組まれ、かつ業界における

業績やリーダーシップが顕著

で、専門家としての認知度が高

いことが求められます。毎年

各協会から 1名の候補者を推薦

し、原則2名以上の候補者から

IOMAのGCで最終決定されま

増田　弘
Masuda Hiroshi

JIMGA　常務執行役員　国際部会担当
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す。受賞者はその年のIOMA総

会に招待され、GCで表彰され

た後、総会で受賞スピーチを行

います。2010年までの受賞者は

CGAから 2名、EIGAから 4名と

なっておりますが、昨年、初め

てJIMGAから選出されました。

JIMGAのIHCWG長を長年務め

てこられたエア･ウォーターの

元常務執行役員、鷲頭	隆氏で

す。鷲頭氏は今秋チリのサン

チャゴで開催されるIOMAの総

会に招待され、授賞式でスピー

チされることになっています。

これはJIMGAの貢献が国際的

にも認められたということで、

非常に喜ばしいことだと思いま

す。

医療ガス業界における 
国際整合化の状況

司会：ぜひ後に続く方に出てき

てほしいですね。さて、最近は

産業ガスのみならず医療ガスに

ついても、整合化なり国際的な

動きが活発になりつつあるよう

ですが、仲山部長いかがでしょ

うか。

仲山：IHCでは医療ガスについ

ても交流の機会をつくり、活発

に意見交換をしています。しか

し、どの国でも薬事法で既に制

度化されていますので、整合化

に関しては共通の話題がなく、

まだ情報公開の状態であまり進

んでいないのが現状です。ただ、

日本では別なところから風が吹

いてきました。2010年8月から厚

生労働省がGMP［注7］調査体制強

化検討会を開催し、P
ピ ッ ク ス

IC/S［注8］

という団体に加盟することを

検討しているのです。PIC/Sと

は、欧州各国の厚生労働省のよ

うな機関が集まって 1995年に

発足した、GMPの基準を作成・

整合化を図ると共に、相互査察

が進むように活動している団体

です。加盟国は昨年1月に加盟

したばかりの米国を含め、欧米

を中心に現在36 ヵ国。アジア

で既に加盟しているのはシンガ

ポールとマレーシアで、タイ、イ

ンドネシア、フィリピン、台湾

は加盟を申請中、日本、韓国、

香港は加盟に興味を示している

状況とのことです。

　PIC/Sに加盟しますと、医薬

品製造所の査察内容が共有で

き、加盟国から輸入される医薬

品等の製造販売承認が迅速化さ

れるというメリットがありま

す。また、企業側からのメリッ

トは、相互認証制度が活かされ、

相手国の査察受け入れが減るこ

とです。現在、日本はPIC/Sに

加盟していませんので、アメリ

カに輸出しようとするとFDA

の査察を受ける必要がありま

す。しかし、PIC/Sに加盟して

アメリカと同じ認証を受ける

ことができれば、こうした面倒

な手続きが不要になるのです。

JIMGAでは日本のPIC/S加盟に

際してさまざまな協力をしてお

りまして、昨年はPIC/Sと日本

の制度とのギャップを分析し、

その結果を厚生労働省に提出し

ています。とはいえ医薬品とい

う難しい分野であるため非常に

敷居が高く、加盟申請から正式

に加盟が認められるまで最低

5 ～ 6年はかかると聞いていま

す。厚生労働省では来年度（2012

年度）に加盟申請予定とのこと

です。

司 会：PIC/Sに加盟した場合、

医療ガスを製造販売している企

業にどういう影響が出るとお考

えですか。

仲山：現在、国の許認可を受け

て行っている医療ガス製造に対

し、プラスアルファの手順なり、

確認事項なりが求められる可能

性があります。それにより、余

分な出費を強いられる可能性が

心配されます。そこで現在、協

会員が行っている実施要領にで

きるだけ準ずる形にしてもら

うように、厚生労働省を通じて

PIC/Sと交渉して行くことが非常

に重要だと考えています。

JIMGAのISOにおける活動

司会：国際標準化といえば、当

然ISO［注9］があるわけですが、

JIMGAでISO会議に出席されて

いる逵常務に、ISOにおける産

業ガスの整合化の動きや特徴、

またJIMGAのISOにおける活動

をご説明頂きたいと思います。
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逵：私は技術・保安部会の事務

局で活動しております。技術・

保安部会は自主保安ということ

でさまざまな業界自主基準や指

針、安全に関するDVDやe-ラー

ニングなどを作り、セミナーな

どで周知徹底を図る活動をして

います。ISOについてはJIMGA

の容器技術WGと超低温貯槽

WGの委員がエキスパートとし

て、ISOの原案を審議するKHK

の国内委員会に参画していま

す。

　ISOは、 国 際 標 準 化 機 構

（International	Organization	 for	

Standardization）と言いまして、

あらゆる分野の国際標準化を

進めている組織です。産業ガ

ス業界としましては、ガス容器

全般を扱うテクニカルコミッ

ティTC58 と超低温容器に関

するTC220 について国際会議

に 参 加 し て い ま す。ISOの 組

織は一国一機関で、日本では

日 本 工 業 標 準 調 査 会（JISC＝

Japanese	 Industrial	 Standards	

Committee）が代表し、高圧ガ

ス分野ではKHKに業務を委託

しています。私たちはISO国際

会議に出席していますが、その

中で常に感じるのは、国際標準

化と国内の法規制には大きな

ギャップがあるということで

す。そして標準化の大きな壁は、

各国に既にさまざまな法規制が

あり、その上で国際標準化が話

し合われていることです。その

ため最近では、ISOの規格と各

国の法規制に相違がある場合は

法規制の方を優先するという条

文を入れることで標準化を進め

て行こうとする動きもありま

す。

　また、日本の安全システムを

国際規格の中に入れて行くため

には相当の準備をし、議論に必

要なさまざまなデータを提出し

て安全をアピールすることが必

要です。例えば、KHKが内規

で定めているアセチレン容器の

型式試験は日本の詳細なデータ

を理解して頂き、多くの部分を

ISO規格原案に採用されること

になりました。この規格原案は、

現在コミッティドラフト（CD）

の段階からISOの原案となるド

ラフトインターナショナルスタ

ンダード（DIS）の段階に進んで

います。

　ちなみにISO会議のシステ

ムですが、まず新しい議題の提

案はニューワークアイテムプ

ロポーザル（NWIP）と呼ばれま

す。ワーキンググループはこれ

を議論し、コミッティドラフト

（CD）を作ります。そしてこの

ドラフトを基に各国からコメ

ントが出され、それらに対処し

たDISが作られ、さらに各国の

チェックの後ファイナルドラフ

ト（FDIS）ができます。そして

最終的にISOとして規格が出版

されます。各段階へ上がるには

各国代表のメンバーによる投票

で 3分の 2以上の賛成が必要で

す。ISO会議は年1回の開催で

すので、一つの案件がまとまる

まで 5年ぐらいかかります。先

ほどのTC58 とTC220 の場合、

日本はTC58 に関してはPメン

バーで投票の義務と権利を持

ち、積極的に原案を作成する作

業に携わっていますが、TC220

に関しては投票権のないOメン

バー（オブザーバー）となって

います。Pメンバーにならなけ

ればISO原案の段階で自分たち

の考え方を国際規格に反映させ

ることが難しくなりますし、ま

たPメンバーのみが投票権を持

ちますので、TC220 に関しても

Pメンバーとなれるよう、KHK

や他団体に積極的に働きかけて

いるところです。

司会：容器検査は水を使うのが

日本では一般的ですが、ISOで

は水ではなくアコースティック

エミッション（ガス圧による応

力波）を採用していることが多

いようです。これを日本に採用

できないかという声があるよう

ですが、いかがですか？

逵：そういった議論はあります。

日本では法規制で容器の耐圧試

験に水を使いますが、半導体産

業など水を嫌うユーザーがいる

からだと考えられます。しか

し日本ではまだ知識が少ないの

で、ISO会議で知り合いになっ

た韓国の専門家を招へいし、勉

強会を開くなどして、いろいろ
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情報を集めようとしているとこ

ろです。アコースティックエ

ミッションの精度、信頼性につ

いて、検証を重ねて行く必要が

あると考えています。

司会：最近JIMGAのRFタグに

ついては、日本の主張がISOで

認められつつあると聞きました

が、いかがでしょうか。

逵：RFタグについては、ご存知

のように日本国内で容器RFタ

グ運営委員会が活発に活動して

います。最初にISOでRFタグ

の会議に参加した時はLF（低

周波数）HF（高周波数）帯の電

波を使用した規格が検討されて

いました。これは 10年前にド

イツによって草案が作られたま

までした。しかし、日本で採

用している超高周波の電波を

使ったUHF帯の方が、一括読

み込み、遠隔読み取りなどが

可能で、LF/HF帯よりはるか

に作業効率がよいのです。そ

こでJIMGAでは、一昨年にベ

ルリンで行われたISOの会議で

UHF帯の導入を提案しました。

プレゼンでは映像などを使って

日本の状況を説明し、ドイツ、

フランスなどの国から日本の進

んだ技術を認めてもらいまし

た。そして昨年8月、ISOから

正式にUHF帯を入れた修正案

が出されたのです。しかしなが

らUHFの制約としてはICチッ

プのメモリが少ないということ

があります。日本ではRFタグ

には 28 の管理項目を入れます

が、その 28項目のデータを 1 つ

のICに入れるには固定長でな

いとうまく入りません。そこで

日本ではICのメモリの中にデー

タの幅を決め、コンパクトに収

納してしまっています。仮に次

世代のICを使ってもISOで議論

されている可変長方式ではデー

タが全部入りません。それ故に

既存の規格の可変長のデータ構

造と、固定長の両方のデータ構

造の両方を読み込めて使えるソ

フトを開発しなければならない

のです。そこを一緒に開発しよ

うということが、今年1月のア

ルゼンチンの会議で決まりまし

た。そのための小委員会が立ち

上げられ、次回はデータ構造に

詳しいIT技術者も入って議論

が進められる予定です。うまく

進めば、画期的なことになりま

すが、まだ入り口の段階ですの

で、これから専門家が尽力して

行くことになるでしょう。

今後の課題と問題点

司 会：JIMGAは 300万 本 以 上

の容器にRFタグを付けるとい

うことを目標に掲げていますの

で、それを取り付けた後で国際

基準と違ってしまうという事態

はなんとしても回避したいもの

です。そこはぜひJIMGAの皆さ

んに努力して頂きたいですね。

さて、ここまでは国際標準化の

現状やそれに対するJIMGAのこ

れまでの取組みを振り返ってき

たわけですが、最後に今後の課

題や問題点、将来の見通しなど

をお伺いしたいと思います。

増田：私はJIMGAでの具体的

な作業に関する課題をお話し

ます。既に仲山さんが述べら

れたようにIHCでは作業を効率

化すべく、4協会共通で使える

ウェブ上の自動システムの導入

を計画しています。システムは

現在CGAが開発し、今後一年

以内に導入される予定です。し

かし、我々JIMGAにとって、こ

こでも大きな問題となるのは英

語です。他の国では協会だけで

なく会社の担当者も直接システ

ムを通して対応できるようにな

り、より迅速に業務が進むはず

ですが、システムが英語のため、

日本では事務局が窓口となって

翻訳に期間を要するというこれ

までの状況があまり変わらない

のでは、と予想いたします。こ

逵　嘉樹
Tsuji Yoshiki
JIMGA　常務執行役員　技術・保安部会担当
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れでは他の協会に比べてますま

す後れを取ってしまいますし、

何のために合理化したか分から

ないということになりかねませ

ん。今後の大きな課題といえる

でしょう。

　また、これも仲山さんが既に

述べられておりますが、これま

では作業をどう進めて行くかを

決めた整合化文書の様式の公式

のドキュメントがなかったので

すが、国際会議で話し合われ、

近頃ようやくまとまってきたと

ころです。IHCワークプロセス

と言っておりますが、これは今

年2月のタイの国際会議で最終

確認される予定です。今後は

JIMGAもIHCのこのプロセスに

従って作業を進めて行くことに

なります。

　もう一つの大きな課題はド

キュメントの改訂作業です。既

に決定された標準化基準は先

ほど申し上げたように 23件に

上っており、各地域の法規の変

更や情勢の変化などに合わせて

約5 ～ 6年に 1回は、その改訂作

業を行わなければなりません。

案件が増えるに従い、作業量が

大きくなることも予想されてい

ます。今後それをどう処理して

行くかを考えて行かなければな

りません。

　さらに、これは既に述べまし

たが、国内の法規制が海外と大

きく異なることも頭痛の種で

す。日本には「高圧ガス保安法」

で、産業用のガスを規制してお

りますが、これが他国の規制よ

りも非常に厳しく、チェックす

るのに多大な労力と時間を要す

るのです。また、ガスは同じで

もその取扱いが異なる場合もあ

り、それらを整合化して行くの

にも多大な労力を必要とするこ

とが予想されます。例えば、使

用する材料で言うと、欧州では

広く使われており、価格もそれ

なりに安いのに、それを日本で

使用するとなると割高になり、

全体的に競争力をなくしてしま

うようなケースもあるのです。

　最後に挙げますのは、日本と

欧米の技術者レベルの違いから

発生する問題です。日本では産

業ガスを扱う技術者は一定のレ

ベルの知識を有していますが、

欧米では技術者のレベルはバラ

バラです。そのため、日本から

見るとなぜここまでと思うよう

なことまでマニュアル化されて

います。我々としては国際標準

化に向けて、そのギャップをど

う埋めて行くかが今後の課題の

一つだと考えています。　

逵：私はヒューマンリソースの

確保が重要だと思っています。

現場で技術者が発信力を持って

やって行くためには、語学力

を持った人材が欠かせません。

ISOは起案から規格になるまで

4 ～ 5年ぐらいかかりますので、

その担当者が腰を落ち着けて取

組める環境も必要です。5 ～ 10

年の単位で作業して頂ける若い

方が、今後最も求められる人材

だと思います。

仲山：私がJIMGAでIHCの作業

をしていて実感しましたのは、

日本と欧米では基準に対するも

のの考え方が根本から違うとい

うことです。そもそも基準の生

い立ちが大きく違います。欧米

では日本のような高圧ガスに特

化した法律がなく、その代わり

に自分たちで保安、安全の基準

を作って行ったという歴史があ

りますが、一方の日本は明治以

降に先進技術を取り入れた際に

高圧ガス保安法が作られたとい

う経緯があります。自分たちで

何かあったときには基準をアッ

プデートして行きましょうとい

う欧米と、官が法律で基準を決

める日本では、企業の安全基準

に対する考え方に大きなギャッ

プがあって当然なのでしょう。

しかし、その効力については、

日本は欧米に比べてどうも事故

件数が少ないという実態があり

ますので、それをアピールポイ

ントとして、日本の基準を世界

に取り入れてもらえるように活

動して行きたいと思っていま

す。日本経済は金融危機以降、

経済が低迷していますが、産業

構造を考えると今後は多くの日

本企業が海外へ活路を見出すこ

とになると思います。そういっ

た状況の中では、国際標準化は

非常に重要になってきます。会
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員の皆様もぜひその点にご注目

