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●表紙説明●

　夕日に染まった巨大な球体の一部－川崎造船が建造し
たＬＮＧ運搬船「ＥＮＥＲＧＹ  ＡＤＶＡＮＣＥ」（貨物タンク容積：
約１４万５，０００ｍ3、右ページの写真）に４基搭載されているモ
ス型球形独立ＬＮＧ（液化天然ガス）タンクのひとつです。
　天然ガスは世界中で需要が増えており、日本も輸入量が伸
びています。四周を海に囲まれた日本へは、天然ガスは産出
国でＬＮＧに加工され、ＬＮＧ運搬船で運ばれてきます。そし
て陸上タンクにいったん貯留された後、ガスに戻して需要先
に送られます。
（詳しくは「最前線カメラルポ」をご覧ください）。

イラストぎじゅつ入門－◯

必要な場所に移動して発電できる
「ガスタービン移動電源車」は
どのような仕組みなのか
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ご　　　 か　　しょう　 こん　　どう

　クリーンエネルギーで、世界各地に広く、豊
富に埋蔵されている天然ガスの需要が増大し
ている。世界の一次エネルギー消費量の推移
を見ると、天然ガスの１９９４年～２００４年の伸び
率は２９％。これは、石油や石炭、原子力など他
の一次エネルギーの伸び率より高い。２０３０年
にはエネルギー全体の２５％が天然ガスになる
との予測もある。
　日本の２００４年度の消費量は約６，４９０万ｔ

（石油換算）で、一次エネルギーに占める割合
は１２．６％。国内の産出量は消費量の約４％し
かないため、そのほとんどを輸入している。
　島国の日本には、天然ガスは産出国の液化
プラントでＬＮＧ（液化天然ガス）に加工され、
ＬＮＧ運搬船で運ばれてくる。天然ガスを－１６２℃
の極低温に冷やすと液体になり、体積が約６００
分の１に減るため、船による大量輸送が可能な
のだ。世界の天然ガス輸出量の約２６％はＬＮＧ

に加工されており（他はガスのままパイプライ
ンで送る）、日本はそのうちの４３．２％を輸入し
ているＬＮＧの“輸入大国”である。
　今日も、日本各地のＬＮＧ受入基地にＬＮＧ運
搬船が到着し、ＬＮＧを荷揚げしている。また、
その一部は内航ＬＮＧ運搬船で各地のガス会
社などへ運ばれていく。
　その“現場”をカメラで追ってみた。

－１６２℃の極低温で液化した天然ガス（ＬＮＧ：液化天然ガス）を運び、
荷揚げする現場ルポ

大阪ガス（株）
泉北製造所第二工場

東京ガス（株）
袖ヶ浦工場広島ガス（株）

甘日市工場

インドネシア
ボンタン
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ダーウィンＬＮＧ基地での着桟風景。（写真提供／東京ガス）

アンローディングアーム。このパ
イプを通ってＬＮＧが荷揚げされる。
「ＥＮＥＲＧＹ ＡＤＶＡＮＣＥ」の船橋か
ら見た袖ケ浦工場。
着桟した「ＥＮＥＲＧＹ ＡＤＶＡＮＣＥ」。
桟橋には陸上のタンクへ向けて
太いパイプが走っている。
ＬＮＧはこれらのＬＮＧタンクに貯
留される。
ＬＮＧの荷揚げは午後７時頃から
夜を徹して行なわれた。
船内の荷役制御室には川崎
重工の技術支援で川崎造船が
開発した統合制御監視装置
（ＩＭＣＳ）が配置されており、荷
役関係の監視・制御のほか、機
関状態の監視もできるようになっ
ている。

「ＥＮＥＲＧＹ ＡＤＶＡＮＣＥ」の船橋からの光景。

前原武人船長。　晩秋のある日の午後２時。
　東京ガス（株）袖ケ浦工場（千葉県
袖ケ浦市）の第２桟橋に、ＬＮＧ運搬船
「ＥＮＥＲＧＹ  ＡＤＶＡＮＣＥ」が着桟した。
ＬＮＧを積んだ４基の球形タンクが秋の
陽に映えている。
　桟橋を歩きながら、ご案内いただいた
同工場操業部ＬＮＧセンターチームリー
ダーの横田一美さんに聞いた着桟後の
作業の流れは、およそ次のようなものだ。
　まず、船長や機関長、基地関係者な
どによる荷役前会議で、荷揚げの手順

