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  天然ガスはエネルギーとして環境負荷が小さい点で近年注目を浴びており，LNG サプライチェ

ーンにおける船舶・海洋製品も多様化してきている．その中で当社は様々な取組みを行ってお

り，客先ニーズに沿った製品を提供してきた．また，将来を見据えた製品として重量を大幅に削

減，性能を改善した連続カバー構造船，省燃費＆環境負荷の低い推進プラントである UST(高効

率スチームタービンプラント)やSSD-GI（ガス焚き低速ディーゼル機関+再液化装置），ガス化時の

燃費を大幅に削減可能な洋上ガス化船や，信頼性，経済性に優れた洋上 LNG 生産設備などの

開発も積極的に展開しており，信頼性，経済性，燃費等に優れた製品を提供可能である． 

  

   

 
 
|1. はじめに 

当社は 1983 年に最初の LNG 船を引き渡して以来 42 隻の LNG 船を建造してきた．これらの船

舶の建造を通じて安全性，信頼性，経済性の高い LNG 船技術を確立してきたが，近年 LNG 需

要が増大する中でサプライチェーンにおける船舶・海洋製品に対する客先ニーズも多様化してき

ている．その中で，供給ソースの多様化，環境負荷低減への要求，サプライチェーンの上流側，

下流側への製品展開要求等に対応した新規性の高い製品への当社の取組みについて述べる．

|2. 大型化と LNG 供給ソースの多様化 

2.1 動向 

日本に LNG の導入が始まった 1960 年代後半は，LNG 船の貨物容積は 70km3 クラスであった

が，運航実績の確立，経済性の追求とともに大型化していき，125km3，135km3，145km3 クラスと

標準船型も大型化していった．最近では特定のプロジェクトにおいて 200km3 超の LNG 船も建造

されている．大型化した方が単位荷物あたりの輸送コストは少なくて済むが，船型の大型化に伴う

船自体への設計的な配慮や，受入れ基地ターミナルとの整合性の悪化などに留意する必要があ

る．一方，LNG 供給ソースとしては，東南アジア，豪州，中東などが中心であったが，最近ではノ

ルウエーや，ロシア北方などの寒冷地に存在するガス田の開発が注目されている．このような寒

冷地積出し向けの LNG 船は，低温氷海域を航路とするために，構造・主機・推進軸系・艤装品

に特別な対策を必要とする．また，ガス需要の増大により，従来は経済的に開発に適さなかった

中小規模の海底ガス田を，洋上浮体式ガス生産貯蔵払出し設備により開発していこうとする動き

もある．本章では寒冷地向け LNG 船や，大型化対する当社の取組みについて以下に述べる． 

また，浮体式ガス生産設備への取組みについては４章で述べる． 
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2.2 寒冷地対応船 

当社はノルウエーの SNOHVIT やロシアの SAKHALIN などの寒冷地向けのプロジェクトを通じ

て，実船建造に適した合理的な設計，仕様を確立しており，これらの設計・建造経験を基にして

更に厳しい寒冷地環境を航行する LNG 船の開発に取組んでいる（タイトル写真及び図１）．具体

的には新たなガスのソース向けとして，冬季には砕氷航行が必要となる場合も考慮し，推進プラ

ントの検討，氷山との衝突に対するシミュレーション，ラミングオペレーション時の全体強度評価等

を実施した(図２)．極地向けの LNG 船のタンク方式としては，外板変形の影響を受けにくい独立

方式のタンクで，船体に固着されている球形タンク方式が向いていると考えられ，次に述べる連

続カバー型球形タンク方式船の適用も視野に入れている． 

 
 

図１ Arctic Princess  図２ ラミングオペレーション時強度評価 

 
2.3 連続カバー型球形タンク方式船 

当社は次世代球形タンク方式 LNG 船として連続カバー船型，愛称“さやえんどう”を開発し

（図３），LR，DNV，NK，ABS の各船級協会より AIP(Approval in Principle)を取得した．通常の球

形タンク方式船はアルミ合金の球形タンクを，タンクごとに分離された半球型カバーで覆っている

が，この新船型では，タンクを甲板上に連続したカバーで覆っている． 

 

 

 

図３ 連続カバー型船“さやえんどう”  

 
カバーを縦方向に連続させ船体の全体強度に大きく寄与させることにより，強度保持のための

鋼材をより最適な配置とすることと，船全体の寸法をコンパクトにすることが可能となる．上記の効

果により約 10％の鋼材重量削減，排水量減による燃費の改善，ターミナルへの適合性向上を

図ることができる．したがって“さやえんどう”は，大型の球形タンク船に適した方式であるといえ

る．また，従来の方式では，タンク頂上の配管，電線，通路を複雑な構造で支えていたが，連続カ

バーとすることにより，それらの構造をなくすることができるため，メインテナンス性の向上にも寄与

する．更には，サポートや艤装品の露出を少なくできること，船全体の強度を維持する面において

氷による衝撃荷重に対しても有利であることなどから，寒冷地向け，氷海領域向けの LNG 船にも

適した方式であると考えられる． 
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|3. 推進プラントの多様化 

