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LNG海上輸送の技術革新
～環境負荷低減、LNGバリューチェーンの多様化への対応～

　現在、世界で600隻に近い数の大型LNG船が運航中である。2000年時点の運航隻数は約110隻であ
り、この20年間は年平均8-9%の増加率で船腹量が拡大してきた。さらに足元では約130隻の新造船が
建造中で、加えてカタールガスやモザンビークなどの大型プロジェクト向けの新造船調達も控えており、
今後もこれまでとほぼ同様のペースで船腹量が拡大していくことが見込まれている。
　LNGの海上輸送は、1959年の“Methane Pioneer”による米国Lake Charlesから英国Canvey Island
への世界初輸送に始まり、日本においては1969年にアラスカLNGが輸入されて以降、半世紀以上にわ
たって安全・安定輸送の実績を積み重ねてきた。造船所・舶用機器メーカーの信頼性の高い建造技術と
製品提供ならびに運航者の高品質な安全管理技術に支えられている。
　LNG船の基本設計については、1960 ～ 70年代前半の黎明期には各種タンク方式が開発され、タン
ク容量は7万m3程度であったが、1970年代の後半にタンク容量12万5,000m3の蒸気タービン推進とい
うデザインが確立され、その後20数年にわたって同デザイン（タンク容量は12万5,000-13万5,000m3）
のLNG船がスタンダードとしてLNGの海上輸送を担っていた。タンク方式については球形独立タンク
方式とメンブレン方式が主流となった。
　21世紀に入ってからは、原油（燃料油）価格の高騰の影響も受けて、輸送効率向上を目指してタンク
容量の大型化や推進システムの変化（高効率化）が進んだ。それまでは東南アジア・中東・豪州がLNG
産地の中心であったが、2010年代後半の北米シェールガスの立ち上げと新パナマ海峡の開通による
LNGトレードのグローバル展開もあり、現在はタンク容量17万～ 18万m3のガス焚きディーゼルエン
ジン推進というデザインが新たなスタンダードとなっている。
　また、ロシア北極海沿岸のLNGプロジェクト始動に伴い、北極海航路の氷海航行に対応する輸送技
術が実用化されている。さらに、LNGバリューチェーンの多様化に伴い、洋上のLNG受け入れ・貯蔵・
再ガス化設備や積替基地としてのFSRU（浮体式貯蔵・再ガス化設備）/FSU（浮体式貯蔵設備）の開発、
内航・近海輸送向けの小型LNG船、LNGを舶用燃料として一般船舶に供給するLNGバンカリング船な
ど、LNGに纏

まつ

わる輸送技術は多岐にわたってきている。
　本稿では、まずLNG海上輸送における基盤技術（貨物タンク、推進システム他）について概説し、次に、
最近20年間のLNGトレードのグローバル展開やバリューチェーンの多様化、世界的な環境意識への高
まりに伴う輸送技術の変遷・技術革新について当社の取り組み内容の紹介とともに説明したい。

はじめに

1. LNG船の基盤技術

　大型LNG船では、LNGをほぼ大気圧、極低温（約
-160℃）の状態で輸送する。
　貨物タンクは損傷・漏洩防止と断熱性能に対する高い
安全基準が求められ、設計・建造においても高度な構造

解析技術や厳密な工作精度・品質管理に対して細心の注
意を払う必要がある。また、外気からの浸入熱により
LNGの一部が自然に気化して発生するボイルオフガス

（BOG）をいかに処理するかも重要となる。

株式会社　商船三井
技術革新本部　技術部　副部長 杉本　義彦



22021.1 Vol.55 No.1

JOGMEC

K Y M C

アナリシス

LNG 船 タンク方式の比較図1

出所：MOL
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　LNG船の推進システムは、LNGの安定輸送を担保す
るために一般船舶よりも高い信頼性・冗長性が求められ
る点および貨物タンクから発生するBOGを燃料として
有効利用する必要がある点、この二つの要求仕様が特徴
的である。
　本項ではLNG船の基盤技術である「貨物タンク」と「推
進システム」について、現在運航されている大型LNG船
における代表的なシステムを中心に概説する。

（1）貨物タンク

　大型LNG船の代表的な貨物タンク方式はメンブレン
方式（NO96とMarkⅢ）と独立タンク方式（モスとSPB®）
がある。

①メンブレン方式
　フランスのGTT社がライセンスを有するタンク方式
である。船体内側に防熱材を取り付けて、さらにその内
側に“メンブレン”の言葉のとおり金属の薄膜（NO96はイ
ンバー鋼、MarkⅢはステンレス鋼）を貼り付ける方式で
ある。図3にNO96とMarkIIIの比較を示す。このメン
ブレンにより液密を保ち、貨物の荷重は防熱材と船体が
支えている。タンク形状の自由度があり容積効率が高く、
排水量の小さい船に仕上げることができる。日本での建
造実績もあるが、近年韓国・中国で建造される大型LNG
船はほとんどメンブレン方式である。