頂ければと思います。

太宅：現在は国際化を進める 4

つの協会だけでなく、オセアニ

アのA
ア ン ツ ィ ガ

NZIGA、 中東のM
エムイージーエー

EGA

などさまざまな団体が存在し、

国際標準化・整合化の動きは世

界中に広がっています。整合化

の発端は、欧米のメジャー企業

が相互に進出した時、同じ会社

でありながら欧米間で基準の相

違があり、コストもかかる背景

があったからだと思います。ま

た、アジアやその他の地域でも

独自の基準を持たない国が少な

くありませんでした。彼らが

進出している地域が多いことか

ら、CGAやEIGAの既存の基準

を活用し、また必要なドキュメ

ントを作り、力強いやり方で迅

速に基準を広めて行きました。

その辺は、アジア圏、特に日本

にはなかなか真似のできないと

ころです。しかし、今後は日本

ももっと自国の持っている良い

ものをアピールし、採用させて

行く活動が必要だと思います。

さらに大切なのは整合化作業の

実務に従事されている方々の活

動を業界として、また企業とし

て認知し、バックアップして行

くことだと思います。

司 会 ： J IMGAの会員の中に

は、国際標準化・整合化に対し

てJIMGAは何をしているのか

分からないという声がまだまだ

根強くあります。そこで最後に

JIMGAがやっている活動が、

具体的にどんな成果をもたらし

たかについて、お話し頂けます

でしょうか。

逵：一つの例として、保税扱い

の輸出専用高圧ガス容器に関す

る内規の改訂を挙げたいと思い

ます。これまで国内で特別充

塡できる容器は先進6 ヵ国（日

本を含めて 7 ヵ国）で製造され

たものに限られていましたが、

ユーザー側からは韓国やインド

などの容器も認めてほしいとい

う要望が次第に強くなっていま

した。そこでJIMGAが調査を

して会員会社の要望をまとめ、

経済産業省の保安課に提出しま

した。その上で保安課からの要

請に対し、米国や欧州、アジア

の検査機関などの実態につい

て、情報や資料の提供もしてい

ます。こうした保安課への協力

によって、昨年の特別充塡許可

の内規改訂が実現したのです。

　改訂により、先進7ヵ国の規

格及びISO規格、EN規格に基づ

いて作られ、その国の公的検査

機関またはその検査機関が認め

た第三者の検査機関によって認

証された容器は、製造国を問わ

ず日本で特別充塡できるように

なりました。ユーザーの立場は

どんどん国際化しているので、

それに合わせてJIMGAも対応

して行かなければならないと考

えています。

仲山：まだまだ先行投資の意味

が強い分野なので、具体的な成

果を挙げるのは難しいのですが、

日本のスペシャルな分野を世界

に認めさせたということは大き

いのではないでしょうか。例え

ば、「往復動酸素圧縮機」、｢アル

シン｣、｢ホスフィン｣、｢半導体

用特殊材料ガス｣などの基準は

JIMGAリードでやっています

が、こうした分野で欧米に対し

てリード協会として認めさせた

ということは、ローカルからグ

ローバルに出て行く今後の動き

に際して、大きな意味があると

思っています。

豊 澤：JIMGAがやっているこ

の国際標準化・整合化の活動は

やや分かりにくく、JIMGAの

会員の皆様にも十分ご理解して

頂けていないこともあるようで

すが、実際にはいろいろな場面

で役に立っていることが本日は

少しお分かり頂けたのではない

でしょうか。

　私は国際標準化の取組みにつ

いては、日本と欧米との基本的

なところでやや違いがあると考

えます。日本では「あ、うん」の

呼吸で意思疎通を図り、人を信

頼し、技術的な対応も現場の人

に任せる傾向がありますが、そ

れに比べて欧米は多種多様な人

がいて、それぞれの技術レベル

や能力は千差万別です。マニュ

アルや基準を作って事故を防

止、最小化することがオペレー

ションの前提として不可欠なの
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です。コストのかかることでは

ありますが、彼らはそれを上手

くビジネスに結び付けてきまし

たし、さらに世界へも広げてき

ました。

JIMGAが取組んでいる国際

標準化・整合化の活動は、世界

の産業・医療ガス業界に日本か

ら声を一つにしてワンボイスで

積極的に発信することを通じ、

日本の産業・医療ガス業界が世

界で一定の存在感を発揮するた

めには非常に重要な活動と思っ

ております。また、今後ますま

す経済活動がグローバル化され

る中、会員会社におかれても国

際化、国際進出される際に必ず

お役に立てると思っております

ので、JIMGAとしては会員の

皆様のご理解、ご協力を頂き、こ

れからも取組みを強化、加速さ

せて行きたいと思っています。

用語解説

注1 : 	IOMA＝International	 Oxygen	 Manufacturers	
Association,	Inc.－国際酸素製造者協会
米国ワシントンに事務所を置く。1943年発足。当初は
米国の酸素製造業者の集まりだったが、後に国際的
な組織に。現在正会員（投票権有り）65社で、日本企
業は 9社。大陽日酸、エア・ウォーター、日本エア・	
リキード、岩谷産業、東京ガスケミカル、小池酸素工業、
リキッドガス、岩谷瓦斯、高千穂化学。準会員（日本は
JIMGAも含め 3企業・団体）45社・団体。世界の 4地域
の産業・工業ガス協会、即ちCGA（北米）、EIGA（欧州）、
AIGA（アジア）、JIMGA（日本）は準会員。現在の会長
はビル・クロール氏（Matheson社CEO&会長）で、以下
13名により運営されている。

注2 :		CGA＝Compressed	Gas	Association－圧縮ガス協会
米国バージニアに事務所を置く。1913年設立。今年
100周年を迎える。米国とカナダが加盟。

注3 : 	EIGA＝European	Industrial	Gases	Association－欧州
産業ガス協会
ベルギーのブリュッセルに事務所を置く。1923年に
前身であるCPI（Commission	Permanente
Internationale）を設立。現在のEIGAになったのは
1991年。欧州23 ヵ国が加盟。会長以下9名で運営され
ている。

注4 :  AIGA＝Asia	 Industrial	Gases	Association－アジア産
業ガス協会
シンガポールに事務所を置く。2003年設立。現在8ヵ
国が加盟。中国は駐在員事務所。会長以下7名で運営
されている。

注5 : 			GC＝Global	Committee－グローバル委員会
1998年にIOMAの中に組織され、活動を開始する。
産業ガスの国際的な標準、実践基準等を統括。実質
的にIHCはGCへの報告・合意を得る必要がある。会
長以下11名で運営されている。日本から青木エア・
ウォーター会長、松枝大陽日酸会長、牧野岩谷産業
社長が参加。

注6 :		IHC＝International	Harmonization	Council－国際整合
化委員会
199 1年からCGAと
EIGAにより実務を開
始。1998年にIOMA	
GCが組織され、1999
年にJIMGAが参加。
さらに2003年にAIGA
が参加し、4協会と
なって現在に至る。
GCの実働部隊。各協
会からの参加は各3
名迄。年間2回の国際
会議を開催し、その
ほかメール等にて打
合せや検討作業を行
う。現在までに23案
件の整合化完了。現
在は30案件が進行中。

注7 : 	GMP＝Good	Manufacturing	Practice　
日本では「医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品
質管理基準」の省令に該当。

注8 :		PIC/S＝二つの協力機関「Pharmaceutical	 Inspection	
Convention」と「Pharmaceutical	 Inspection	 Co-
operation	Scheme」の統合呼称－医薬品査察協定及
び医薬品査察協同スキーム
製薬業界の監査に関する協力の枠組みを定める協会。
既に加盟運用している国は、オーストラリア、ベル
ギー、デンマーク、フランス、ドイツ、イタリア、
スイス、ノルウェー、フィンランド、イギリス、カナ
ダ、マレーシア、シンガポール等。アメリカは本年1
月に加盟。日本は加盟申請に向けての準備作業中。

注9 : 	ISO＝International	Organization	for	Standardization：
国際標準化機構
国際規格であるISOを決める機構。

IOMA組織図 

IOMA

GC
（グローバル・コミッティ）

実働部隊

  
（インターナショナル・
　ハーモナイゼーション・
　カウンシル）

IHC

内部の委員会
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山日記
大陽日酸株式会社　松枝　寛祐

兎に角寒い。充分な装備は身に着けてい

る筈だが指先、つま先がチリチリと痛い。

ストックを握る指先を動かし山靴の中の指

を動かしながらヘッドライトに照らされた

前を行くガイドのステップから遅れないよ

うに懸命に足を前に出す。時間は午前 2 時

過ぎだろうか、4703m のギボ・ハットを出

発してから 3 時間は歩き続けている。高地

のため空気中の酸素量が地表の 6 割位で足

取りは重く息は苦しい。ガイドのエリアが

“ドント	チエンジ	マインド”と声をかけて

くれる。初志貫徹、ガンバレと言うことだ。

独立峰のせいか風が強く体感気温は	

－ 20℃以下に感じる。エリアが立ち止り空

を指さす。月はなく満天の星空である。日

本の山では星の大きさが米粒か小豆位とす

ればここでは大豆みたいに大きく見える。

見渡す限り所狭しと星が犇めいている。そ

の中に目指すキリマンジャロの稜線上に菱

形を縦にしたように四つの星、その高い所

にある星が一際輝いてみえた。南十字星だ。

シンガポールに住んでいた時でも見られな

かったので一瞬の感動であった。荒い呼吸

を整える間もなく急な斜面を足元ばかりに

眼を落して歩き続ける。

午前 5 時頃山の肩の位置にあるギルマン

ズ・ポイント（5685m）に辿り着いた。ここ

で小屋を 30 分後に出発した仲間 4 名とガ

イド 2 名と合流した。実は今回自分は入山

する直前から酷い下痢に悩まされ、この 4

日間ろくに食事も摂れず皆が 3720m 地点で

高度順化をした日もベッドとトイレで過ご

すはめになっていたため、皆より一足早く

小屋を出発したのだった。風の当たらない

岩陰を探すがどこにいても風と寒さが厳し

い。持参のサーモスから熱い紅茶を一口飲

んですぐに歩きだした。ここからは頂上台

地の上なので今までより急な所はなく少し

は楽になった。

そして雪というか氷の上に出た。2050 年

には地球温暖化のために消えてしまうと言

われている“キリマンジャロの雪”を歩いて

いる内に東、後方にあるマウェンジ峰から

太陽が顔をだしてあたりを明るく照らし始

めると断崖状になった氷河の迫力ある景色

が眼の前に広がっていた。最後の苦しい登

りを終えると遂に頂上だ。ウフルピーク、

5895m。アフリカ大陸の最高地点。2007 年

8 月 15 日午前 7 時。空は青く快晴、眼下に

は大クレーター、雪原そして氷河が一望の

下に広がっている。しかし余りに広く大き

な山の真ん中のためか動物天国のサファリ

の舞台である下界は見えない。ガイドや仲

間たちと感激の握手を交わし記念撮影をす

る。ホっとするのも束の間頂上には 15 分程

いて、高山病対策からもすぐに下山を始め

た。今日の登りの高度差は 1200m、これか

ら下山の高度差は 2200m。

この山は亜熱帯に位置するせいか山の様

相は高度 1000m 毎に大きく変化する。麓

から 2500m まではジャングルの中を行き、

猿やカメレオンなどの動物や色とりどりの
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花をつけた草木そして 3800m 迄は乾燥地