などを打ち合わせる。次に、タンク内の
ＬＮＧ量を計測し、船側のマニホールド
（ＬＮＧタンクからの配管）にアンローディ
ングアーム（基地側の荷揚げ用パイプ）
を接続。パイプに急に大量の極低温の
ＬＮＧを流すと、急激な温度変化により
過大な熱応力が発生するため、アーム
や配管系が塑性変形を起こしかねない
ので、ＬＮＧを少しずつ流して予冷（クー
ルダウン）する。ここまでの作業に約３時
間半かかる。さらに、船の４つのタンクに
２台ずつあるカーゴポンプ８台を起動し
終わるまで約１時間かかるので、ＬＮＧの
荷揚げ開始は午後７時頃になる見通し
だという。

　「ＥＮＥＲＧＹ ＡＤＶＡＮＣＥ」に近づく。
　（株）川崎造船が２００５年３月に完成
させたこの船は、全長が約２９０ｍ、幅が
４９ｍ。近づくと船腹が巨大な壁のようで、
圧倒される。４つのタンクで合わせて約
１４万５，０００ｍ3のＬＮＧを運べる最新鋭
の大型ＬＮＧ運搬船である。
　タンクはモス型球形独立タンクといい、
ノルウェーのモス社から技術導入した。
タンクは耐食アルミ合金製で、直径が約
４１ｍという大きさ。－１６２℃という極低温
のＬＮＧを運ぶＬＮＧタンクには、極めて

高い断熱性と安全性が求められる。タン
クの素材がアルミなのは極低温に強い
からで、球体なのは力学的に安定して
いるからだ。タンクは球形が完全なほど
強固なため、球殻を構成するアルミ板材
は超高精度に加工され、川崎造船独自
の施工法で溶接（アルミ大電流ＭＩＧ溶
接法）される。
　タンクは、川崎造船が独自に開発した
高性能断熱パネル（ＫＰＳ）によって一分
のスキもなく覆われた、いわば“巨大な
魔法瓶”だ。とはいえ、外部からの熱の
侵入を完全に防ぐのは不可能で、ごく少
量のＬＮＧがガス化することは避けられ
ない。しかしこの船の場合、その蒸発率
は１日に約０．１％と非常に少ない。気化
したガスは、ボイラで燃やして船の推進
エネルギーに利用する。ボイラはカワサ
キプラントシステムズ（株）（当時、川崎重
工）製。重油も使用できる混焼システムで、

航海時のＬＮＧと重油の相場に応じて、
より経済的な燃料を選べるのだ。なお、
主機関のタービンも川崎重工製である。

　タラップを昇る。甲板で、予め提出して
いた訪船者リストとの照合確認がパスポー
トで行なわれ、船室に入っていくと、船長
の前原武人さんが笑顔で迎えてくれた。
（株）商船三井に入社して３１年のうち１９
年が海上勤務というベテランで、一等航
海士以降はＬＮＧ運搬船への乗船が多
いという。前原船長によると、この船はオー
ストラリア北西部のダーウィンＬＮＧ基地
と東京ガスの各ＬＮＧ受入基地との間の
往復航海を続けており、今回は通常通り
８日間の航海で袖ケ浦に着いた。
　「この季節の南太平洋では台風がよ

く発生しますが、今回は台風に出会うこ
ともなく、非常に平穏な航海でした」
　航海中、何よりも重要なのは安全である。
　「航海中は２４時間、当直航海士と操
舵手の２名が厳重な見張りを励行し、船
体・貨物・乗組員の安全を守っています。
気象・海象の変化にも十分に配慮し、日
頃の保守点検ですべての設備・機器を
正常な状態に保って運航スケジュール
を維持しています」
　航路で特に注意するのは、船舶の航
行が多い日本の沿岸と、インドネシア諸島。
「幸いにも本船は一度も遭遇していませ
んが、海賊が出ますからね」