②モス（球形独立タンク）方式
　ノルウェーのモスマリタイム社がライセンスを有す
る、アルミ合金製の球形独立タンク方式である。球形タ
ンクは円筒形の支持構造（スカート）で船体に据え付けら
れており、タンク外面は断熱材で包まれている。形状・

メンブレン方式の内部構造（NO96）図2

出所：MOL

メンブレン方式の比較図3

出所：MOL
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構造がシンプルなため高度な構造解析が行うことがで
き、安全性・信頼性の高いタンク方式との評価を受けて
いる。一方で、球形ゆえ船舶に搭載する上では容積効率
が低いので、船幅を広げずにタンク容量を増やすために、
赤道部を筒状に伸ばしたストレッチ型や、北半球と南半
球の曲率を変えて非真球の“リンゴ”形状とすることでタ
ンク容量を増やす工夫もなされている。

③SPB®（方形独立タンク）方式
　日本のIHI/JMUが開発した、方形独立タンク方式で
ある。SPB®は Self-supporting Prismatic-shape 「自立
角型タンク」 IMO type Bの略称である。アルミニウム
製の角形タンクで、タンク外面は断熱材で包まれている。
船体構造とは独立した構造であるため、船体形状に合わ
せた自由な形状とすることが可能であり、推進性能に関
わる船体前後部の水面下形状を最適化できる。また、タ
ンク内に非水密隔壁を設置し、任意の液位における船体

運動と貨物液運動の同調によるスロッシングを防止でき
る、非常に堅牢で信頼性の高い方式である。1990年代
前半にアラスカプロジェクト向けにタンク容量8万
7,500m3の2隻、2010年代後半に北米シェールガスプロ
ジェクト向けにタンク容量16万5,000m3の4隻、が建造
されている。

④タンク容量とBOR
　タンク容量とBOR（ボイルオフレート：BOGの1日当
りの発生量をタンク総容量で割ったもの）の変遷を図6
に示す。1980年代に我が国で建造されたいわゆる第1
世代のLNG船のタンク容量は12万5,000m3、BORは0.25%/
dayであった。1970年代後半から2000年頃までの20
数年間は、LNG基地や港湾の受入制限により12万5,000
～ 13万5,000m3のデザインが主流であった。受入基地
における排水量制限がネックとなっていたが、2003年
に船のハード面とオペレーション面の創意工夫により

14万5,000 m3のモス方式のLNG船が受け入れ
られて、その後の大型化の流れを作った。以降
は原油（燃料油）価格の高騰の影響もあり、輸送
効率向上を目指してタンク容量は徐々に大型化
していき、2000年代後半には特定のプロジェ
クト向けに21万m3（Q-flex）や26万m3（Q-max）
という超大型船も登場した。現在は北米シェー
ルガス由来のLNG輸送に従事することを想定
し、新パナマ運河を通峡できる最大船型である
17万～ 18万m3が主流となっている。
　BORは断熱技術の進歩とともに向上し、近
年は0.10 ～ 0.15%/dayが主流であったが、推

モス方式のタンク（搭載中）図4

出所：MOL

貨物タンク容量の変遷図6

出所：MOL

SPB® 方式タンク（断面図）図5

出所：JMU
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進システムの燃費率向上に伴い、現在は0.08%/day程度
が主流となっている。

（2）推進システム

　LNG船の推進システムは、LNGの安定輸送を担保す

るために一般船舶よりも高い信頼性・冗長性が求められ
る点および貨物タンクから発生するBOGを燃料として
有効利用する必要がある点、この二つの要求仕様が特徴
的である。また、BOGが推進システムの燃料消費量を下
回る場合にはLNGを強制気化させるか（ガス専焼）、燃

LNG 船 推進システム別 竣工隻数推移図7

出所：MOL

LNG 船 推進システム - 燃料消費率（g/kWh）の向上図8

出所：MOL
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料油との混焼で必要な燃料を確保する必要があるため、
ガスと燃料油の双方を燃料とできる機関プラントである
ことが求められる。
　推進システムの変遷と燃料消費率の向上について図7
と図8に示す。LNG船の黎明期から2000年代後半まで
は信頼性の高い蒸気タービンが長らく主流であったが、
21世紀に入ってからは、原油（燃料油）価格の高騰の影
響も受けて、輸送効率向上を目指して推進システムの変
化、燃料消費率の向上が進んだ。