帯となり、見たこともないサボテンの仲間

達、そしてそれから上は全くの砂漠地帯と

なり緑の全くない荒涼とした景色が続く。

4800m から上は砂礫と岩とそして雪という

か氷河地帯へと続いている。

思い返せば高校時代に友人達と八ツヶ岳

（赤岳）や槍ヶ岳に登ってからもう 50 年も

山登りを続けている。大学でワンゲルに入

部して本当に熱中した。春、残雪期の山は

実に美しい。厳冬期には全て白く閉ざされ

ていた自然が息を吹き返し緑色に染まりだ

す。夏は沢を詰めたり縦走したり雪渓をグ

リセードで滑ったり最も活動的になる。秋

は肌寒さを感じながら紅葉と初雪をまとっ

た山はとても静かで熊や狐、ウサギたちの

世界になる。どこか物悲しいこの季節の山

は一番自然との一体感を感じるときかも知

れない。

こうして書いてみると山は美しく、楽し

くまた感激を味わう良いことばかりに見え

るが、それはほんの一瞬で殆んどが辛く厳

しくまた時には命の危険さえもある場所で

もある。

では人は何故山に登るのか ? よく聴く質

問である。あのヒラリー卿は“そこに山が

あるからだ”と答えたが、では人はなぜ海

に潜るのか ? 人はなぜ空を飛ぶのか ? 結局

は皆同じと思う。本気で何かに立ち向かっ

た時そこには何かがあるから人はそれに惹

きつけられるのだろう。都会で慌ただしく

生活していると、自然と一体となって他の

ことは何も考え（られ）ずにひたすら目標

に向かって体を動かすことは非日常的な快

感、感覚をもたらしてくれるものかも知れ

ない。
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Ⅰ . 技術・保安部会

容器技術　WG

2012年1月9～13日の日程でアルゼンチンのブエ

ノスアイレスにて開催された、再検査基準など容

器の使用に関するISO規格を審議するISO/TC58/

SC4のWG会議と年次総会に出席しました。

ブエノスアイレスは、成田空港からニューヨー

ク経由で 34時間かかり、日本との時差が 12時間

あって 1月の気温は 32℃を超す真夏の気候です。

会議は、事務局の米国（ANSI）主導により、アル

ゼンチン規格協会（IRAM）の会議室で、欧米を中

心に 8 ヵ国17人の出席とウェブ参加者3人の計20

人で行われました。

前半の日程で開催されたWG会議では、①容器再

検査のアコースティック・エミッション試験規格の

改定（ISO16148）、②複合容器の充塡時検査の新規格

化（ISO14266）、③既存容器を他国で安全に使用する

ための新規格化（ISO15453）、④RFタグに関する規

格の改訂（ISO21007-2）について議論しました。

日本はJIMGAが採用したUHF帯RFタグをISO

規格に反映させるため、当該WG会議で日本の現

状と要求をプレゼンテーションしました。出席委

員から現状の規格に規定されていないUHF帯RF

タグの将来性について理解と評価を得ることがで

きた上、当該WGに技術専門家で構成する小委員

会を新たに設置し、正式にUHF帯RFタグを含め

た本文改訂に取組むことが決まりました。

また年次総会が後半2日間の日程で開催され、

前回ベルリンで開催された議事録の確認、TC58

活動報告、TC58/SC4に関する国連活動報告、懸

案となっているISO規格18件についての状況と、

今後の計画を協議して共有化を図りました。

最後に、次回の年次総会は2013年2月4～8日、

ロンドンまたはパリで開催することが決まり、5

日間の日程を終了しました。

（IRAM 玄関前にて 2012 年 1 月 12 日）

超低温貯槽　WG

当WGは下記の事項について重点的に活動しま

した。

1．自主基準の作成

超低温液化ガス（酸素・窒素・アルゴン）充塡用

ステンレス製フレキシブルホースの取扱いに関す

る自主基準についてその策定を行い、技術審議会

に上程し、承認されました。

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、規制改革WGを通じて経済産業省に

提出して行きます。

4．高圧ガス販売事業者保安セミナーでの講演

中国地域本部にて「CEの構造と安全な取扱い」

をテーマに講演を行いました。下期には先の「超

低温液化ガス（酸素・窒素・アルゴン）	充塡用ス

テンレス製フレキシブルホースに関する取扱い自

技術・国際ニュース
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技術・国際ニュース

主指針」の内容について講演を行う予定です。

当WGは、上記4点の事項につきまして、今年

度下期も積極的に活動を継続して行きます。

充てん技術　WG

当WGは大きく 2点について取組んでいます。

第一は平成22年に完成した「充てん工場の地震対

策指針」の普及啓蒙です。本指針のセミナーを、

東北地域を除く全国で開催しました。今後は本指

針を、今回の大震災の経験を考慮した内容に改訂

するべく情報収集を図り、取組んでいます。第二

は新たに「カードルの技術指針」作成への取組みで

す。本指針作成の情報収集として、現状の実態調

査を各地域本部にお願いし、大変お世話になりま

した。誌面をお借りして厚くお礼申し上げます。

現在作業部会を結成し、指針の骨子が見えたとこ

ろで、大変な作業になると思われますが、今後も

頑張って参ります。

尚、当WGでは12月16日、本年度第二回目の定

例会議を開催し、合わせて㈱西海総合ガスセン

ター様のご厚意により、RFタグの運用状況を見

学させて頂きました。また12月22日には、大変お

忙しい中、当WGと東北地域本部技術保安部会の

合同会議を開催し、「充てん工場の地震対策指

針」の改訂に、今回の大震災の経験を反映させる

べく、意見交換をさせて頂きました。こちらも誌

面をお借りして改めて東北地域本部にお礼申し上

げます。

保安対策　WG

「高圧ガスハンドブック」の改訂版を3月中旬

に発行します。同ハンドブックは、平成18年6月

に初版が刊行され、高圧ガスの製造／販売事業

者、ユーザーだけでなく、行政の方々にも愛読

されて約8000部を販売しました。刊行後約5年が

経過したことを契機に、最新の法令改正内容、

JIMGA発行のMSDSで使用されているガスの物性

値との整合性などを網羅すると共に、より使い易

くするために、新たに索引を設けました。

初版同様、多方面の方々にご利用頂き、高圧ガ

スの保安確保の一助になることを期待していま

す。また現在、CE（酸素・窒素・アルゴン・炭

酸ガス）の自主検査指針の策定に取組んでおり、2

年後の完成を目指しています。

教育研修　WG

1．	安全教育用教材（e-ラーニング【高圧ガスの安

全基礎知識】）の活用推進・PR

昨年作成し、現在JIMGAウェブサイトに掲載・

公開中のe-ラーニングについて、JIMGA主催の講

習会等で教材として活用してもらうほか、会員企

業等での教育用として積極的にPRしています。

2．	安全教育用教材（e-ラーニング第2弾【水素編】）

の作成　　　　

講義形式のe-ラーニング第2弾として、【水素編】

を作成中です。JIMGA会員企業の関係者向けだけ

でなく、一般ユーザーにも水素の基礎知識の習得

や危険性、取扱い方法について広く知ってもらう

ことを目的にしています。内容は用途・製造方法・

供給形式・物性等を中心に、安全に関する注意事

項、事故事例等を盛り込んだものにする予定です。

安全統計　WG

1．	JIMGA安全ニュースNo.6

毎年、高圧ガス保安協会が公表している高圧ガ

ス関係事故を「産業ガス業界に係る事故」として再

分類・再集計してウェブサイトに掲載していま

す。今回は特に人身事故の分析（過去6年間、111件）

を行い、ガス種別に発生状況と事故原因の分析を

行いました。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、活用頂きたくお願いします。

2．	労働災害統計調査

平成22年の会員企業の労働災害について、192
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社から回答を頂き、9月に報告しました。死傷者

件数・度数率・強度率共に、これまでで最も良い

数値となりました。今後災害の内容の分析も実施

して行きたいと思います。平成23年の労働災害統

計調査も実施しますのでご回答・ご協力のほどよ

ろしくお願いします。

3．	事故情報の収集

会員会社等の事故につきまして、原因・対策を

検討してウェブサイトに掲載していますが、ほと

んど提出されていません。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、更にお願いします。

ヘリウム技術　WG

1．	液化ヘリウム容器（デュワー容器）の安全確認

（自主点検）に関する指針について

デュワー容器は、高圧ガス保安法の規制がなく、

各社で安全基準が異なっているため、統一自主点

検基準マニュアル作成に取組み、技術審議委員会

で承認されました。今後は、液化ヘリウム充塡会

社等への普及に努めます。

2．	高圧ガスの規定と貯蔵容器の判定フローについて

ヘリウムに限らず「高圧ガス」と判断するため

に、質問に対してイエス、ノーを答えて行けば、

高圧ガスであるか否かを、少ないステップで判別

できるフローシートを作成しました。

3．	肩ラベル及びイエローカードの改訂について

ヘリウムガス、液化ヘリウムのイエローカード

及び肩ラベルの改訂案を、現在作成しています。

4．	カードルの安全対策について

カードルの安全対策については、ヘリウムに限

らず、多くのガスが該当しており、関連WGとも

連携を取りながら、継続して取組んでいます。

5．	ヘリウムに関する技術情報、海外情報の収集

と共有化について

この課題につきましては、現在も継続して取組

んでいます。

Ⅱ . 環境・安全部会　

地球温暖化対策　WG

昨年11月28日～12月11日にかけて、南アフリ

カ・ダーバンで開催されたCOP17では、京都議定

書第2約束期間の設定や、米中印を含むすべての

国が参加する将来の枠組みに向けたプロセスが合

意されました。また、京都議定書第2約束期間へ

の日本の不参加も明記されました。

本年は実現可能性のある新たなエネルギーミッ

クスと温暖化中期目標の策定が実施されます。業

界としても環境自主行動計画の最終年として確実

な目標達成に向け努力すると共に、2013年以降の

次期行動計画である日本経団連の「低炭素社会実

行計画」への参加形態の具体化が課題となります。

再生可能エネルギー特別措置法の7月施行に向

け、減免措置の対象事業所の規模、認定基準につ

いて今後検討されます。この動向に業界として注

視し、対応して行きます。

また、「温暖化対策税」の創設、電力会社の電

気料金値上げ、夏場の電力需給対応等、産業ガス

業界として意見・要望をまとめて行きます。

環境保全　WG

2010年度の地球温暖化抑制活動結果として、産

業ガス業界の「ガス酸素・窒素」「液酸素・窒素」「液

アルゴン」「液化炭酸ガス」の生産エネルギー使用

実績、グリーン物流WGが集計した液製品輸送（タ

ンクローリー）エネルギー使用実績をLCIデータ

としてまとめました。その結果から「産業ガス業

界の環境自主行動計画フォローアップ調査」報告

書を作成し、日本化学工業協会（日化協）を通して

日本経団連に提出しました。

JIMGAは日本経団連が発表した 2013年以降の

次期行動計画「低炭素社会実行計画」に参加するた

め、産業ガス業界各社を取りまとめ、日化協の枠

組みに参加します。また「低炭素社会実行計画」

を実現するために産業ガス業界の生産エネルギー
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使用実績管理などを行い、BAT（最先端技術）に

よる今後の生産エネルギー削減ポテンシャルを調

査・検討した結果を反映させて行きます。

経済産業省カーボンフットプリント・ルール検

討委員会発行文書などを参考に、「ライフサイク

ル全般（原材料調達から廃棄まで）でどの程度CO2

を排出しているか」を表示するための基本的な考

え方を「産業ガス業界におけるカーボンフットプ

リントの手引き」としてまとめました。

化学品安全　WG

1．	国内で流通している希ガス（ネオン・キセノン・

クリプトン）は、圧縮ガスの状態での流通が一

般的でMSDSも作成済みです。海外で充塡され、

輸入されたキセノンガスは、圧力と温度により

液化キセノンの場合もあります。そこで、新た

に液化キセノンのMSDSを作成しました。

2．	各製品技術のWGと共同して、一般ガス・混合ガ

スの 35種類に加え、水素ガス及び液化二酸化炭

素の「ボンベ肩ラベル」を作成しました。今回作成

した「ボンベ肩ラベル」は、MSDSを基本にGHSに

対応した絵表示や緊急時応急指針番号・国連番号

などを加えた容器イエローカードとしての役割を

持ったボンベ肩ラベルになっています。

3．	緊急措置連絡カード（イエローカード）は、高

圧ガスの性質や応急措置の方法、緊急連絡先等

を記載し、高圧ガスの輸送時の事故に運転手が

速やかに対応するものです。この緊急措置連絡

カード（イエローカード）については、作成済み

のMSDSとの整合性を確認し、各製品技術のWG

と共同で改訂を行いました。また今回作成した

MSDS、ボンベ肩ラベル、緊急措置連絡カード

（イエローカード）の番号体系の見直しを行い、

JIMGAとして番号の整備を行いました。

以上の項目については、JIMGAの技術審議委員

会の了解を得て、JIMGAのウェブサイトへ掲載

する予定です。

また、酸素・窒素・アルゴンのJIS改定につい

ては、当WG内でガス分析の専門家などに意見を

確認し、検討して行きます。　

　　　　　　　　　　　　

Ⅲ．ガス別技術 WG　

炭酸ガス技術　WG

炭酸ガス事業に関係するJIMGA会員21社での

「炭酸ガス技術WG」はその総会を5月19日に開

催し、前年度活動報告と新年度活動計画に関して

討議しました。

東日本大震災により極めて困難な状況に置かれ

た関東、東北の関係事業所は、まだ原料炭酸ガス

の調達が難しい時期で、尚かつ併発した福島原発

事故による「電力不足」が、迎える夏場の炭酸ガ

ス需要期にどのように影響するか予断を許さない

時期でもありました。

その後は代表8社による定例会議でJIMGA技

術・保安部会の各WG活動の課題の消化、活動内

容の報告を行いました。その成果に関しては各関

係者（炭酸21社及び地域本部事務局）に議事録の形

で報告し、順調な活動を展開しています。

3年毎に開催されている「炭酸ガス保安講習

会」は今年で16回目になりますが、この伝統ある

会は継続する方針です。8社定例会議も隔月開催

から毎月開催に頻度を上げるなど、秋の保安講習

会に向けて活動中です。

溶解アセチレン技術　WG

JIMGA会員の溶解アセチレン製造事業所は、

統計登録上、現在42事業所となっています。その

内東北、関東地区に 11事業所がありますが、東

日本大震災では東北の事業所が特に大きな被害を

受けました。中でも大船渡の岩手工業㈱は壊滅

的な被害を受けていましたが、8 ヵ月後の 11月か

ら生産再開が果たせる状況を迎えました。ご苦労

をねぎらい、復旧を称えたいと思います。

その中で代表10社による溶解アセチレン技術
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WG活動を、以下の日程で開催しました。