近年，LNG 船の推進プラントは燃料費の高騰による省エネ化の加速と環境規制強化との影響

で一気に多様化しており，従来の蒸気タービン船以外に混焼ディーゼル発電機を使用した

EpDFE(Electric propulsion with Dual Fuel Engine)船や再液化装置を搭載した DRL(Diesel with 

Re-liquefaction)船が登場してきた．以下に採用実績のあるプラントを含めて，現在までに考えら

れている５種類の推進プラントと当社の新しい取組みを紹介する．プラントの選択にあたってはプ

ロジェクトの性格によっても評価が変わるため一律には行えないが，当社は客先の多様なニーズ

に対応できる様に５種類のプラントメニューを用意している． 

3.1 CST (従来型スチームタービンプラント) 

LNG 船が登場して以来，最も多く採用されている推進プラントであり，混焼ボイラで発生した蒸

気により主機タービンを駆動している．当社はタービン及びボイラの製作メーカでもあり，本プラン

トを採用した当社建造の LNG 船は 40 隻近くに上り，それらの実績に裏打ちされた信頼性は非常

に高い．また，保守性にも優れており，燃料選択の自由度（重油，ガスの専焼，及び任意比率で

の混焼）にも問題はないが，他の推進プラントと比較するとプラント効率が悪い． 

3.2 UST (高効率スチームタービンプラント) 

従来型タービンプラントの長所を維持しながら，再熱サイクルを利用した高効率型タービンプラ

ントであり，プラント効率を CST と比べ約 15％向上させた． その信頼性は従来型と同等であり，

保守性にも優れ，燃料選択の自由度にも問題はない．更に他プラントと比較して，プラント効率も

遜色はないため，総合的には最も経済的なプラントと考えられる．当社の技術本部，原動機部

門，船舶海洋部門が協業し，全社体制のもと次世代プラントとして開発を完了した（図４）． 

 

図４ 当社の高効率推進プラント（UST） 

 

3.3 EpDFE（混焼ディーゼル電気推進プラント） 

近年登場してきた混焼ディーゼル発電機を使用した電気推進プラントで，高いプラント効率（従

来型タービンに比較し約 20％の燃費改善）が魅力であるが，保守費用が他の推進プラントに比
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較して大きい点や，ガス圧縮機の性能維持のために必要な吸入温度低下用の LNG 液スプレー

が BOG（Boil Off Gas）の増加を招き，実運航で多用される減速領域ではその分が余剰ガスとなる

などの運航採算を悪化させる要素がある．当社は混焼ディーゼル電気推進 LNG 船として２隻の

建造実績がある（図５）． 

図５ EpDFE システム搭載の”SERI BALHAF” 

 

3.4 DRL （重油専焼低速ディーゼル機関+再液化装置） 

重油専焼低速ディーゼル機関に BOG 再液化装置を搭載したプラントであり，航行しながらの

保守作業及び冗長性を考慮した上で通常２基２軸が採用されている．プラント効率が高く，主機

の負荷にかかわらず，BOG を無駄にすることがない．LNG 船として世界で 40 隻超の採用実績が

あるが，重油しか使用できないため燃料選択の自由度がなく，重油/ガスの価格比次第で運航採

算が左右される．また，通常船と同様の重油焚きディーゼル機関であり，今後ますます厳しくなる

環境規制に対して種々の対応が必要となってくる．本プラントの最重要装置である BOG 再液化

装置に関しては，当社が世界に先駆けて LNG 船“LNG JAMAL”（タービン船）に搭載しており，

2000 年の就航以来順調な稼動実績を積んでいる． 

3.5 SSD-GI （ガス焚き低速ディーゼル機関+再液化装置） 

前述の DRL 主機関にガス噴射装置を付与したガス焚き低速ディーゼル機関を主機とする２軸

船であり，プラント効率が高く燃料の選択も自由にできるため，ガス価格には左右されず常に高い

運航採算が得られる．また，主機に供給する燃料ガスには 300bar 近くの高圧ガスが求められるた

め，ガス供給装置には高圧レシプロ圧縮機が必要であったが，近年は LNG を利用する高圧液ポ

ンプと蒸発装置を備えた供給システムが考案され脚光を浴びている．ただし，このシステムでは自

然発生する BOG の処理が行えず，カーゴタンクの圧力制御ができないために DRL と同様に再液

化装置を設ける必要がある．当社開発の再液化装置は液化効率を上げるために，BOG の一部を

液化動力の燃料として使用することで，全体の液化量を押さえる部分再液化を考慮しており，蒸

気駆動 N２圧縮機を採用するなどの環境対策も織り込んでいる．さらに，当社は液ポンプによる高

圧ガス供給システムの開発にも取り組んでおり，前述のガス焚き低速ディーゼル機関及び再液化

装置と組み合わせた高効率の環境に優しいプラントの提案が可能である（図６）． 
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図６ SSD-GI と再液化プラント 