①蒸気タービン
　ガスと重油を燃料として主ボイラで蒸気を作り、蒸気
タービンで推進するシステム（図9を参照）。一般船舶の
標準的な推進システムである低速2ストロークディーゼ
ル推進機関に比べて極めて信頼性が高い。LNG船の黎
明期から2000年代後半まで長らく主流であった。
　一方で、ディーゼル機関に比べて燃費効率は劣るため、
蒸気タービンに再熱サイクル（一度タービンで仕事をし
た蒸気を再熱器で再加熱・再利用する）を採用すること
で燃費効率を高めたシステムも開発された。2010年代
に16隻に採用されている。

②低速ディーゼル機関＋再液化装置
　推進システムと貨物システム（BOG）を切り離し、
BOGの全量を再液化装置によりLNGとしてタンクに戻
し、推進システムとしては一般船舶では標準的な重油焚
きディーゼルエンジンを使用するシステム。

③電気推進
　2000年代に入り、まず4ストロークの発電用ディー
ゼル機関でガス焚き技術（ただしガスか燃料油のスイッ

チ運転）が確立したため、ガス焚きディーゼル機関で発
電した電力で推進モーターを駆動する電気推進システム
が登場し、普及した。冗長性としては、推進に必要な最
大出力に対して発電機の台数・容量に余裕を持たせて、
推進用モーターは2基装備、2軸または減速ギアを介し
た1軸という構成となっている。
　電気推進システムとして、ガスタービンエンジンとそ
の排熱エネルギーの利用（蒸気タービン）による発電で電
気推進を行うシステム（コンバインドサイクル）も考案さ
れているが、採用実績はない。

④STaGE（蒸気タービン+電気推進）
　STaGEはSteam Turbine and Gas Engine の略称で，
高効率再熱蒸気タービンと、ガス焚き可能なディーゼル
エンジン発電機および電気推進を組み合わせた2軸のハ
イブリッド推進システムである。ディーゼルエンジンの
排熱を蒸気タービンで有効利用することで燃費効率を高
めたシステムとなっている。

蒸気タービンシステム図9

出所：MOL

電気推進システム図10

出所：MOL

STaGE システム図11

出所：MOL
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⑤低速2ストロークディーゼル機関
　機関単体としては最も燃費効率の良い2ストロークの
低速ディーゼル機関においてもガス焚き（混焼）技術が開
発・実用化され、現在はこの低速ガス焚きディーゼル機
関を推進システムとして採用している建造船が主流であ

る（図12を参照）。冗長性確保のため、2機2軸構成となっ
ている。
　低速ガス焚きディーゼル機関は、MAN社のME-GI（高
圧式）とWinGD社のX-DF（低圧式）の2種類がある。そ
れぞれの得失を図13に示す。

2. 最近の技術革新

（1）浮体式LNG貯蔵・再ガス化設備（FSRU）

　FSRUとはFloating Storage Regasification Unitの略
称であり、LNG船からLNGを受け入れ、貯蔵・再ガス
化を行うことができる設備である。
　陸上のLNG受入設備の建設には、巨額な資金と長い
工期を要するため、新興国ではその導入が遅れている。
FSRUは低コストで短期間に導入可能なことから、世界
各地で導入計画が進んでいる。
　現在、当社はアジアの船会社で唯一FSRUを操業して
いる船社で、トルコのDortyol港で世界最大サイズ（26
万3,000m3）のFSRUであるMOL FSRU Challenger（図
14）を運航している。
　本項ではMOL FSRU Challengerの仕様の紹介ととも
にFSRUの特徴的な仕様について説明する。
　また、実際にFSRUを運航することで見えた課題に対
し て、 当 社 が 新 た に 開 発 に 取 り 組 ん で い る Cryo-
Powered Regas（再ガス冷熱発電）システムの紹介を行
いたい。

①再ガス化設備（リガスユニット）
　FSRU上で、LNGを再ガス化して陸上（または発電バー
ジ）に供給するためのプラント。再ガス化設備の全体的
な流れと主要設備について説明する。
　参考として、MOL FSRU Challengerの再ガス化関連
機器の配置（図15）と再ガス化フロー（図16）を示す。
 ・貨物ポンプ
　通常のLNG船ではタンク内に3台の貨物ポンプ（サブ
マージドタイプ）を装備しているが、FSRUでは再ガス
化時専用のRegas feed pumpを加えた計4台を有してお
り、ガス需要の増減に応じて使い分ける。FSRUでは、
通常のLNG船のように陸側のタンクに一気にLNGを出
荷する必要はないため、基本的には流量が小さく電力消
費を抑えられるRegas feed pump を用いる。
 ・ High Pressure（HP）/Small High Pressure（SHP）pump
　HP/SHP pumpは、陸上側が要求する送ガス圧力を満
たすように、LNGを4barから120bar程度まで昇圧する
役割を持つ（再ガス化後に昇圧するよりも、LNGの状態
で昇圧するほうがより効率的なため）。通常の再ガス化
運転ではHP pumpを用いるが、プラント立ち上げ時や、