　第1回定例会議：7月21、22日

　第2回定例会議：12月16日

基準、規格類の見直しに関する討議とJISの改

定案の検討、及びイエローカードと容器イエロー

カードに関する作業を行い、JIMGA化学品安全

WGの方針に歩調を合わせ、適正化モデルを作成

しました。

水素技術　WG

平成23年度の活動として、第1回WG会議を4月

22日にJIMGA本部で開催し、第2回WG会議を8

月26日に大阪府商工会館で開催しました。第3回

WG会議は研修会として、11月18日に鳥取県の容

器製造工場を訪問し、会員各社の技術・知識向上

を図りました。第4回WGは3月16日にJIMGA本部

で開催予定です。また、メインテーマである「水

素ガス消費基準」の改訂作業を実施するためにサ

ブWGを結成し、読み合わせチェックを合計3回

実施しました。サブWGでは各メンバーが持ち回

り方式で各章の内容議論を繰り返し、消費者の立

場に立った改訂と液化水素の項目の追加を行いま

した。この「水素ガス消費基準」は平成24年7月

頃の発刊を予定しています。平成24年度はさらに

「水素ガス消費基準」の講習会資料の作成に取組

んで行く予定です。

特殊ガス技術　WG

1．特殊材料ガスのイエローカード見直しについて

79種類の特殊材料ガスについて最新の情報に基

づき見直しを実施し、本年3月に完成予定です。

来年度の技術審議委員会へ上程を予定します。ま

た4種類のMSDSを改訂、1種類のMSDSを廃止し

ました。

2．国際部会対応について

IHC-WGの国際整合化ドキュメントの作成に委

員を派遣しています。ここで「半導体材料ガスの

安全な取扱指針」の作成に携わり、本指針は本年

度の技術審議委員会にて承認されました。更に

「セレン化水素の安全な取扱指針」の作成にも協

力し、完成を目指します。

3．RFタグについて

高温対応RFタグは、価格の大幅なアップが見

込まれ、採用については厳しい状況です。今後も

委員を派遣し、引続き取組みを進めます。

4．NF3対応について

NF3に関する一般高圧ガス保安規則改正に伴う

べく関係例示基準の改正に対して、JIMGA要望

案を保安課に提出し、現在審議中です。

Ⅳ．国際部会　

IHC対応　WG

昨 年10月29日 ～ 11月2日 に 京 都 で 開 催 予 定 の

IOMA年次総会で、本整合化活動の功労者として、

元IHC対応WG長、鷲頭隆氏の表彰が行われる予定

でしたが、東日本大震災並びにそれに引続く福島原

子力発電所の事故により、取りやめとなりました。

それに代わり、11月1日にIOMA理事会と本整合化

活動の承認機関であるIOMA	Global	Committee会

議が東京のホテルニューオータニにて開催され、晩

餐会で鷲頭隆氏の授賞式が行われました。尚、鷲

頭氏は、今年チリのサンチャゴで開催される予定

のIOMA年次総会にも招待されています。

整合化活動につきましては来たる2月29日～3月2

日の3日間、タイのバンコクにて第30回IHC国際会

議が開催されます。会議では、現在進行中の23プロ

ジェクトに対する各協会の進捗状況確認、整合化基

準の提案からプロジェクト化されて4協会すべてで

基準書発行が完了するまでの作業基準書、新たな整

合化基準候補について、議論される予定です。

当WGでは鋭意会員各社のご協力を得て、整合

化基準のJIMGA版基準作成に取組んでいます。

できる限り少ない負担で必要な基準書を作ること

を目指し、取組み課題としています。さらに整

合化プロジェクトの対応のためにJIMGAの関係

部会・WGにて評価・検討をお願いしています。皆
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様のご意見を反映し、本活動を進めて行きますの

で、皆様の本活動に対するご理解ご協力をお願い

します。

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、あるいは継続検討しています。

1．	『国民の声』は間接的であり、効果が良く分か

らない所もあるので、まずは監督官庁である経

済産業省（METI）との直接対話に重点を置く

こととしました。

2．	監督官庁への直接要望の検討（主な継続案件は

以下の通りです）

（1）		高圧ガス設備また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

（2）	材料試験における曲げ試験の表裏区別の緩和

（3）	超低温容器の膨張測定試験の廃止

（4）	CE等の耐圧検査用流体の明記

（5）	コールド・ストレッチCE等の例示基準化

（6）	超低温容器用材料にSUS304N2の採用

（7）		シラン毒性に関する検討（特ガスWGとの連携）

3．	2001年から継続的に募集し、蓄積された規制

改革要望項目については、改めてリスト化し

「優先度」、「現在の状況」、「今後の対応」等の

項目を再編纂中です。

特別充塡許可については、『保税扱いの高圧ガス

容器、高圧ガスの輸出専用の高圧ガス容器等の特別

充塡について（内規）の制定について』の制定に関す

るパブリックコメントが 6月28日に出されました。

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KHKの案が制定されました。制定

されたKHKS（KHKS	0850	保安検査基準・KHKS	

1850	定期自主検査指針）に基づいてMETI保安課

の審査会に提出され、現在までの2回の審査会で

は特に大きな問題は出ていませんので法制化が進

むものと思われます。

平成24年3月にはKHKによる本改正についての

説明会が開催されます。

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の工事に係る規制のあり方

に関する委員会（JIMGAの委員も参加）」の提案が

METIに提出され、現在METIにて検討中ですが震

災の影響もあって現状進展がない状況です。指定

設備も 10年になるプラントが増えるタイミングで

もあり、非常に重要な案件のため、METIとの打

合せ時等の機会に状況を確認する予定です。

NF3関連一般則・コンビ則の改正については、

METIから「一般高圧ガス保安規則の機能性基準の

運用について」の改正提案があり、その中で消火

器の取扱いについてJIMGA自主基準、実務面の懸

念事項等を踏まえてMETIと折衝を継続中です。

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、発効されま

した。現在はEIGAが中心となって産業ガスの

REACHに関する対応も含めて進めています。

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基準としての改訂を進める予定です。本

要領書はJIMGAのウェブサイトに全文が掲載さ

れており、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

なって毎年規制改革要望を行い、一定の成果を収

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）、監督官

庁やKHKと直接折衝するべきものと、効果的な

対応を実行します。

監督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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1 ．保安セミナー

日　時 :	平成23年10月20日（木）13:30 ～ 16:15

会　場 : エア・ウォーター北3条ビル

共　催 : 北海道溶材商業会

受講者 : 44名

内　容 : 

①　「充てん工場の地震対策指針」の解説

　　　		講師　JIMGA技術・保安部会

　　　　　　		充塡技術WG長

　　　　　　		柴田　展良　氏

②　「高圧ガスローリ乗務員保安対策指針」の解説

　　　		講師　JIMGA技術・保安部会

　　　　　　		保安対策WG委員

　　　　　　		大沼　倫晃　氏　

　北海道地域本部	藤原本部長の開催の挨拶に続

き、「充てん工場の地震対策指針」について、3

月11日の東日本大震災の情報を交えて解説を行い

ました。また、セミナー解説終了後、JIMGA本

部	逵常務執行役員から本部の活動状況及び情報

提供の報告と、JIMGAウェブサイトのe-ラーニン

グ等についての紹介がありました。セミナー終了

後、修了証を交付し、すべてのスケジュールを終

了しました。

2 ．視察会

日　時 :	平成23年11月8日（火）

視察先	:	北海道内のLNG関連施設

参加者	:	24名

内　容 :

今回の視察は、今後も需要の伸びが予想されて

いる天然ガスについて、北海道内のLNG関連施

設を視察しました。まず、北海道ガス㈱が石狩

湾新港に建設中の大規模液化天然ガス（LNG）基地

（平成24年12月稼働予定）建設現場を訪れ、地上式

としては国内最大級（18万kL）のLNG貯槽や外航

船バースを見学しました。現在、全体工程の約

70%が完成し、平成24年10月の第1船入港に向け

て順調に工事が進捗している状況です。次に、苫

小牧勇払地区にて天然ガスを採掘し、北海道内に

供給している石油資源開発㈱北海道鉱業所を訪

れ、完成したばかりのLNG受入基地などを見学

しました。勇払ガス田は、道内初の本格的天然ガ

ス田であり、安定供給のために最新のシステムを

完備しています。また、受入基地の建設は、道央

圏を中心に需要が拡大しており、ピーク時の冬場

の安定供給を図ると共に、製造業等の大口需要家

への新規供給を視野に入れて建設されています。

最後に苫小牧市明野地区の天然ガス試掘場所を見

学して、視察会を終了しました。

北海道地域本部

セミナー風景①

セミナー風景②
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石狩 LNG基地　LNG貯槽建設中現場

北海道ガス㈱による説明

石狩 LNG基地　外航船バース

石油資源開発㈱による説明
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1． 消費者向け高圧ガス保安講習会 

（宮城県高圧ガス保安協会）

日　時 : 平成23年10月18日（火）13:15 ～ 16:30

　　　　平成23年10月26日（水）13:30 ～ 16:45

会　場 : 東北職業能力開発大学校（18日）	

　　　　	宮城県トラック協会トラック研修セン

　　　　ター（26日）

受講者 : 19名（18日）、34名（26日）

内　容 : 

①　「高圧ガス保安法と事故事例について」

　　　宮城県消防課	 千田　　恵　殿　

　　　仙台市消防局	 伊深　新也　殿

②　溶断機器の正しい取扱い方とアセチレンガ　

　　スの逆火実験

　　　小池酸素工業㈱	 山本　　博　氏　

　　　日酸TANAKA㈱	 武田　隆志　氏

③　高圧ガスの正しい取扱い方

　　　仙台アセチレン㈱	 吉田　　馨　氏

2．製造保安責任者試験対策法令セミナー

日　時 : 平成23年10月27日（木）13:00 ～ 17:00

会　場 : ホテル法華クラブ仙台

受講者 : 23名

内　容 : 

　東北地域本部では、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して、国家試験対策

法令セミナーを開催しました。講師からは「今年

度は保安法に大きな改正はないので、重要ポイン

トをしっかり把握していれば合格間違いない。復

旧・復興で日常業務が大変だとは思うが、しっか

り勉強して欲しい」との激励がありました。受講

者は皆、テキストや法令集にマークを入れたり、

メモを取ったりしながら一生懸命聞き入っていま

した。

3． 本部充てん技術WGと東北地域本部技術保安

部会合同会議

日　時 : 平成23年12月22日（木）15:00 ～ 17:00

会　場 : ホテル白萩

出席者 : 27名

内　容 : 

東北地域本部管内の充塡所は、東日本大震災の

地震、津波で大きな被害を受けました。JIMGA

本部充てん部会は「充てん工場の地震対策指針」

改訂の参考とするため、本部委員等12名が宮城県

の津波被災充塡所の視察を行いました。その後、

東北地域本部技術保安部会委員と合同で「地震対

策指針の改善」に関する協議を行いました。津波

被害に関しては、東北地域本部委員の実体験談が

多く話され、熱心な協議が行われました。

4．東北地域本部正副本部長会議

日　時 : 平成24年1月26日（木）15:45 ～ 17:00

会　場 : 仙台国際ホテル

出席者 : 11名

内　容 : 

東北地域本部産業ガス部門及び医療ガス部門の

正副本部長により合同正副本部長会議が開催され

ました。本会議に新しく参加した役員の自己紹介

後、山口代表本部長より「東北地域は、東日本大

東北地域本部

仙台地区アセチレン逆火実験の風景
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震災で大変な一年となりました。しかし、新年か

ら気持ちを新たにして、皆様と力を合わせて高圧

ガス保安の確保に努めて行きましょう」との挨拶

がありました。会議では、平成24年度の主要な事

業（平成24年度役員会や定時総会の日程、保安講

習会計画、RFタグ推進等）に関して協議を行いま

した。

5． 津波により流失した所有者不明容器処理事業

の推進

東日本大震災の津波で流失した高圧ガスボンベ

の処理事業が開始されました。昨年5月に国の予

算が5億1千万円計上されたものの、なかなか契約

に至らず、ようやく、11月に岩手県高圧ガス保安

協会と処理業者2社、12月に宮城県LPガス協会と

処理業者2社にて随意契約が結ばれました。宮城県

では、一般高圧ガスボンベは当協会会員にて処理作

業の委託を受けて進めています。作業完了は平成24

年3月末予定で、実質的には2ヵ月強の限られた期

間となっています。流失ボンベの仕分けを行い、

識別マークを記入し、容器記号番号や所有者記号

番号を調査し、県のウェブサイト及び会員へ公表

して所有者の確認を行いながら、処理に向かって

作業を進めています。今年は例年以上に寒い日が

多く、積雪もあり、足場が悪いため、ガレキ集積

場は非常に厳しい作業環境となっています。	

仙台地区ガレキ集積場でのボンベ仕分け風景

＜システムの特長＞
� 販売管理と容器管理の連動処理を実現 / 売上入力と容器入力を同時に行えます
� 容器使用料計算書は各地域に合わせた設定が可能 / 最終ユーザー別に地域に合せた契約方式で登録可
� 100パターン以上の他社製バーコード読取実績有 / 用途に応じた各種ハンディ準備
� 改正薬事法対応システム / 医薬品製品情報コード / 酸素購入価格の届出書発行 等
� 充実の各種サブシステム / 必要なシステムのみ選択導入頂きます
� 仕入先・得意先等の取引データ連携実績多数 / ミス・ムラ・ムダを省きます

　“怪傑・瓶々丸”

　か い け つ ・ び ん び ん ま る

Ｒ シリーズ

＜機能強化ポイント＞
� 保安管理 / 周知書作成・MSDS提供・受領処理、貯蔵量チェック、点検・処置履歴、保安台帳作成 等
� 在宅管理 / 患者情報管理、機器情報管理、点検管理、使用明細作成、使用明細売上連携 等
� 見積・受注・発注管理 / 見積書作成、受注処理、発注処理、仕入連携、売上連携 等
� 容器検査 / シームレス・LGC・LPG容器再検査、検査報告書作成、販売管理連携機能 等

