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現場を訪ねて

「ＸＣ－2」、大空へ
川崎重工がプライム（主担当）企業となって国産開発した
次期輸送機（ＸＣ－2）の試作１号機が初飛行に成功

新製品・新技術

ますます広がる大容量ニッケル水素電池
「ギガセル」の適用範囲

最前線カメラルポ

川に見る・日本の四季◯

利根川水系の「春」を追う
深く澄んだ
渓谷で、
花に酔う。
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●表紙説明●

　青空を覆う巨大な傘（？）－実はこれ、ＬＮＧ運搬船
に搭載するモス型球形タンクの上半分を真下から見上げ
た光景です。傘の柄（中棒）のようなものは、荷役用の配
管などを収めたパイプタワーです。
　川崎造船・坂出工場では今、新開発の「１７万７，０００ｍ３

型ＬＮＧ運搬船」の第一船の建造が進んでいます。川崎
造船の標準船型である１４万７，０００ｍ３型ＬＮＧ運搬船が
持つ汎用性や推進性能などの特長を受け継ぎつつ、ＬＮＧ
タンクを可能な範囲で大型化した最新のＬＮＧ運搬船です。
　真円のモス型球形タンクは専用工場で二つ（北半球と
南半球）に分けて製作し、合体させます。その合体作業
で運ばれてきた北半球を、南半球の底部から撮ったもの
です。（「最前線カメラルポ」の５ページをご参照ください）

イラストぎじゅつ入門－◯

スーパースポーツ＋ツーリング性能、
カワサキ「１４００ＧＴＲ」の
快適走行と高い環境性能のヒミツ

78

最新のＬＮＧ基地を
短工期で竣工

最

前
線カメラル

ポ

　３月末、四国で初めての外航ＬＮＧ運搬船に対応
した「坂出ＬＮＧ（液化天然ガス）基地」が完成し、
操業を開始した。
　天然ガスは、クリーンで環境にやさしいエネルギー
源で、世界各地域に豊富に埋蔵されている。しかし、
日本ではほとんど産出されず、消費量のほぼ全量
を輸入している。天然ガスはパイプラインで送れる
が、島国の日本へは液化してＬＮＧ運搬船で運ばれ
てくる。天然ガスは、約－１６０℃という極低温に冷
やすと液体になり、体積が約６００分の１になるため、

船で大量に運べるのだ。
　産出国からＬＮＧ運搬船で運ばれてきたＬＮＧを
受け入れて貯蔵し、ガスに戻すなどして供給先に
送り出すのがＬＮＧ基地である。
　坂出ＬＮＧ基地は、四国電力（株）坂出発電所へ
の天然ガスの供給としており、川崎重工がフルター
ンキー契約で受注し、建設した。川崎重工は豊富
な実績で培ったＬＮＧタンク建設技術など高度な
ＬＮＧ関連技術を駆使し、最新のＬＮＧ基地を３年と
いう短工期で完成させた。

川崎重工がフルターンキー契　約で受注した「坂出ＬＮＧ基地」が完成し、順調に操業中

本州四国連絡橋・瀬戸大橋をバックにした
「坂出ＬＮＧ基地」の全景。容量１８万ＫＬの
世界最大級のＬＮＧタンクがひときわ大きい。
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ＬＮＧタンクの屋根のエアーレ
イジング。重さ約１，７００ｔの鋼
製屋根が地上で組み立てられ
（上）、約１．０３気圧の空気圧
でゆっくりと浮上する（下）。

間近に見る世界最大
級（高さ：約５５ｍ、外径：
約８２ｍ）のＬＮＧタンク。
ＬＮＧ（約－１６０℃）の
１日当たりの自然気化
率０．０５％以下という“巨
大な魔法瓶”である。

瀬戸大橋線の
快速マリンライ
ナーから見た、
ＬＮＧタンクの
偉容。川崎重
工はＬＮＧタンク
の建設に多く
の実績がある。

坂出ＬＮＧ（株）技術部長
の林  廣さん。

ＬＮＧタンクの屋上から見たＬＮＧ受入桟橋。マレーシアからの
ＬＮＧ運搬船が接岸しようとしている。
運ばれてきたＬＮＧは、ＬＮＧ受入桟橋のローディングアーム（荷
上げ用可動式パイプ）で荷揚げされる。