　この船の操船性などを聞くと、「プロペ
ラ効率がよい上に、舵の効きが非常によ
い」と言う。川崎造船が独自に開発した、
舵にバルブ（球状の物体）とフィン（翼）
を付けるＫａｗａｓａｋｉ ＲＢＳ－Ｆ（Ｒｕｄｄｅｒ  
Ｂｕｌｂ Ｓｙｓｔｅｍ ｗｉｔｈ Ｆｉｎｓ）の効果だろ
う。さらに「本船は船橋が他の船より高
いので、操船時の目の高さが４５～４７ｍ
と他のＬＮＧ船より３．５ｍほど高く、見通し
がいいので操船しやすいですね。船橋
は全周に窓が配置され、３６０度の視界
が確保されているのも特徴です」
　－「ＥＮＥＲＧＹ ＡＤＶＡＮＣＥ」は
午後７時頃から約１３時間かけて徹底し
た安全管理のもとでＬＮＧを荷揚げした後、
アンローディングアームの中に残っている
ＬＮＧの後始末、荷揚げ後のＬＮＧ量の
計測、手仕舞い書類の処理などを約３
時間半かけて行なった。さらに、燃料油
を補給し、着桟翌日の午後２時３０分、ダー
ウィンに向けて桟橋を離れた。
　「１年のうち８か月はこうした繰り返しで、
日本に着いても陸に上がることは滅多に
ありません」
　暮らしや産業を支えるエネルギーを“運
ぶ”業務の厳しい一面である。

エ ネ ル ギ ー 　 　  アド バ ン ス

おか

ブリッジ

着桟後、
さまざまな準備作業を経て荷揚げへ

大量のＬＮＧを
“巨大な魔法瓶”４個で運ぶ

船体・貨物・乗組員の
安全に徹して航海

夜間、約１３時間をかけて荷揚げし、
直ちに離桟
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国内初の低温蓄圧方式の内航ＬＮＧ運搬船
「第一新珠丸」（大阪ガス姫路製造所の桟橋）
ＬＮＧを荷積み中。
極低温で真っ白になったローデイングアーム。

本四連絡橋・来島大橋の下を航行中の
「第一新珠丸」。
朝日の中を高松港の公共桟橋に近づく
「第一新珠丸」。
天然ガスへの転換を進めている四国ガ
スの高松工場。
ＬＮＧを荷揚げ中。
各地のサテライト基地へＬＮＧを運ぶ１１ｔ
積みＬＮＧローリー車にＬＮＧを積み込ん
でいる。

「第一新珠丸」が高松に向けて出港した。

大阪ガス泉北製造
所第二工場の桟
橋に巨体を着けた
「ＬＮＧ  ＦＬＯＲＡ」。
約１２万５，０００ｍ3

のＬＮＧを積んで航
行中のＬＮＧ運搬船
「ＬＮＧ  ＦＬＯＲＡ」。

　その数日後の午前９時。
　大阪ガス（株）泉北製造所第二工場
（大阪府高石市）の桟橋に到着したのは、
「ＬＮＧ ＦＬＯＲＡ」（ＦＬＯＲＡはローマ
神話の“花と豊饒の女神”に由来）と名
付けられたＬＮＧ運搬船だ。インドネシ
アのボンタンＬＮＧ基地から７日かけて
ＬＮＧを運んできたという。同船は着桟後、
前項（「ＥＮＥＲＧＹ ＡＤＶＡＮＣＥ」）で
お伝えしたような手順で準備作業を進
めた。
　「ＬＮＧ ＦＬＯＲＡ」はタンク容量約１２万
５，０００ｍ3の大型ＬＮＧ運搬船で、１９９３年
３月に川崎造船（当時、川崎重工）が完
成させた。全長２７２ｍ、幅約４７ｍ。直径
約４０ｍのモス型球形独立タンクが４基
設置されている。貨物タンク区画は、二
重船殻、二重底構造で、ＬＮＧタンクはそ
の内部に設置されているので万一の際