バーコード
プリンタ 防爆PDA

パソコン

携帯プリンタ

大画面高性能
ハンディターミナル

小型高性能カラー
ハンディターミナル

充てん
管理

システム
概念

ｼｽﾃﾑ
ﾒﾝﾃﾅﾝｽ

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ

ﾊﾝﾃﾞｨ

容器
管理 見積

発注

在宅
管理

財務
連携随時

処理
内部
統制

ﾃﾞｰﾀ
送受信

保安
管理

容器
検査

ｱｾﾁﾚﾝ
管理

LPG

CTI

改正
薬事

受注
販売
管理

資料請求・訪問デモの
お申し込み随時受付中！

アシスト・ワン ホームページ
http://assist1.co.jp

情報端末

http://assist1.co.jp

神鋼商事(株)
東日本溶材部　 TEL(03)3276-2345
西日本溶材部　 TEL(06)6206-7186
西日本中国グループ TEL(082)228-7444
西日本九州グループ TEL(092)431-4911
名古屋支社 機械・溶材部 TEL(052)563-8201

取 扱 店
(株)富士通マーケティング

開 発・販 売 元
株式会社　アシスト・ワン

産業営業本部 TEL(03)5804-8241
東海営業本部 TEL(052)211-1761
神戸支店 第二営業部 TEL(078)371-8582
九州支社 ビジネス営業部 TEL(092)472-4711

東京本社 〒104-0043　東京都中央区湊2丁目2番8号(ＣＫビル)
TEL(03)3555-0240(代)　FAX(03)3555-0252

大阪支社 〒556-0011　大阪市浪速区難波中1丁目9番10号(マッセ難波ビル1号館)
TEL(06)6648-7780(代)　FAX(06)6648-7788

＜Ver 8.0 リリース！＞
� 怪傑･瓶々丸シリーズもいよいよVer 8.0のリリース
� Ver 8.0の主な特長としてハンディ機能の大幅UP、情報端末を活用した患者・機器管理
� RFタグ対応ハンディシステム 等

おかげさまで容器管理システム納入実績NO.1 
パソコン1台から大規模環境までご要望にあわせたご提案をさせて頂きます

RFタグ対応
ハンディターミナル

Ver 8.0 シ リ ー ズ
新 登 場

（R F タ グ 対 応 版）
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1 ．炭酸ガス技術グループ研修会

日　時：平成23年9月2日（金）

研修先：東京炭酸㈱

参加者：7名

内　容：

LNGを利用して液化炭酸ガス・ドライアイスを

製造するプラントを見学

2 ． 水素技術グループ＆エア・ガス技術グルー

プ合同研修会

日　時：①　平成23年11月10日（木）

　　　　②　平成23年11月11日（金）	

研修先：①　	公益財団法人	水素エネルギー製品

研究試験センター

　　　　②　	岩谷瓦斯㈱	広島工場

参加者：12名

内　容：

①　	水素関連製品の耐久性試験、試験方法の開発

等の施設を見学

②　	RFタグの説明を受けた後、装着状況を見学

3 ．容器RFタグ推進グループ研修会

日　時：平成23年11月25日（金）

研修先：	岩谷瓦斯㈱	館林ガスセンター

参加者：14名

内　容： 

RFタグによる容器管理について説明を受けた

後、装着状況を見学

4 ．高圧ガスローリ乗務員保安指針セミナー

日　時：平成23年10月7日（金）13:30 ～ 16:20

会　場：	日本教育会館

参加者：23名

内　容：

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　小山　博幸　氏

②　DVD講習	｢酸素による事故事例と安全対策｣

5 ． 高圧ガス販売事業所自己診断指針セミナー 

＆ JIMGA e-ラーニング説明会

日　時：平成23年11月29日（火）13:30 ～ 16:40

会　場： 日本教育会館　

受講者：35名

内　容：

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	｢酸欠を防止しよう｣

③　JIMGA	e-ラーニングについて

　　　JIMGA常務執行役員　逵　嘉樹　

関東地域本部

セミナー会場風景

セミナー会場風景
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6 ．平成24年新年賀詞交歓会開催

日　時：平成24年1月16日（月）17:00 ～ 18:30

会　場：ホテルJALシティ田町		東京

出席者：200名

内　容：

　主催者を代表して挨拶に立った平峯代表地域本

部長は、｢今年も電力の値上げ、デフレ、円高、

産業の空洞化等々、課題は山積みですが、我々は

しっかりと地域本部の活動をして行きたいと思っ

ています。今年の干支にあやかり、竜が天に昇る

ような年にするための秘策は、皆様お一人おひと

りの心の中にあります。会員会社、販売店、ユー

ザーへの啓蒙のための講習会を引続いて開催し、

我々の最優先課題である保安に尚一層の努力をし

て行きます」と挨拶しました。

続いて、来賓を代表してJIMGAの豊田会長は	

	｢今年は、恵みを得て大いに伸びるとされる辰の

年です。私は、今年は世間で言われるほどひどい

年にはならないと思います。復興に向けた18兆円

が時宜を得てうまく使われたならば、景気も秋ご

ろには上向くでしょう。今年は一人ひとりが自

主独立の気持ちを持って正しい仕事、正しい行

いをすればよい年になるはずです。JIMGAは今

年の重点取組みを、産業・医療ガス両部門でそ

れぞれ4つずつ挙げていますが、コンプライアン

スを充分に認識しながら、この課題を一歩でも二

歩でも進めて行きたいと思います。関東地域本部

はJIMGA全体の約4分の1を占める大組織ですの

で、平峯代表地域本部長及び鈴木本部長指導の下

での皆様の活動を大いに期待しています｣と挨拶

されました。

その後、医療ガス部門の鈴木本部長の乾杯の

後、懇談が行われました。その後、出席された皆

様は和やかに歓談され、産業ガス部門の岡﨑副本

部長の中締めをもって平成24年の新年賀詞交歓会

はお開きとなりました。

平峯代表地域本部長挨拶

豊田会長挨拶

賀詞交歓会風景
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1 ．平成23年度東海セミナー

　「充てん工場の地震対策指針」の説明会

日　時 :	平成23年9月16日（金）14:00 ～ 16:30

会　場 :  名駅菱信ビル

受講者 : 52名

内　容 : 

①　充てん工場の地震対策指針

　　　JIMGA技術・保安部会　充塡技術WG　

　　　　　　　　　　　　　　　伊藤　芳宣　氏

②　東日本大震災	被災状況

　　　JIMGA東海地域本部　事務局長　

　　　　　　　　　　　　　　　渡辺　弘行　

③　JIMGA本部の活動動向

　　　JIMGA本部　常務執行役員　森　和博

平成23年3月11日に東日本大震災が発生したこ

と、また東海地域は東海・東南海地震がいつ発生

してもおかしくないと言われている地域でもある

ことから、「充てん工場の地震対策指針」の講習

を受講された方々は、非常に熱心に耳を傾けてい

ました。また、JIMGA本部の活動についても説

明をし、協会へのご理解を頂きました。

2 ．愛知県・新城市総合防災訓練

日　時 :	平成23年8月28日（日）9:00 ～ 11:30

場　所 : ふれあいパークほうらい

内　容 : 

東海・東南海地震を想定し、愛知県、新城市、

各防災関係機関、地域住民等の参加協力の下に、

総合的な防災訓練を実施しました。地震発生時の

迅速かつ的確な応急活動の協力体制確立、防災意

識の高揚が目的です。当協会は、備蓄医薬品等の

輸送訓練に参加し、医療用酸素ボンベを応急救護

所へ輸送する訓練を行いました。

3 ．愛知県高圧ガス移動防災訓練

日　時 :	平成23年10月14日（金）13:30 ～ 16:00

場　所 :	一宮市光明寺公園	南派川河川敷

内　容 : 

（1）訓練・実験

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　	

東海地域本部

伊藤講師の講習風景

備蓄医薬品等の保管場所への搬入

液化酸素の漏えい通報訓練
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②　	水素ガスの燃焼実験

③	　	空気呼吸器装着・アンモニアガス漏えい処理

訓練とモノシランガス（特殊高圧ガス）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	　	正しい容器積載方法の実演及び液化石油ガ

ス容器バルブからのガス漏えい閉止訓練並び

に液化石油ガスの燃焼実験

（2）展示

①	　	液移動実験と液化石油ガス発電機による電

気発生及びガス放出防止器等

②	　	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

4 ．緊急地震速報を活用した防災訓練

日　時 :	平成23年12月1日（木）15:00 ～ 15:30

場　所 :	JIMGA東海地域本部　事務所

参加者 :	12名　災害時対策委員及び事務局

内　容 : 

気象庁の緊急地震速報受信時対応キットを活用

して、会議開催中に東海・東南海地震が発生した

ことを想定した避難訓練を行い、防災意識の高揚

を図りました。

訓練テーマ：①　自分の身は自分で守る

　　　　　　②　災害対策本部の設置訓練

5 ．愛知県高圧ガス保安大会

日　時 : 平成23年10月26日（水）13:30 ～ 16:00

会　場 : 愛知県女性総合センター（ウィルあいち）

　　　　ウィルホール

内　容 : 

平成23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。

6 ．中部高圧ガス保安大会

日　時 : 平成23年11月17日（木）13:30 ～ 17:30

会　場 : 名古屋逓信会館

内　容 : 

平成23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。

アセチレン容器の消火訓練

地震発生で机の下に避難する訓練

指定場所に避難する訓練



産業ガスレポート vol.2639 産業ガスレポート vol.26

7 ．平成24年新春賀詞交歓会

日　時 : 平成24年1月5日（木）15:00 ～ 17:00

会　場 : ホテルキャッスルプラザ　鳳凰の間

内　容 : 

東海地域本部は、新年休み明けの1月5日に東海

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います。この平

成24年新春賀詞交歓会におきましては、当地域本

部米田本部長が、来賓として新年の挨拶をしまし

た。

米田代表本部長　挨拶

明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したことを、まずはお祝い申

し上げます。

昨年は、3月11日の東日本大震災、これに伴う福

島原発の事故、タイの洪水、欧州の信用不安、超

円高というように、国内だけでなく世界において

も大変な年でした。しかし、その年を表す漢字と

して「絆」が選ばれましたように、「絆」を感じた一

年でもあったと思います。

さて、JIMGA産業ガス部門では、「保安・安全

対策」、「環境問題対策」、「地球温暖化対策」等の

課題、さらには不明容器撲滅のために、「容器賃貸

借契約化の推進」及び「RFタグによる容器管理の

普及推進」に取組みます。また、医療ガス部門で

は「医療ガスの保安確保」、「MGR制度の推進・充

実」、「在宅酸素療法における事故防止」に努めて

参ります。

このようにJIMGAも、ここにお集まりの各団体

また各企業様におかれましても、保安を確保する

ため、さまざまな取組みを行われていますが、高

圧ガス保安協会の事故データでは、事故は減少す

るというよりも高い水準で推移している状況で

す。事故を減らすためには、各自の技術や知識

の向上が必要であり、これをサポートするのが企

業、行政、業界で実施する講習会です。今年も

JIMGAでは、技術指針の講習会、炭酸ガス保安

講習会、医療ガス保安講習会の開催を計画して参

ります。

また、東高連の竹腰会長からもお話がありまし

たように、2月28日にKHKと東海高圧ガス容器管

理委員会が「東日本大震災における高圧ガスの被

害状況と復旧への取組み」の講習会を開催いたし

ます。この地域は、東海・東南海・南海の連動地

震が発生すると言われていますので、被災地の声

を聴き、災害対策にお役立て頂きたいと存じま

す。

高圧ガスの事故を減少させるためには、昨年も

申し上げましたが、高圧ガスの容器を早く返却し

て頂く必要があります。この実効を上げるには、

「高圧ガス容器保安対策指針の周知」、「容器契約

化の推進」が必要ですが、これらと同様に容器管理

も重要です。JIMGAでは、容器管理の一方法と

してRFタグの普及推進に取組んでいます。RFタ

グは容器管理を行う上で有効なツールですが、こ

の普及には東高連さんに加盟している会員の皆様

のご理解やご協力が不可欠です。本年も、東高連

さんを始めとする高圧ガス関連団体と協力し合っ

て、事故の減少に寄与して行きたいと存じます。

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、私の挨拶と

させて頂きます。

米田本部長の来賓挨拶



産業ガスレポート vol.26 産業ガスレポート vol.26 40

地域本部からのお知らせ

1 ．高圧ガス消費者保安講習会

日　時 : 平成23年11月25日（金）13:30 ～ 16:30

会　場 : 富山県市町村会館

受講者 :	69名

桐田副本部長　開会挨拶

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。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、

本講習会の開催に当りまして、多大なご協力を頂

きました富山県生活環境文化部環境保全課様に厚

くお礼を申し上げると共に、本日ご臨席を賜りま

した浦田様、そしてこの後「高圧ガス保安法につい

て」の講師をお願いしています山本様にも併せて

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。平成23年1月から 6月まで

の高圧ガス事故は 461件に上り、前年同期457件

と比べますと 0.9%増となります。そのうち、消

費先での災害事故は 196件で、前年同期比29件増

の 17.4%増でした。但し、これには 3月11日に発生

した東日本大震災の地震、津波による 34件の事

故が含まれています。その他の原因には腐食管

理不良によるものが 25件、検査管理不良が 25件、

誤操作・誤判断が 17件の順になっています。さ

らに平成12年以降急増している「容器の喪失・盗

難」は、今回265件にもなりました。こうした容器は、

海外へ持ち出されたり、金庫の破壊、テロなどに

使用されたりする危険性もあるので、充分注意し

て頂く必要があります。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。

来賓挨拶： 富山県生活環境文化部　環境保全課　

ガス火薬保安係長　日吉真一郎　殿

内　　容 : 