　ＪＲ西日本・瀬戸大橋線の快速マリン
ライナーが、瀬戸内海を渡って四国に上
陸する直前。瀬戸大橋のたもとに広がる
番の州工業地帯の突端に、坂出ＬＮＧ
基地が見えた。遠目にも、地上式では世
界最大級という容量１８万ＫＬのＬＮＧタ
ンクが目を引く。
　坂出ＬＮＧ基地（香川県坂出市番の
州緑町、敷地面積：約７万５，０００ｍ２）
はコスモ石油（株）坂出製油所の北東
端に位置し、ＬＮＧ受入設備、貯蔵設備、
ＬＮＧ払出設備などで構成されている。
　基地を建設し、運営している坂出ＬＮＧ
（株）（四国電力、コスモ石油、四国ガス
の共同出資）技術部長の林　廣さんに
うかがった。
　「当基地は、四国
電力グループの坂
出市番の州地区に
おけるＬＮＧ導入計
画に対応するもので
す。具体的には、坂
出発電所の４機の発
電設備のうち、１号
機の燃料を石油・コー
クス炉ガス焚きから
天然ガスに転換し、発電効率の高いコ
ンバインドサイクル発電設備※に建て替え、

また、石油・コークス炉ガス焚きの４号機
を天然ガス・コークス炉ガス焚きに改造し
ます。４号機の燃料転換工事は３月末に
完了してＬＮＧを供給しており、１号機の
建て替え工事は夏頃に完了予定です」
　ＬＮＧの導入により、四国電力では
ＣＯ２年間排出量の約５％に当たる約５０
万ｔを節減できるとされている。
　このほか、ガス導管やタンクローリーで
の出荷も計画されている。
※コンバインドサイクル発電設備
燃料を燃やして発生させた高温ガスでガスタービンを回して
発電し、さらにガスタービンの排ガスに含まれる熱を排熱回
収ボイラで回収して蒸気を発生させ、その蒸気で蒸気タービ
ンを回転させて発電する、熱効率の高い二段構えの発電シ
ステム。

　それでは、この基地のＬＮＧの大まか
な流れを見てみよう。
　「ＬＮＧタンクの屋根に上ると、基地を
一望できます」（川崎重工  装置・土木
機械ビジネスセンター技術部装置技術
課の渡辺理孝担当課長）というので、高
さ約５５ｍのＬＮＧタンクの屋根に上った。
といっても、付属のエレベータを使ったの
であっという間に屋根に達する。目の前
に霞がかった瀬戸内海が広がり、左手
には瀬戸大橋が伸びている。

　海外（この基地へはマレーシア）から
ＬＮＧ運搬船で運ばれてきたＬＮＧは、
基地から配管連絡橋で結ばれている
ＬＮＧ受入桟橋のローディングアーム（荷
上げ用可動式パイプ）で荷揚げされる。
　この受入桟橋は、コスモ石油（株）坂
出製油所の原油受入用シーバースに、
今回の工事でＬＮＧ受入設備を付加し
た共用設備となっている。
　１月９日、ここにＬＮＧ運搬船が初めて
接岸し、一週間ほどかけてＬＮＧタンクを
クールダウン（ゆっくり冷やす）しながら
ＬＮＧを荷揚げした。

　荷揚げされたＬＮＧは連絡橋に配置
された配管を通り、ＬＮＧタンクに貯蔵さ
れる。
　このＬＮＧタンクは、ＰＣＬＮＧタンクと
いい、タンク本体とＰＣ（プレストレストコン
クリート：予め伸張処理を施した鋼線を
用いて圧縮応力を与えたコンクリート）
防液堤が一体化した形式のタンクである。
　内槽（低温に強い９％ニッケル鋼を使用）
の直径が８０ｍ，外槽の高さが約５５ｍと
いう巨大なもので、容量１８万ＫＬは世界

最大級である。この巨大なタンクを、強
固な地盤に打ち込んだ長さ約５０ｍもの
杭がしっかりと支持している。
　大きいだけではなく、タンクの性能も抜
群だ。この場合の性能とは、約－１６０℃
のＬＮＧを周囲の熱から守って気化させ
ないことだが、自然気化率は１日当たり約
０．０５％以下で設計されている。内槽と
外槽の間にセットする保冷材の効果で、
川崎重工が建設するＬＮＧタンクは、い
わば“巨大な魔法瓶”といえる。（なお、
自然気化した天然ガスは圧縮機で加圧
し、気化器で気化させた天然ガスととも
に有効利用している）。