にも安全である。また、川崎造船（当時、
川崎重工）が独自に開発したカーゴオペ
レーション支援システムが世界で初めて
採用されたのも特徴のひとつ。コンピュータ
により、荷積み・荷揚げ時、航海中など全
般にわたって制御対象の設定値につい
てシミュレーションを行ない、操作する乗
組員に最適な情報を提供する。ＬＮＧ運
搬船の運航と荷役作業を効率化し、安
全性をより高く向上させたシステムである。
　「現在、当社が使用しているＬＮＧ運
搬船４隻のうち２隻（「ＬＮＧ ＦＬＯＲＡ」
と「ＬＮＧ ＤＲＥＡＭ」）が川崎さんの建
造で、さらに２隻を川崎造船に発注済み
です。というのも川崎造船製の船への
現場の評価は非常に高く、われわれも安
心してお任せしています」（大阪ガス資
源事業部副課長の橋本究さん）
　－「ＬＮＧ ＦＬＯＲＡ」は約１２時間
かけて荷揚げ作業を行ない、翌日の
午前９時、再びインドネシアに向けて離
桟した。

　ＬＮＧ運搬船で運ばれてきたＬＮＧは、
このようにして荷揚げされ、ＬＮＧ受入基
地のＬＮＧタンクにいったん貯留される。
そしてその一部は、内航ＬＮＧ運搬船で
各地のガス会社の二次受入基地へ運
ばれていく。
　その一例を取材した。
　大阪ガス（株）姫路製造所（兵庫県
姫路市）の桟橋で、内航ＬＮＧ運搬船
「第一新珠丸」に、同製造所のタンクか
らＬＮＧが積み込まれていた。極低温の
ＬＮＧが流れるため、ローディングアーム
のパイプ周辺の水蒸気が凍って真っ白
になっている。積み込んだＬＮＧは、四国
ガス（株）高松工場（香川県高松市）に
運ぶという。
　これは、四国ガスと岡山ガス（株）の都
市ガス原料の天然ガス転換に伴い、必
要となるＬＮＧを供給するものだ。「第一
新珠丸」によるＬＮＧの供給には新日本
製鐵（株）および北九州エル・エヌ・ジー
（株）もＬＮＧ供給者として関わっている。
大阪ガス姫路製造所からの供給は２００５
年１２月から始まった。
　大阪ガス姫路製造所技術保安チー
ム課長の福田広治さんによると、ＬＮＧの
荷積みは、荷揚げとほぼ同じ準備作業
を経て行なわれ、後作業も似ているという。
ローディングアームだけではなく、船に設
置されたタンクを予冷（クールダウン）す
るのが外航ＬＮＧ運搬船と異なる点だ。
外航ＬＮＧ運搬船の場合、大きなタンク

のクールダウンは容易ではないので、完
全に荷揚げせず少し残しておき、タンク
を常に冷やしているのである。

　「第一新珠丸」は、前述の事業のた
めに建造された国内初の内航ＬＮＧ運
搬船だ。川崎造船が心臓部の貨物部
を製作し、檜垣造船（株）が建造した船
体に搭載して２００３年７月に完成させた。
タンク容量は２，５００ｍ3。
　極低温のＬＮＧを積むため、船体構
造とは独立の、低温収縮を吸収できる
防熱された横置式シリンダー型圧力タン
クを２区画の船倉内に２基設置。外部か
らの侵入熱で気化した天然ガスを、耐
圧構造のタンク内に閉じ込めて外に出
さない蓄圧式タンクシステムが、輸送距
離が短く、航海日数も少ないことから採
用された。
　「第一新珠丸」は、荷積みに関わる一
連の作業を経て午後４時前に離桟し、
高松に向かった。

　翌日の午前８時３０分。
　四国ガス高松工場が使用している公
共桟橋に、「第一新珠丸」が朝日を浴び
ながらゆっくりと近づいてきた。姫路から
は４～５時間ほどで高松沖に着くが、そこ
で待機し、朝を待って航行を再開したと
いう。
　着桟すると、直ちに荷揚げの準備作
業が始まる。
　「当社では２００２年から天然ガスへの
転換を進めており、２０１０年に四国内の
すべての都市ガスユーザーの転換終了
を目指しています」と、四国ガス執行役
員の二宮博文さん。
　国内のＬＮＧ一次受入基地から各地