①　「高圧ガス保安法・保安検査」

　	　			富山県生活環境文化部　環境保全課　	

　			主任　　山本　充巨　殿

②　「地震対策指針」

　　			JIMGA　板倉　久郎　氏

③　「北陸地域での事故例」

　　			JIMGA　坂本　宏文　氏

2 ．平成24年新年互礼会

日　時 : 平成24年1月17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 :	140名

小倉本部長　挨拶

明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、皆様と共にお迎えしましたことを

心からお喜び申し上げます。

昨年は天災、人災、経済と大変な国難の年であ

りましたが、明るい話題もいろいろありました。

北陸地域本部

講習会風景
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そのひとつには、11月にブータン国王夫妻が新婚

旅行で来日され、国民総幸福度が話題になったこ

とがあります。法政大学の調査によりますと、日

本の都道府県の幸福度は福井県が 1位、富山県が

2位、石川県が 3位と、北陸3県が上位を占めたそ

うです。本日ご参加頂きました関東、関西、北陸

の皆様には、この北陸の地での賀詞交歓会を楽し

んで頂ければと思います。

さて、本年の干支は壬辰（みずのえたつ）という

年です。「壬（みずのえ）」という文字はその音にあ

るように、海や大河を象徴し、草木の新しい命を

育む意味があるといいます。一方、「辰」は理想に

向かって辛抱強くかつ慎重に、さまざまな困難と闘

いながら歩を進めて行くという意味を持っていま

す。この先は困難が予想されますが、そのような志

で前進すれば、大きな転換の年になるでしょう。

さて、JIMGAについて報告いたしますと、まず

産業ガス部門につきましては技術・保安・容器管

理の活動を中心に、今まで以上に保安活動を進め

て行くことが重要だと考えます。最近の高圧ガス

に関する事故発生状況について申し上げますと、

平成23年1月から 6月までの高圧ガス事故は 461件

で、前年同期457件と比較して 0.9%増となってい

ます。但し、これは 3月11日に発生した東日本大

震災の地震・津波による事故34件を含む数字です。

また、「容器の喪失・盗難」が 265件を占めており、

平成12年以降急増しています。喪失・盗難事故に

ついては商慣習の改善、容器管理の徹底を図り、

組織的には溶材組合との連携による容器回収行事

等を進めなければならないと考えています。この

活動の一つとして、3月9日に北陸高圧ガス溶材組

合とJIMGA北陸地域本部によるRFタグ容器管理

説明会を予定していますので、皆様のご参加をお

願いいたします。

次に医療ガス部門ですが、いよいよ医療・介護

のダブル薬価改定の年を迎えました。我々業界に

関連する医療・在宅・介護関連にも、新しい波が

押し寄せてきています。ここで業界全体がうまく

波に乗って行かなくてはなりません。

また、昨年同様にDPC制度（包括的診療報酬制

度）を導入する医療機関はますます拡大していま

すので、値下げ要求などはますます厳しさを増し

て行くと思われます。

災害対応では、昨年3月11日に発生した東日本

大震災に際しまして、当協会本部及び協会員の迅

速な対応により、被災地にガス供給をすることが

でき、JIMGAの存在意義が改めて認識されまし

た。今後は北陸においても、「災害時の医療ガス

等の供給に関する協定の締結」に向けて、各県と

の折衝を行って参ります。

各会社様におかれましては、大震災による教訓

を生かし「立ち直りの早い」企業を目指し、BCP（事

業継続計画）の見直しや、安定供給の確立を強化

されるべきではないかと思っています。

最後になりますが、年頭に当たり業界として更

なる躍進、成長をするために、皆様が明るく、元

気に、そして勇気を持って前進されますことを祈

念申し上げ、挨拶に代えさせて頂きます。

小倉本部長挨拶

会場風景
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1 ．CEメーカー見学会

日　時 : 平成23年9月27日（火）13:30 ～ 15:10

見学先 : エーテック㈱	明石製作所

参加者 :	18名

内　容 : CE製作工程の見学

2 ．大阪府防災訓練

日　時 : 平成23年10月6日（木）13:00 ～ 16:00

場　所 : 藤井寺市船橋大和川河川敷	運動広場

主　催 : 大阪府、大阪府高圧ガス地域防災協議会

後　援 :  高圧ガス保安協会、近畿高圧ガス地域防

災協議会連合会

内　容 :  

アセチレンガス漏洩着火時の応急処置訓練、他訓

練・実験

3 ．地震対策指針セミナー

日　時 : 平成23年10月12日（水）14:00 ～ 16:20

会　場 : 大阪府商工会館

講　師 :	大陽日酸㈱	関西支社技術部長　

　　　　今村　信夫　氏

受講者 :	61名

4 ．京都府保安大会

日　時 : 平成23年10月19日（水）14:00 ～ 16:00

会　場 : ルビノ京都・堀川

主　催 : 京都府、京都府高圧ガス地域防災協議会

後　援 :  京都府一般高圧ガス保安協会、京都府高

圧ガス溶材組合他

内　容 :  

高圧ガス保安知事表彰、講演「行政の視点から見

た被災地対応」等

5 ．兵庫県保安大会

日　時 : 平成23年10月25日（火）13:30 ～ 16:00

会　場 : 兵庫県公館

主　催 : 兵庫県、兵庫県高圧ガス連絡協議会

内　容 : 

①　知事、大会委員長表彰　　　　

②　	記念講演	

「組織再生はモチベーションから」

　　			元神戸北野ホテル支配人　

　　			永末　春美　氏

6 ．大阪府保安大会

日　時 :	平成23年10月26日（水）14:00 ～ 16:50

会　場 : 天王寺都ホテル

主　催 : 大阪府及び大阪府高圧ガス関係10団体

内　容 : 

①　知事表彰

②　		記念講演	

「知られざる豊臣後の大阪城」

　　			大阪城天守閣	主任学芸員

　　			宮本　裕次　氏

近畿地域本部

地震対策指針セミナー風景
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7 ．RFタグ推進部会

日　時 : 平成23年11月1日（火）12:00 ～ 14:05

会　場 : JIMGA近畿地域本部

内　容 :	

①　直近本部活動状況　

②　活動計画進捗状況等

8 ．近畿高圧ガス保安懇談会

日　時 : 平成23年11月16日（水）11:00 ～ 13:15

会　場 :	KKR	ホテル大阪

主　催 : 高圧ガス保安協会近畿支部

出席者 : 近畿地域高圧ガス保安27団体

内　容 : 

 ①　KHKの事業の取組み

②　兵庫県容器保安対策指針説明、意見交換他

9 ．近畿地域保安大会

日　時 : 平成23年11月16日（水）13:30 ～ 17:45

会　場 : KKR	ホテル大阪

主　催 :  原子力安全・保安院近畿支部、高圧ガス

保安協会近畿支部

内　容 :	

①　	原子力安全・保安院長表彰　

②　記念講演「世界の屋根に挑む」

　　　日本山岳会関西支部	支部長　

　　　重廣　恒夫　氏

　　

10．本部動向報告会

日　時 :	平成23年11月25日（金）10:00 ～ 13:00

会　場 : JIMGA近畿地域本部

出席者 : 会員17名

内　容 :  JIMGA本部の活動内容報告

　　　　　	JIMGA本部常務執行役員　逵　　嘉樹

11．CEグループ幹事会

日　時 : 平成24年1月27日（金）11:00 ～ 13:00

会　場 : JIMGA近畿地域本部

内　容 : 

 大阪府実施保安検査のスケジュール打合せ及び

合同会議議題調整

12．大阪新年交礼会

日　時 : 平成24年1月6日（金）18:00 ～ 20:00

会　場 : スイスホテル南海大阪

共　催 : 大阪府高圧ガス熔材協同組合

出席者 :	354名

JIMGA近畿地域本部　松原本部長　挨拶

常日頃はJIMGAの運営に関しまして、組合員

の皆様及び当協会会員の皆様に大変なご協力を

賜り、この場を借りまして厚く御礼を申し上げま

す。本日は皆様方のお元気なお姿を拝見し、心強

いお話を拝聴いたしまして、大変嬉しく感じてい

ます。振り返ればこの数年間、我々の業界にとり

ましては余り好ましくない出来事が続いていま

す。それにより、業界の活動が阻害されたことは

否定できません。本年の干支である「辰」にちな

み、天にも昇るような出来事が起こり、我々の業

界がすばらしい方向に向かうことを祈念するばか

りです。JIMGA近畿地域本部も「自主保安の確立」

「コンプライアンスの徹底」「停滞容器の早期回

収」の基本理念を本年も進めて参りますので、よろ

しくご協力のほどお願い申し上げます。

新年交礼会風景
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13．経済産業大臣表彰

日　時 : 平成23年10月28日（金）　

会　場 : ANAインターコンチネンタルホテル東京

表　彰 :

	優良事業所・製造　

　大和熔材㈱　富田林工場　殿

優良事業所・販売　

　㈱セルフ　殿

14．原子力安全・保安院長表彰

日　時 : 平成23年11月16日（水）

会　場 :	KKRホテル大阪

表　彰 :

優良販売主任者　

　高圧ガス工業㈱　　　荒木　淳支　氏

優良販売主任者　

　イビデンケミカル㈱　田畑　　実　氏

優良事業所・製造　

　㈱マスコール　枚方工場　殿

15．大阪府知事表彰

日　時 : 平成23年10月26日（水）

会　場 : 天王寺都ホテル

表　彰 : 

保安功労者　

　大陽日酸㈱　　　　　今村　信夫　氏

保安功労者　

　㈱エアーメディックス　美馬　洋造　氏

保安功労者　

　住友精化㈱　　　　　佐々木健二　氏

優良従事者　

　リキッドガス㈱　　　井上　直樹　氏

優良従事者

　サーンテック㈱　　　椋橋　明次　氏

優良従事者

　㈱安原酸素　　　　　安原　豊彦　氏

優良事業所・販売　

　大阪車輛工業㈱　殿

優良事業所・販売　　

　㈱セントラルユニ　殿

16．大阪府商工関係表彰

日　時 : 平成24年1月20日（金）

会　場 : エル大阪

表　彰 : 

従業員の部　

　昭和電工ガスプロダクツ㈱　

　　　　　　　　　　　澤田　敏男　氏

従業員の部　

　大陽日酸㈱　　　　　小野木雅治　氏

事業所の部　

　㈱エムジー大阪　殿
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1 ．高圧ガス保安法令講習会

日　時 : 平成23年10月19日（水）13:30 ～ 16:00

会　場 : RCC文化センター

受講者 : 58名

主　催 : JIMGA中国地域本部

後　援 : 広島県、中国四国産業保安監督部

内　容 :

（1）	法令講習

①　「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　金子　健　殿

②　「広島県内の産業ガス事故について」

　　		広島県消防保安課　山根　直子　殿

（2）	特別講演

　「RFタグについて」

　　JIMGA中国RFタグ推進WG長　大下　幹人　氏

2 ．充てん工場の地震対策指針セミナー

日　時 : 平成23年11月8日（火）13:30 ～ 16:30

会　場 : 岡山コンベンションセンター

受講者 : 60名（中国関係40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

内　容 :

（1）	講演

　　「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

　　		保安課　課長補佐　藤井　俊行　殿

（2）	セミナー

①　「充てん工場の地震対策指針」について

　　		JIMGA充てん技術WG	　福田　浩二　氏

②　	「CE日常巡回点検記録表の記載要領」について

　　		JIMGA超低温貯槽WG　濱口　和夫　氏

3 ．平成23年度　中国地域高圧ガス保安大会

日　時 : 平成23年11月15日（火）13:30 ～ 18:00

会　場 : 八丁堀シャンテ

参加者 : 120名

主　催 : 高圧ガス保安協会　中国支部

後　援 :  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

内　容 :  

①　	高圧ガス保安原子力安全・保安院長表彰

②　記念講演会

　「安全先取りに役立てる危険予知活動」

　　　災害予防研究所　所長　中村　昌弘　氏

③　懇親パーティー

中国地域本部

阿南本部長挨拶

セミナー風景
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4 ．平成23年度山口県高圧ガス防災訓練

日　時 : 平成23年11月29日（火）13:30 ～ 15:30

場　所 : 日本製紙㈱岩国工場　日の出グランド

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

　　　　山口県警察本部

協　力 : 	岩国警察署、岩国地区消防組合、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ずるための実施訓練

であり、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行う山口県の（4地区の輪番）

高圧ガス総合防災訓練です。防災意識の高揚、地

域防災の重要性、災害を最小限に留める必要性を

考えさせられる大規模な訓練でした。

5 ．RFタグ説明会

日　時 : 平成23年12月5日（月）14:00 ～ 16:50

会　場 : ホテルサンルート徳山

出席者 : 32名　山口県一般高圧ガス販売事業者

主　催 : 山口県高圧ガス保安協会　一般ガス部会

後　援 : JIMGA中国地域本部

開会挨拶 :		山口県高圧ガス保安協会　

　　　　　専務理事　加藤　朝通　氏

挨　　拶 : JIMGA中国地域本部	

　　　　　事務局長　桑田　満良

講　　演 : 

①　「高圧ガス容器・RFタグについて」

　　	　JIMGA中国地域本部　

　　	　RFタグ推進WG長　大下　幹人　氏

　　	　JIMGA産業ガス部門　

　　	　執行役員		　　　　	和田　彰

②　	「高圧ガス販売事業所・自己診断指針について」

　　	　JIMGA中国地域本部　

　	　　技術・保安部会長　加納　郁久　氏

6 ． 平成24年中国地区高圧ガス関係団体合同新

春互礼会

日　時 :	平成24年1月11日（水）11:00 ～ 13:00

会　場 :	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

	 日本コミュニティーガス・中国支部

出席者 : 192名

主催者挨拶：高圧ガス保安協会中国支部長　

　　　　　　松永　悦夫　氏

来 賓 挨 拶：中国四国産業保安監督部長　

　　　　　　中村　良明　殿

　　　　　　広島県危機管理監　

　　　　　　本瓦　　靖　殿

訓練風景①

訓練風景②
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来賓・共催団体の代表者紹介（関係団体のみ）：