|4. LNG における海洋分野 

4.1 動向 

従来，LNG サプライチェーンは，陸上ガス田ないし比較的沿岸部の大規模な海底ガス田を対

象に，液化基地を陸上に設置，陸上で液化した LNG を LNG 船で輸送し，消費地の陸上に設置

されたガス化基地に LNG 状態で払い出し，その陸上基地にてガス化されたガスを各消費先へ供

給するというものであった．しかしながら，近年，対象ガス田の多様化，あるいは基地設置場所の

環境問題などから，陸上に液化基地またはガス化基地を設置することが困難あるいは経済的に

成立しないケースが出てきている．そこで，それらに対応するため，液化設備を船上に持ち，ガス

田から直接ガスを受け入れて液化，貯蔵し，LNG船へ払い出すLNG-FPSO，あるいは，ガス化設

備を船上に持ち，貯蔵した LNG を船上にてガス化させ消費先へ提供する船上ガス化船（Regas

船）が注目されるようになっている．よって本章では，多様化する LNG サプライチェーンに対応し

た，当社開発の Regas 船及び液化天然ガス洋上浮体式生産・貯蔵・積出設備（LNG-FPSO）に付

いて以下に述べる． 

4.2 Regas 船 

近年，LNG トレードの多様性からガス化基地へのニーズも多様化しており，ガス化設備を持っ

た LNG 船(Regasification Vessel: RV)，LNG タンク及びガス化設備を持った洋上浮体(Floating 

Storage and Regasification Unit: FSRU)の利用を前提としたプロジェクトが多数計画され，一部は

実現し，稼動している．RV 及び FSRU は，陸上ガス化基地に比べ，建設敷地確保及び建設許可

取得が容易，リードタイムが短い，低コストかつ納期遅延・コスト悪化のリスクが低い，別の設置場

所に移動可能という特徴があり，環境影響等で新規に陸上基地の設置が難しい米国等先進国，

長期的には不透明であるが，短期的にガス輸入の需要があり短期間でプラントを立ち上げたい

新興国でニーズがある． 

当社では，数多くの LNG 船を設計・建造したノウハウを集結し，当社独自の省エネで環境にや

さしい船上再ガス化船を開発した(図７)．本船の特徴は，燃費の良さ，低環境負荷，設置海域の

要件に応じて最適な運航ができる柔軟性であり，球形タンク方式の特徴を生かした効率的かつ信

頼性ある運航が可能である． 
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図７ MHI 船上再ガス化船   
  

4.3 LNG-FPSO 

近年，LNG（液化天然ガス）生産対象ガス田は，陸地からより遠い大規模海底ガス田や，これま

で未開発だった中小ガス田といういわゆるストランデッドガス田が注目されるようになっている．こ

れに伴い，新しい生産方式として，洋上で生産・貯蔵・積出ができ，かつ移動が可能な

LNG-FPSO が脚光を浴び始めている．LNG-FPSO は，通常の“LNG 船”と異なり，入渠修理を行

わずに洋上での LNG の生産・貯蔵・積出を継続する必要があり，LNG 貯蔵タンクの信頼性は

“LNG 船”以上に重要である．また，LNG 生産設備を設置するエリアを確保した浮体構造とした上

で，他方式に比べて経済性にも優れることが成立要件となる． 

当社では，液化ガス船並びに石油 FSO/FPSO の豊富な建造実績を基に，中小規模ガス田に

対応した，経済性・信頼性に優れる球形タンク方式 LNG-FPSO を開発し（図８），LR 船級より AIP

を取得した．さらに，大規模ガス田向け LNG-FPSO に対応した当社独自の独立方形タンクタイプ

Ｂの開発も行い（図９），ABS/LR/NKの各船級よりAIPを取得した．いずれの方式でも客先のニー

ズに応じた最適な LNG-FPSO を提供可能としている． 

 
 

図８ 当社球形タンク方式 LNG-FPSO  図９ 当社独立方形タンクタイプ B 例（２列型）

|5. まとめ 

当社は豊富な LNG 船建造実績をもとに，数々の技術と経験を蓄積しており，近年多様化して

きた LNG サプライチェーンにおける客先ニーズに対しても，船型，仕様，プラント，液化，ガス化

等様々な面で新規性の高い製品を提供できる体制を整えている．今後もこれまで培ってきた技術

を元に，安全性，信頼性，経済性が高く環境に優しい製品を提供していく． 

 