　なお、川崎重工は
これまで、地上式や地
下式など各種ＬＮＧタ
ンクを国内外で２６基
の建設・納入した実
績がある。

瀬戸大橋のたもとに完成した
最新のＬＮＧ基地

川崎重工のＬＮＧタンクは
“巨大な魔法瓶”

ＬＮＧタンクの屋根から見た
ＬＮＧ受入桟橋

坂出LNG基地

●コスモ石油（株）
　坂出製油所

●四国電力（株）
　坂出発電所

●（株）川崎造船
　坂出工場

瀬
戸
大
橋

坂出市 香川県

よしたか
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モス型球形タンクは専用工場で二つ（北半球と南半球）に分けて製作し、
合体させる。その合体作業で北半球が運ばれてきた。

「１７万７，０００ｍ3型ＬＮＧ運搬船」の完成予想イラスト。

１日に最高約５００人が作業した基地建設工事。坂出ＬＮＧ（株）と一体になっ
た安全活動の徹底で安全成績は優秀だった。

現地で行なわれた竣工式の神事で、玉串を奉
げる川崎重工の小野淳所長。

中央制御室。基地内のすべての機器・装置をコントロールし、監視して
いる。

ＬＮＧタンクから汲み出したＬＮＧを、タンクローリーに積み換えるＬＮＧロー
リー出荷設備。５台同時に出荷できる。

ＬＮＧの気化に使う海水の取水口（手前）。取り入れた海水は、基地内にくま
なく張り巡らされた防消火設備にも利用される。

ＬＮＧ（液化天然ガス）をガスに戻すＬＮＧ気
化設備。
ＬＮＧ気化器の内部。垂直に並んだアルミ合
金製の伝熱管の中をＬＮＧが通っており、管
外に注がれる海水との温度差で気化する。
約－１６０℃という極低温のＬＮＧにより、パイ
プ周辺の水分が凍る現象が基地内で見ら
れる。

　坂出ＬＮＧ基地は、川崎重工がフルター
ンキー契約で受注し、現地工期３年とい
う短期間に竣工させた。
　「わが国のＬＮＧ基地の中でもトップ
クラスの設備と能力を備えた当基地を、
３年というおそらく最短工期で完成して
いただき、心から満足しています」（坂出
ＬＮＧ（株）の林　廣さん）
　「工期短縮の要因は、ＬＮＧタンクの
工期を短縮できたことです」（川崎重工  
装置・土木機械ビジネスセンター技術部
装置技術課の土田義夫課長）
　本工事では、土木工事と同時に内槽
工事を進め、さらに、同時にタンクの底部
で鋼製屋根の組み立てを始めた。そして、
内槽が完成すると、重さ約１，７００ｔの屋
根を大気圧よりわずかに高い空気圧力
（１．０３気圧）で浮上させて所定位置ま
で持ち上げて設置した。いくつかの作
業を同時に進められる、この屋根エアー
レイジング方式の採用で工期がぐんと縮
まったという。
　「今回採用した工法以外にも、屋根
エアーレイジング後に内槽を組み立てる
方式もあり、川崎重工はどちらの方式で
も施工できます」（土田義夫課長）

　ＬＮＧタンクにいったん貯蔵された
ＬＮＧは、タンク内のプライマリーポンプで
汲み出され、気化器に送られる（一部は
タンクローリー出荷設備に送られ、ＬＮＧ
のままで内陸部などの二次基地などに
運ばれる）。
　約－１６０℃のＬＮＧを気化させるには、
ＬＮＧが流れる細いパイプに海水をかけ

て温める方法が用いられている。
　ＬＮＧタンクの屋根の上から見ると、配
管連絡橋の上陸地点の右側に取水口
が設けられており、取り入れた海水は海
水ポンプで気化器に送られる。さらに、
取り入れた海水を利用する防消火設備
が基地内にくまなく張り巡らされており、
防災対策に万全を期しているという。
　気化器の中を見ると、林立するパイプ
に沿って大量の海水が間断なく流れ落
ちていた。
　ここで気化された天然ガスは、現在は
導管（長さ約５ｋｍ）を通って四国電力・
坂出発電所に送られている。
　気化の役目を終えた海水は放水口か
ら海に戻されるが、「温度管理など自然
環境に対する厳しい基準をクリアして放
水しています」（川崎重工  坂出ＬＮＧ
基地  建設事務所の小野淳所長）