　　　　　　JIMGA中国地域本部長　

　　　　　　永江　　裕　氏

　　　　　　中国高圧ガス容器管理委員会会長

　　　　　　藤井　基博　氏

内　容 : 	

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、総勢約200名の出席の下、盛大

に開催されました。来賓の中村中国四国保安監督

部長のご挨拶では、「昨年は中国管内での高圧ガ

ス事故は74件発生しています。特にコンビナート

関連で死亡事故を伴う爆発事故があったほか、高

圧ガスの性状に由来する噴出、漏えい、火災、破

裂、爆発が2倍強で近年最悪になりました。本年

は、事業現場の皆様には「保安意識の向上と保安

確保の率先行動」、経営幹部の方々には「社内の

保安教育、訓練、情報共有の徹底・改善」、関連

保安団体には「事業者の組織的な保安活動への協

力」をそれぞれお願いします。また4月から原子

力安全・保安院の組織が変更となりますが、高圧

ガスの産業保安の分野については地方の産業保安

監督部の体制は現状のままです。今年もよろしく

お願いします」とお話がありました。

　懇親会は中国高圧ガス容器管理委員会、藤井基

博会長の乾杯で始まり、和やかに歓談が進み、最

後は中国冷凍設備保安協会、徳永素久会長の中締

めで閉会しました。

新春互礼会
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地域本部からのお知らせ

1 ．第2回正副本部長会議

日　時 : 平成23年12月5日（月）16:00 ～ 17:30

会　場 : 四国地域本部　事務所

出席者 : 7名　

内　容 :	

①　四国地域本部規程見直しについて

②　内部監査指摘事項について

③　来年度行事予定について

　　	定時総会　開催日程　

　　平成24年5月17日（木）徳島県内にて

2 ．高圧ガス製造技術勉強会

日　時 : 平成23年8月26日（金）13:00 ～ 16:00

会　場 : オークラホテル　丸亀

受講者 : 35名　

内　容 : 

①　	「酸素による事故事例と安全対策」

　　	　大陽日酸㈱　中四国支社　技術課長　

　　	　多畑　英治　氏

②　	「半導体製造に使用されるガス特性とその取

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㈱　

　　　	エレクトロニクス事業本部　グループ長

　　　村上　雅洋　氏

③　	「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㈱　技術部長　宇喜多和秀　氏

3 ．消費者向け高圧ガス保安講習会

日　時 : 平成23年10月28日（金）13:00 ～ 16:20

会　場 : オークラホテル　丸亀

受講者 : 59名

内　容 : 

①　「最近の高圧ガス保安行政」　　　

　　			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　「みんなで学ぶ保安の知識」　　　

　　			四国岩谷産業㈱　　技術部長　

　　　　　　　　　　　　宇喜多和秀　氏

③　「CEの安全運転管理」　　　　　

　　			大陽日酸㈱　中四国支社　技術部　部長附　

　　　　　　　　　　　　福原　清文　氏

香川県防災局危機管理課から防災マニュアルにつ

いての説明もあり、内容の濃い講習会となりました。

4 ． 充てん工場の地震対策指針セミナー　

日　時 : 平成23年11月8日（火）13:30～16:30

会　場 : 岡山コンベンションセンター

受講者 : 60名（四国関係20名）	

主　催 : JIMGA四国地域本部・JIMＧA中国地域本部

内　容 : 

①　「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

　　		保安課　課長補佐　藤井　俊行　殿高圧ガス製造技術勉強会

高圧ガス保安講習会

四国地域本部
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②　	「充てん工場の地震対策指針」について

　　						JIMGA充てん技術WG　福田　浩二　氏

③　	「CE日常巡回点検記録表の記載要領」について

　　					JIMGA超低温貯槽WG　濱口　和夫　氏

5 ．企業研修会（合同研修）

日　時 :	平成23年9月15日（木）、16日（金）

研修先 :	ディスコ㈱

参加者 : 12名

内　容 :  

　半導体、電子部品の材料を小さく切る、薄く削

る、磨くという精密加工装置の製造工程を見学し

ました。溶材関係で取り扱う砥石とは全く違う小

さく薄い砥石を販売するために、その加工装置ま

で製造するという、一貫した品質管理姿勢に感心

しました。

6 ． 平成23年度四国地方高圧ガス保安大会への参加

日　時 : 平成23年11月18日（金）13:00 ～ 16:30

会　場 : ホテル　ニューフロンティア

主　催 :  高圧ガス保安協会及び四国四県高圧ガス

関係団体

後　援 :  中国四国産業保安監督部、徳島県、香川

県、愛媛県、高知県

表　彰 :  優良製造保安責任者表彰

　　　　四国アセチレン工業㈱　緋田　泉　氏　

7 ．平成23年度香川県高圧ガス保安大会への参加

日　時 :	平成23年10月26日（水）14:00 ～ 16:00

会　場 : ホテル　パールガーデン

主　催 :  香川県、㈳香川県エルピーガス協会、香

川県一般高圧ガス保安協会、香川県冷凍

設備保安協会

表　彰 : 

①　香川県知事感謝状

　　　優良製造保安責任者

　　　　四国岩谷産業㈱　間島　武義　氏

②　香川県一般高圧ガス保安協会長表彰

　　　優良製造保安責任者

　　　　日本エア・リキード㈱　

　　　　　　　　　　　　安倍　淳一　氏

　　　　高松帝酸㈱　　　木村　文人　氏

8 ．平成23年度　高圧ガス防災訓練

日　時 : 平成23年10月14日（金）14:00 ～ 15:50

場　所 : 香川県消防学校

参加者 : 約200名

主　催 : 香川県、香川県高圧ガス防災協議会

後　援 : 高圧ガス保安協会

内　容 : 

①　	高圧ガス容器混載車両交通事故による漏洩事

故処理訓練

②　アセチレンガス消火訓練　他

9 ． 近畿府県合同防災訓練　とくしま防災フェ

スタ2011

日　時 : 平成23年10月30日（日）9:00 ～ 13:30

場　所 : 徳島小松島港赤石埠頭周辺

参加者 : 約3,000名

主　催 : 徳島県、とくしま地震防災県民会議

内　容 :  

　自衛隊の艦船、航空機も参加する大がかりな防

災訓練で、四国での開催は9年ぶりとなります。

JIMGA四国地域本部として、訓練会場に併設さ

れた防災関連の展示場に、東日本大震災の高圧ガ

ス設備被災状況についてパネル展示をしました。

パネル展示の模様
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地域本部からのお知らせ

1．地震対策セミナー

日　時 : 平成23年10月14日（金）13:00 ～ 15:30

会　場 : 福岡商工会議所

受講者 : 80名

内　容 :

（1）	開会挨拶　九州地域本部代表地域本部長

　		　	　　　　上原　正弘　氏

（2）	講　演

①　充てん工場の地震対策指針

　　　講師　産業ガス部門技術委員

　　　　　　農頭　重喜　氏

②　東日本大震災被災地での医療ガス配管設備の例

　　　講師　医療ガス部門技術委員

　　　　　　大杉　隆　氏

（3）	質疑応答

（4）	閉会挨拶	 JIMGA 本部　

　　　　　　　常務執行役員　　逵　嘉樹

アンケート集計結果

講演内容に
ついて

大変参考に
なった

参考に
なった

参考になら
なかった

36% 63% 1%
運営について 良い 普通 悪い
会　　		場 74% 26% 0%
資　　		料 43% 53% 4%
スクリーン 43% 50% 7%
音　		　声 45% 53% 3%

講演時間
長い 適当 短い
14% 83% 3%

アンケート回収数76（回収率95％）

2．平成24年九州地域本部賀詞交歓会

日　時 : 平成24年1月6日（金）13:00 ～ 14:30

会　場 : 博多都ホテル

出席者 : 230名

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）

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

内　容 :

（1）	主催者代表挨拶

　　JIMGA代表地域本部長　上原　正弘

新年早々ではありますが、経済見通しの良い

ニュースはほとんどありません。「九州･沖縄

企業の日銀短観（12/15発表）」によれば、九州新

幹線鹿児島ルートの全線開業や小売業の売上げ

減に歯止めが掛かりつつあることなどを背景に

非製造業がけん引したものの、製造業は世界景

気の減速懸念や円高の長期化の影響が出て悪化

しており、“持ち直しの動きが鈍化している”と

しています。「九州経済調査会（12/26発表）」も、

2012年度の九州･沖縄の経済見通しを今年度比

＋0.9%としたものの、復興需要の経済効果への

期待は薄く全国平均（＋1.9%）を下回るとしてい

ます。加えて、大手企業の撤退や規模縮小など

が取り沙汰されています。しかし、今年は辰年

です。不景気の連鎖を“絶つ”、会員各社様が業

績回復に向けて“発つ”年になることを期待して

います。

高圧ガス事故ですが、経済がパッとしない状

況に加えて、高圧ガス事故の件数もまだまだ増

加傾向です。高圧ガスの“災害事故”は全国では

2009 ／ 2010年で＋27%増えました（300件→381

件）。2010 ／ 2011年も「7月末時点での比較」で

＋45%となっています（198件→287件）。ここ福

岡県でも“災害事故”は 2010年の 19件を、11月

末の段階で 21件と既に上回っています。事故

発生原因では、ここ数年“劣化･腐食等”が 40%

前後で第一の原因となっており、やはり設備所

有者･使用者の“自主保安”で防げる事故が多く

九州地域本部
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を占めていると言えます。また、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。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す。JIMGAとしては、

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、①RFタグの普及促

進、②「災害時の医療ガス供給協定」の各自治体

との早期締結、③MGR認定者の拡充と在宅酸

素療法患者の火災事故防止にも重点的に取組ん

で参ります。

本日の賀詞交歓会主催団体である、九州高圧

ガス流通保安連合会、九州高圧ガス容器管理委

員会並びに私どもJIMGAは、ご来賓の方々、団

体とも連携を深め、一層安定した高圧ガスの生

産･流通･消費に貢献して行きたいと考えてお

りますので、引続きご支援、ご協力のほどお願

い申し上げます。

（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　安永　博光　殿

（3）	平成 23 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の井上賢司会長

より贈呈

　①　経済産業大臣表彰

　　　優良製造所	 福岡酸素㈱小倉支社　殿

　②　原子力安全・保安院長表彰

　　　優良販売業者	 ㈱大興　殿

　③　高圧ガス保安協会会長表彰

　　　優良販売業者	 東横化学㈱九州支社　殿

　　　保安功労者	 江藤酸素㈱

　　　　　　　　　　江藤　伸一　氏

　　　保安功績者	 江藤酸素㈱

　　　　　　　　　　日下　明宏　氏

（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会長　

	 山岡　真木　氏

九州地域本部賀詞交歓会
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単位：千㎥

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

北海道 生　産 1,651 1,568 1,498 1,472 1,048 1,349 1,338 1,008 1,201 1,310 1,307 1,460 

販　売 2,491 2,418 2,410 2,214 2,040 2,263 2,178 1,996 2,091 2,207 2,296 2,408 

東　北 生　産 5,640 5,360 2,301 1,581 2,225 2,503 2,253 2,645 2,804 2,729 2,528 2,662 

販　売 12,642 11,785 5,372 2,997 5,209 7,062 7,532 9,225 10,525 10,533 11,315 11,147 

関　東 生　産 43,753 39,054 30,298 34,458 41,233 33,240 36,539 39,733 37,178 40,069 40,721 35,144 

販　売 46,471 42,359 32,352 38,355 44,492 36,835 39,799 44,259 41,637 45,066 46,610 39,755 

東　海 生　産 25,728 25,133 24,852 18,159 22,797 25,276 23,903 24,325 25,513 26,019 26,234 25,604 

販　売 30,840 30,551 29,533 23,999 28,005 29,687 28,564 28,870 29,441 30,369 30,939 30,044 

近　畿 生　産 23,084 25,423 29,371 27,907 29,050 28,518 21,261 27,360 24,110 24,319 22,507 23,322 

販　売 35,774 33,845 37,664 33,786 35,684 34,896 33,356 32,897 31,615 31,092 29,177 32,930 

中　国 生　産 18,724 19,089 20,152 17,840 17,910 18,758 19,766 18,627 15,947 16,584 12,707 12,023 

販　売 23,792 23,066 25,956 23,501 24,685 24,027 24,385 22,552 19,494 20,233 15,735 15,022 

四　国 生　産 1,718 1,698 1,741 1,172 1,749 1,661 1,726 1,375 1,541 1,429 910 1,533 

販　売 2,387 2,628 2,827 3,540 3,205 3,294 3,079 3,099 2,891 2,912 2,992 3,110 

九　州 生　産 17,062 12,977 17,371 15,873 15,814 15,258 14,847 14,493 14,712 14,303 11,005 13,764 

販　売 18,610 14,537 19,601 16,902 17,070 16,389 19,562 17,890 17,075 16,610 15,544 16,837 

合　計 生　産 137,360 130,302 127,584 118,462 131,826 126,563 121,633 129,566 123,006 126,762 117,919 115,512 

販　売 173,007 161,189 155,715 145,294 160,390 154,453 158,455 160,788 154,769 159,022 154,608 151,253 

2011年１月～12月地区別酸素生産･販売実績表

2011年１月～12月酸素生産量＆一般販売実績推移グラフ
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単位：千㎥

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

北海道 生　産 3,427 2,995 3,183 3,406 3,597 3,347 3,479 4,749 4,305 3,710 2,729 2,689 

販　売 4,946 4,175 4,545 4,623 5,424 5,143 5,070 6,704 6,870 5,362 4,362 4,279 

東　北 生　産 11,196 11,900 5,695 5,316 6,661 6,946 6,969 7,925 8,999 8,290 8,082 8,177 

販　売 17,553 16,128 11,148 11,690 15,536 17,242 17,257 15,459 16,458 17,783 18,332 17,031 