の都市ガス会社への二次輸送は、タン
クローリーやパイプライン（ガスのまま）が
考えられるが、輸送効率の面で課題が
ある。同社の場合、天然ガス転換終了
後のピーク時には１日当たり４００ｔ以上の
ＬＮＧが必要になるという。これをタンク
ローリーで運ぶと、４０台以上のＬＮＧロー
リーを運行することになり、現実的ではな
い。現在、一次受入基地がある本州と
は瀬戸内海で隔てられているという地
理的制約もある。そこで検討されたのが、
内航ＬＮＧ運搬船による輸送だ。
　「専用船に輸送を集約することで輸
送効率はいうまでもなく、安全性も向上し
ました」（二宮さん）
　同工場から徳島や今治、高知などの
サテライト基地へは、１１ｔ積みのＬＮＧロー
リー車で輸送している。

フロ ーラ

ほうじょう

ドリー ム

インドネシアから
約７日間の航海で泉北へ

四国ガス高松工場への
ＬＮＧ二次輸送

日本初の内航ＬＮＧ運搬船
「第一新珠丸」

専用船の運搬により
輸送効率・安全性が向上
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広島ガス廿日市工場の桟橋。 「ＳＵＲＹＡ  ＡＫＩ」からＬＮＧを荷揚げ中。

温水と熱交換してＬＮＧを気化する気化器。

製造された都市ガスはガスホルダーに貯留される。

ＬＮＧの受け入れ、都市ガスの製造から送出までのほか工場
のすべてを集中管理している中央制御室。

ＬＮＧ気化熱の利用例。
写真提供／日本超低温（株）

廿日市工場の桟橋に近づく「ＳＵＲＹＡ  ＡＫＩ」。インドネシアのボンタンＬＮＧ基地から７日がかりの航海だった。

　こうして運ばれてきたＬＮＧは、ＬＮＧタ
ンクに貯留された後、どのようにしてガス
に戻され、一般家庭や工場などの需要
家に送られるのだろう。
　広島ガス（株）廿日市工場（広島県
廿日市市）をお訪ねした。
　同社では「２００２年に天然ガスへの
転換を完了」（広島ガス経営統括本部
総務部広報室長の坂茂雄さん）している。
ＬＮＧは現在、インドネシア、マレーシアから
廿日市工場に直接輸入しており、「２００８
年度からはロシア・サハリンからの調達も
計画しています」（坂さん）
　廿日市工場は、「限られたスペースを
有効に活かして設備・機器が合理的に
配置されている」（同工場長の小川正樹

さん）のが特徴だ。対岸に有名な観光
地である宮島・厳島神社があるという地
域環境を考慮し、設備・機器をあまり
目立たない配色にした。さらに、２基の
ＬＮＧタンク（１基の容量８万５，０００ｋＬ）も
環境を考え、日本で初めての地中式（ピッ
トイン式）を採用した。これは、地下に構
築したコンクリートのピット内に貯槽を据

え付けたもの。保冷のため、内槽と外槽
の間に断熱材（パーライト）と窒素ガスを
詰めた金属二重殻構造になっている。
屋根部分しか地表に出ていないので景
観にほとんど影響を与えず、タンク内の
液面が常に地表より下にあるので安全
である。

　午後２時。
　広島ガスが使用しているＬＮＧ運搬
船「ＳＵＲＹＡ  ＡＫＩ」（スリヤはインドネシ
ア語で太陽、アキは広島県西部地区（安

芸）を意味する）が着桟した。インドネシ
アのボンタンＬＮＧ基地から７日をかけて
ＬＮＧを運んできたのだ。
　「ＳＵＲＹＡＡＫＩ」は、川崎造船（当時、
川崎重工）が１９９６年に完成させたもの
で、タンク容量は約２万ｍ3。モス型球形
独立タンクが３基設置されている。モス

方式のＬＮＧ運搬船として、３タンク方式
は世界で初めてであった。
　アンローディングアームがつながれ、クー
ルダウンの後、ＬＮＧの荷揚げが始まった。
ＬＮＧは地中式ＬＮＧタンクに送られる。