　坂出ＬＮＧ基地は、川崎重工にとって
は初めてのフルターンキー契約による
ＬＮＧ基地の建設だった。小野淳所長
はこう語る。
　「工事期間中、１日の最高入構者は
約５００人で、全協力業者数は約６００社
という工事でした。各協力業者間の工
事日程の調整などなかなか厳しい局面
もありましたが、工程を遵守し、また品質
を確保しながら予定工期で無事に完成
させることができました。また、坂出ＬＮＧ
（株）のみなさんと一体になった安全活
動により、これだけの工事ながら非常に
優秀な安全成績で竣工を迎えることが
できました。
　もともと国内では、ＬＮＧ基地のフルター
ンキー契約による発注は数少ないため、

今回のプロジェクトを計画通りに完遂し
たことで、川崎重工グループのＬＮＧ基
地関連技術がさらに進化したものと確
信しております」
　工事中は、
　「国内の主要な電力・ガス会社の関
係者、さらには自治体の関係者などの見
学が引きも切らず、当基地建設への関
心がこれほど高いとは思いませんでした」
と、坂出ＬＮＧ（株）の林  廣さんは話し、

こう続けた。
　「一つひとつの設備・装置の信頼性、
各設備の配置の妙といい、さらには基地
全体の耐久性の高さといい、どこへいっ
ても自慢できるＬＮＧ基地が完成しました」

●
　坂出ＬＮＧ基地は３月２５日に操業を
開始し、３月３１日に各界から多数の関係
者の参加を得て盛大な竣工式が行な
われた。

　坂出ＬＮＧ基地がある番の州工業地帯の一角、
ほんの目と鼻の先に川崎造船・坂出工場がある。
今、坂出工場では、新開発の「１７万７，０００ｍ３

型ＬＮＧ運搬船」の第一船の建造準備が進ん
でいる。
　東京エルエヌジータンカー（株）（東京ガス（株）
の全額出資子会社）および日本郵船（株）と造
船契約を結んだ最新のＬＮＧ運搬船である。
　「川崎造船の標準船型であり、世界の主要な
ＬＮＧターミナルに入港できる汎用性と優れた推
進性能を備えた１４万７，０００ｍ３型ＬＮＧ運搬船（積
載容量：１４万５，０００ｍ３）の特長をそのまま受け

継ぎ、ＬＮＧタンクを可能な範囲で大型化して
ＬＮＧ積載容量を大幅に増加させたＬＮＧ運搬
船で、今後の標準船型となるものです」（川崎造
船技術本部造船設計部長の水野雅方理事）
　船のサイズは、全長が１４万７，０００ｍ３型の
２８９．５ｍに対して１７万７，０００ｍ３型は３００ｍ、
型幅は４９ｍに対して５２ｍと少し増えた程度。
真円のモス型タンクの直径も約４１．４ｍに対し
て約４４ｍなので微増といえる。エアドラフト（喫
水から船の最上部までの高さ）も、ヨーロッパの
主要なＬＮＧ荷揚基地で、エアドラフトの制限
があるモントアール港（フランス）に入港可能な

数値になっている。
　本船の推進プラントには、川崎重工が大型
タンカーの主機関として実績を積んだ再熱式
蒸気タービンプラント技術を応用して新開発し
た川崎アドバンストリヒートプラント（川崎ＵＲＡ
プラント）を初搭載する。これは、高圧タービンを
回転させた蒸気をいったんボイラに戻し、再加
熱してから中圧タービンに戻すというもので、熱
効率を大幅に高めた推進プラントである。その
燃料消費率は従来の推進プラントに比べて約
１５％も向上した。この川崎ＵＲＡプラントに加え
て本船は、船首尾形状の最適化などにより推
進性能を改善させている。
　直径約４４ｍのモス型タンクの製作など本船
の建造準備は順調に進んでおり、タンクの船体
への搭載工事は５月頃とされている。
　本船の引き渡しは２０１１年の予定。 

進む、新開発の「１７万７，０００ｍ3型ＬＮＧ運搬船」の建造
坂出ＬＮＧ基地にほど近い川崎造船・坂出工場で

屋根エアーレイジング方式の
採用で工期短縮

初のＬＮＧ基地の一括建設を
計画通りに完遂

海水を用いて
約－１６０℃のＬＮＧを気化
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