関　東 生　産 137,143 134,779 131,694 126,476 138,927 132,721 136,169 135,632 131,145 137,691 138,486 135,620 

販　売 148,069 143,689 143,588 138,595 146,570 151,122 149,098 143,501 143,375 148,018 145,625 143,279 

東　海 生　産 41,755 41,178 44,320 35,872 34,437 41,876 44,621 40,649 43,842 45,046 42,647 42,395 

販　売 70,494 67,830 72,378 67,370 63,812 70,921 73,549 69,947 74,665 74,959 72,815 71,676 

近　畿 生　産 35,252 41,577 43,689 44,018 45,504 46,735 40,237 44,306 40,824 46,737 44,873 44,479 

販　売 63,361 57,846 62,382 63,626 63,481 67,367 70,320 64,209 66,863 65,380 61,373 62,344 

中　国 生　産 30,963 30,249 33,862 32,763 32,850 31,037 30,718 29,431 30,128 30,996 30,820 31,190 

販　売 54,105 53,011 56,356 53,051 55,241 54,508 54,004 52,770 54,762 54,443 51,376 52,039 

四　国 生　産 7,717 7,325 8,282 7,198 8,116 7,737 8,053 7,612 7,766 7,670 7,144 8,461 

販　売 7,821 8,020 8,711 9,194 8,925 9,168 8,881 8,772 8,577 8,968 8,921 10,226 

九　州 生　産 21,353 20,813 23,478 21,046 22,158 22,924 20,804 21,488 20,840 23,384 17,774 21,085 

販　売 22,816 22,134 24,710 21,571 23,011 23,597 23,945 24,425 22,426 22,913 22,248 22,855 

合　計 生　産 288,806 290,816 294,203 276,095 292,250 293,323 291,050 291,792 287,849 303,524 292,555 294,096 

販　売 389,165 372,833 383,818 369,720 382,000 399,068 402,124 385,787 393,996 397,826 385,052 383,729 

2011年１月～12月地区別窒素生産･販売実績表

2011年１月～12月窒素生産量＆一般販売実績推移グラフ
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単位：千㎥

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

北海道 生　産 287 261 297 284 280 269 304 305 303 338 291 307 

販　売 269 254 277 267 239 238 275 268 272 291 261 279 

東　北 生　産 290 267 75 35 52 113 110 156 208 192 202 197 

販　売 2,616 2,374 1,272 818 1,669 2,352 2,552 2,316 2,265 2,191 2,153 1,743 

関　東 生　産 5,723 5,337 3,983 4,216 4,749 5,002 5,346 5,143 5,008 5,344 5,083 4,753 

販　売 4,434 4,636 3,781 3,673 4,022 4,439 4,243 4,083 4,260 4,448 4,189 4,290 

東　海 生　産 4,399 4,637 4,153 3,631 4,068 4,452 4,555 3,908 3,896 3,846 3,998 3,945 

販　売 4,061 4,287 4,140 3,663 3,563 4,192 4,154 3,905 4,234 4,341 4,348 4,354 

近　畿 生　産 3,569 3,858 4,609 4,059 3,440 3,966 4,023 3,912 3,643 3,879 3,982 3,938 

販　売 3,356 3,493 3,991 3,511 3,142 3,430 3,458 3,300 3,424 3,409 3,385 3,438 

中　国 生　産 2,623 2,340 2,579 2,397 2,258 2,283 2,726 2,108 2,226 2,533 2,433 2,327 

販　売 1,101 1,102 1,129 1,056 844 1,042 1,028 938 1,069 1,099 1,040 1,071 

四　国 生　産 136 163 188 148 131 181 169 137 180 148 49 169 

販　売 391 397 433 374 298 356 370 368 423 486 434 471 

九　州 生　産 1,238 1,357 1,583 1,432 1,269 1,551 1,246 1,269 1,248 1,284 1,197 1,193 

販　売 1,832 2,070 2,404 2,108 1,910 1,967 1,828 1,816 1,891 1,782 1,687 1,610 

合　計 生　産 18,265 18,220 17,467 16,202 16,247 17,817 18,479 16,938 16,712 17,564 17,235 16,829 

販　売 18,060 18,613 17,427 15,470 15,687 18,016 17,908 16,994 17,838 18,047 17,497 17,256 

2011年１月～12月地区別アルゴン生産･販売実績表

2011年１月～12月アルゴン生産量＆一般販売実績推移グラフ
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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 合計 前年比

北海道 46,593 45,832 53,833 54,786 50,496 54,106 46,707 48,383 46,038 61,428 57,814 58,352 624,368 97%

東北 63,148 61,277 44,807 43,679 44,247 51,588 48,427 47,599 54,142 65,618 63,864 73,059 661,455 93%

関東 300,674 325,253 313,476 294,431 278,851 299,893 268,873 262,410 273,821 322,312 324,921 339,710 3,604,625 104%

北陸 56,072 54,013 69,453 58,914 51,549 55,264 47,830 45,094 48,231 55,770 57,994 59,842 660,026 108%

東海 137,795 145,175 140,656 126,082 103,893 114,608 105,507 112,507 112,315 136,711 140,463 134,107 1,509,819 98%

近畿 162,422 172,553 181,720 154,198 133,391 147,983 138,563 145,314 137,305 159,815 167,334 170,297 1,870,895 100%

中国 127,363 135,315 140,575 125,368 104,893 114,428 103,915 108,373 115,136 144,052 140,551 143,889 1,503,858 101%

四国 23,016 26,959 27,581 23,586 18,710 22,401 16,720 19,365 15,858 20,172 24,060 27,749 266,177 100%

九州 104,421 100,402 109,019 98,108 85,065 82,977 67,765 72,573 75,111 84,306 91,585 101,297 1,072,629 93%

合計 1,021,504 1,066,779 1,081,120 979,152 871,095 943,248 844,307 861,618 877,957 1,050,184 1,068,586 1,108,302 11,773,852 100%

前年比 101% 102% 97% 96% 101% 103% 98% 107% 102% 104% 95% 99% 100%

2011年１月～12月地区別溶解アセチレン生産実績推移表
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単位：ｔ

工場出荷量 対前年比
用途別出荷割合

溶接用 飲料用 冷却用 製鋼用 化学用 その他

１月 50,759 108.0% 54.6% 13.0% 8.9% 8.0% 9.8% 5.7%

２月 48,578 101.0% 56.2% 13.2% 8.8% 6.6% 9.2% 6.0%

３月 48,790 85.6% 53.7% 14.6% 9.7% 7.7% 8.7% 5.6%

４月 53,433 97.0% 50.1% 17.5% 10.2% 6.2% 10.4% 5.5%

５月 57,792 100.4% 47.7% 16.6% 10.8% 6.4% 12.9% 5.6%

６月 61,149 98.7% 47.7% 15.0% 10.3% 5.7% 14.9% 6.5%

７月 65,619 98.1% 48.3% 17.2% 11.5% 5.3% 11.2% 6.5%

８月 66,013 102.2% 47.2% 15.4% 11.9% 4.6% 15.1% 5.8%

９月 67,291 99.0% 48.3% 12.8% 11.4% 5.1% 15.5% 6.9%

10月 66,824 108.8% 49.4% 13.8% 10.1% 5.0% 15.2% 6.5%

11月 64,847 110.7% 49.9% 13.0% 10.1% 5.2% 15.2% 6.5%

12月 57,862 99.6% 53.7% 15.4% 9.3% 5.2% 10.0% 6.4%

合計 708,957 100.7%

2011年１月～12月液化炭酸ガス工場出荷実績推移表
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単位：生産量（トン）　　酸素消費量（千㎥）

2011年
銑　　　　鉄 転　　炉　　鋼 電　気　炉　鋼 粗　　鋼　　計

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

１月 7,352,354 338,333 7,302,218 488,710 1,947,630 58,121 9,654,978 546,831

２月 6,573,649 317,266 6,552,294 444,565 1,988,659 58,029 8,935,985 502,594

３月 6,780,582 329,610 6,700,632 443,028 2,001,819 57,386 9,112,871 500,414

４月 6,134,608 257,242 5,989,317 400,486 2,068,410 58,533 8,433,043 459,019

５月 6,775,927 274,136 6,618,277 417,360 2,175,394 59,219 9,049,075 476,579

６月 6,663,933 302,678 6,508,065 424,257 2,025,888 58,350 8,885,853 482,607

７月 7,067,047 329,466 6,902,699 452,371 1,915,738 55,373 9,152,148 507,744

８月 6,958,929 316,135 6,811,250 440,672 1,811,600 51,154 8,909,238 491,826

９月 6,657,600 315,225 6,530,895 432,151 2,047,434 59,493 8,888,546 491,644

10月 7,103,765 336,382 6,989,521 436,804 2,240,679 63,508 9,478,490 500,312

11月 6,542,561 296,096 6,385,258 406,962 2,166,160 63,046 8,697,228 470,008

12月 6,417,397 278,615 6,254,886 395,385 2,044,883 59,323 8,402,973 454,708

１．ヘリウム生産・販売量

生
・
販

液・ガス区分 単位
2007年 2008年 2009年 2010年 2011年

数量 前年比 数量 前年比 数量 前年比 数量 前年比 数量 前年比

生
産
量

ヘリウムガス 千㎥ 10,336 105% 10,118 98% 8,906 88% 9,736 109% 9,314 96%

液体ヘリウム 千㍑ 5,960 95% 5,416 91% 5,040 93% 5,350 106% 5,295 99%

合計（ガス換算） 千㎥ 15,038 101% 14,391 96% 12,883 90% 13,957 108% 13,491 97%

販

売

量

ヘリウムガス 千㎥ 10,717 105% 10,856 101% 9,281 85% 9,566 103% 8,532 89%

液体ヘリウム（ガス換算） 千㎥ 5,148 81% 4,477 87% 4,003 89% 4,312 108% 3,743 87%

合　　計 千㎥ 15,865 96% 15,333 97% 13,283 87% 13,878 104% 12,274 88%

２．ヘリウム用途別販売構成比

液・ガス区分 用途区分 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年

ヘ
リ
ウ
ム
ガ
ス

光ファイバー 22% 25% 25% 24% 25%

分析 8% 9% 8% 11% 11%

リークテスト 13% 12% 10% 12% 14%

溶接 11% 10% 8% 7% 6%

バルーン・飛行船 6% 4% 6% 5% 4%

半導体 21% 19% 19% 22% 22%

低温工学 3% 3% 2% 3% 2%

その他 16% 18% 22% 17% 16%

合計 100% 100% 100% 100% 100%

液
体
ヘ
リ
ウ
ム

低温工学 19% 18% 14% 13% 16%

MRI（NMR） 67% 75% 83% 83% 79%

その他 14% 7% 3% 4% 5%

合計 100% 100% 100% 100% 100%

2011年１月～12月鉄鋼･粗鋼生産量と酸素消費量（経済産業省調査統計部資料より）

2007年～2011年ヘリウム生産・販売実績表



産業ガスレポート vol.2659

○賀詞交歓会の席で、経済産業省川上審議官

及び厚生労働省大谷局長から来賓祝辞を頂

きましたことは本レポートの冒頭に詳細掲

載の通りですが、お二人から昨年の大震災

後の協会の取組みについて、協会ならびに

会員各位の活動に敬意を表して頂き感謝の

お言葉を頂きましたことを、この場をお借

りして再度お伝えいたします。

　具体的には、容器の回収の一丸となった取

組み、放射性物質によるエアフィルター汚

染対策への取組み、電力使用制限に対する

協力、災害地への医療用酸素ガスの供給を

協会挙げて支援、の四点について触れて頂

きました。

　協会の関係官庁の幹部から直接表明頂い

たことを、会員の皆様方と一緒になり喜び

たいと思います。当協会職員もこれらの案

件については全力で取組んで参りましたの

で、今後も活動の励みにしたいと思ってお

ります。

○特集記事では今回「国際標準化・整合化」

を取り上げました。記事の冒頭に司会者か

らご披露がありますが、豊田会長は着任後

産業ガス部門の重点課題として四つの課題

を常時挙げておられます。その内、「RFタ

グの普及と容器管理」は一昨年の特集記事、

「環境及び電力への対応」は昨年の特集記事

で取り上げておりますので、今年は残りの

二つの課題である「安全・保安の最優先で

の取組み」、「国際整合化への積極的な取組

み」か、あるいは他のテーマが候補に挙がっ

ておりましたが最終的にこのテーマに絞り

ました。

　このテーマの重要性は総論では皆様方にご

理解を頂いていると思いますが、このテー

マの周辺事情、背景、意義、協会の取組み、

今後の問題点等について、関係者に集まっ

て頂きご披露、ご紹介を頂きました。岩谷

産業（株）太宅常務、大陽日酸（株）仲山部長、

ガスメディア高橋編集長には、大変お忙し

いところご参加ご協力を頂きありがとうご

ざいました。

　できるだけ具体的な話で分かり易くまとめ

たつもりですが、豊田会長が日頃発言され

ている「日本が一体となって、ワンボイスで

世界に発信することの重要性」を改めて実

感いたしました。

○大陽日酸（株）松枝会長（当協会副会長）に

エッセイ寄稿をお願いしたところ、ご多忙

中ながら快くお引き受け頂きありがとうご

ざいました。松枝会長に関する記事、経歴

はたびたびマスコミで見せて頂いており、

いつも大変興味深く読ませて頂いておりま

した。今回の寄稿頂きました「山日記」は、

以前からお聞きしておりました会長のご趣

味の山登りについて、5,895ｍの高山登頂達

成までの苦難、経験、感動を、凄い迫力で

書いておられ、読者もぐいぐいと引きこま

れていきます。我々も憧れる南十字星、キ

リマンジャロの記述、頂上での記念写真に

大変感動いたしました。改めてお礼を申し

上げます。

　　（2012.3．　Ｋ.Ｔ記）

編 集 後 記
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