　いったんタンクに貯留されたＬＮＧは、
ポンプで気化器に送られる。気化させる
には、ＬＮＧが流れるパイプに海水や温
水などをかけて暖めるなどいくつかの方
法があり、ここでは温水を用いている。
　その温水をつくるのに、天然ガスコー
ジェネレーション（熱電併給）システムを
導入した。天然ガスを燃料とするガスエ
ンジンで発電し、その排熱でつくる温水
をＬＮＧの気化に利用。発電した電力で
廿日市工場の電力需要をまかない、余
剰電力は売電しており「一石二鳥のシス
テム」（小川さん）である。クリーンな天然
ガスが燃料なので地球環境にもやさしい。
　なお、ＬＮＧはＬＰＧ（液化石油ガス）を
加えて定められた都市ガスの熱量に調
整されている。熱量調整は、気化する前
と、気化した後に行なう方法があるが、
廿日市工場では気化する前に行なって
いる。
　最後の工程が付臭だ。天然ガスは無
色無臭なため、ガス漏れの時に気付き
やすいように“においの素“を加えている。
　こうして海外から運ばれてきたＬＮＧ
は都市ガスとなり、ガスホルダーを経て大
小の導管で需要家に送り届けられるの
である。

●天然ガスはクリーンエネルギー
　天然ガスはメタンを主成分とする可燃性のガスで、不純物をほとんど含まないクリーンな
エネルギーである。
※硫黄酸化物（ＳＯｘ）・窒素酸化物（ＮＯｘ）・二酸化炭素（ＣＯ2）排出量の比較

●天然ガスは世界各地に埋蔵されている
　天然ガスは広く世界各地に豊富に埋蔵されており、その確認埋蔵量（２００５年１月１日
現在）は約１７１兆ｍ3。これを年間生産量で割った可採年数は約６４年で、石油の同約４９
年を上回っている。しかも、現在も各地で新しいガス田が次 に々発見されている。

●世界の天然ガス需要が増えている理由
　クリーンで環境にやさしく、偏在せず、埋蔵量が豊富。石油に比べて価格が落ち着い
ている。中国やインドなど経済発展の著しい国の需要が増大。技術の進歩などで天然
ガス液化基地や受入基地などが従来より低コストで整備できるようになった－などが世
界で需要が増えている理由といえる。

●天然ガスを極低温で
　液化したのがＬＮＧ
　天然ガスに圧力をかけながら－１６２℃
まで冷却すると液体になる。これがＬＮＧ
（Ｌｉｑｕｅｆｉｅｄ  Ｎａｔｕｒａｌ  Ｇａｓ）である。液化す
ると体積が約６００分の１になるので、ＬＮＧ運
搬船で大量輸送でき、貯蔵面でも有利である。
　液化する前に、塵を除き、脱硫、脱水、脱湿
などの前処理を行なうので、ＬＮＧは一層クリー
ンになる。

●ＬＮＧの気化熱の利用
　－１６２℃のＬＮＧを気化する際に発生する
冷熱を利用して、液体窒素やドライアイスなど
を製造したり、食品の冷凍保存などが行なわ
れている。また、気化すると体積が約６００倍に
膨張するので、その圧力でタービンを回して発
電する（冷熱発電といい、いくつかの方式があ
る）などの利用例もある。

●わが国の天然ガス利用状況
　わが国の天然ガス
消費量は、ほとんどを
電力用（約６４％）と都
市ガス用（約３３％）が
占めている（２００４年
度）。都市ガスの場合、
その約９０％が天然ガ
スに転換済みで、２０１０
年までに１００％の転換
達成を目標にしている。

スリヤ 　 　  ア キ

環境に配慮した
広島ガス廿日市工場

インドネシアの
ボンタンＬＮＧ基地から運搬

ＬＮＧの熱量調整→気化→付臭、
そして需要家へ

■天然ガスの基礎知識 協力／財団法人  天然ガス導入促進センター

●世界の天然ガス確認埋蔵量（単位：兆ｍ3）

出典：Oil and Gas Journal 2005.1.1
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●世界の一次エネルギー消費量の推移
  百万トン（石油換算）

●わが国のLNG消費量の推移（用途別）

●石炭を100とした場合の燃焼時発生物質量
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