低速ガス焚きディーゼル機関図12

出所：MOL

低速ガス焚きディーゼル機関の比較（ME-GI/X-DF）図13

出所：MOL
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少量のガス需要に応じた運転の際には、SHP pumpを用
いる。
 ・リコンデンサ/サクションドラム
　リコンデンサ/サクションドラムはLNG供給フロー
において貨物タンクとHP/SHP pumpの間に位置し、ポ
ンプを安全に運転させるためのバッファータンクとして
の役割を持つ。また、タンク内で発生するBOGの一部
を再液化する役割も持つ。
 ・HPベーパライザー
　LNGをNGへと再ガス化させる役割を持ち、再ガス化
関連機器の中で最も重要な機器である。ここで用いられ
る海水は、LNGを気化した際に冷却され、海へと排出
される（Open Loop Mode）。プロジェクトによっては、
環境保護のために、HPベーパライザーの入口出口にお
ける海水の温度差を制御する必要がある。
 ・Low Duty （LD）コンプレッサー
　貨物タンク内で発生したBOGをDFDE（Dual Fuel 
Diesel Electric：二元燃料ディーゼル発電）やボイラーの
燃料として供給する役割の他、BOGを再ガス化機器で
処理するためにリコンデンサへ供給する役割を持つ。
 ・High Pressure（HP）コンプレッサー
　HPコンプレッサーは、貨物タンクで発生するBOGを
昇圧させて、高圧NGとして陸上に払い出す役割を果た
す。通常タンク内から発生するBOGは前述のリコンデ
ンサを用いて処理されるが、再ガス化設備の運転が必要
となる。そのためガスの需要がほとんどない閑散期など
に、タンク内の圧力調整を目的として最小限のNGの払
い出しが求められるときに用いられる。
 ・Metering unit
　Metering unitは、HP ベーパライザー /HP コンプレッ
サーの合流ポイントの下流側にあり、超音波式流量計に
てガス流量を計測するとともに、ガスクロマトグラ
フィーを用いてガス成分のサンプリングを行う。
 ・Trim heater
　Trim heaterは、陸上へ送り出すNGを規定の温度ま
で加温する役割を果たす。NGの温度がプロジェクトで
要求される温度より低い場合に蒸気により加温すること
ができる。
 ・無入渠仕様
　通常の船舶では、定期的（2.5年ないしは5年毎）に入

にゅう

渠
きょ

して修繕工事を行うが、FSRUの場合は操業を行いな
がら、入渠せずにメンテナンス工事を同時並行して行え
るように設計されている。
✓�再ガス化オペレーションと特定の貨物タンクのメンテ

ナンスが同時にできるように、機器、配管系統を独立

MOL FSRU Challenger図14

出所：MOL

再ガス化関連機器配置図15

出所：MOL

再ガス化フロー図16

出所：MOL
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させている。
✓�船底：FSRUは基本的に航行をせず、常時係留される

ことを前提としているので、腐食を防ぐため防錆塗装
は一般船舶よりも高い仕様としている。一方で、海中
生物の付着を防ぐための防汚塗装は最小限の厚さとし
ている。また、外板のフェンダー当たり箇所、海水取
入口（シーチェスト）など厳しい条件に曝されることが
想定される個所には、耐摩耗性のあるグラスフレーク
塗料を採用している。
✓�船上メンテナンス設備：通常のLNG船では、貨物タ

ンクおよびタンク内の機器のメンテナンスは入渠時に
行うが、FSRUでは船上メンテナンス用の大型クレー
ンを配置している。貨物タンクの定期メンテナンスは、
操業への影響が最小限となるよう、計画的に1タンク
ずつガスフリー・開放・内部検査を実施する。また、
船首部に配置されている再ガス化関連装置用の大型ク
レーンも別に設けることにしている。

 ・係留方式
　FSRUは岸壁あるいは洋上で係留し、操業することが

想定される。FSRU操業の重要な要素の一つとなる、係
留方法の種類について説明する。
　MOL FSRU Challengerでは、ガスを陸上へ送るため
の施設である Jettyに係留を行う、Jetty方式（Single 
Jetty）を採用している。
✓�Jetty方式：通常のLNG船の係留方式と親和性が高い、

LNGの移送方法が容易、というメリットがある。将
来的に積替基地やハブターミナルとして他の施設に
改造することができる等の強みも挙げられる。

　 Cross Jettyでは、一般的なLNGCの受入基地と同様
の荷役を行うことができ、気象や海象に左右されずに
LNGの荷受ができるため、安定的な操業が可能であ
るなどのメリットが挙げられる。

　 一方のSingle Jettyは、設備投資が少なくて済み、建
設期間も短いというメリットがある。図17に、実際
に係留が行われている様子を示す。FSRUはJettyに
係留され、LNG船とはフレキシブルホースでマニフォ
ルドをつないでShip to Ship（STS）で荷役が行われる。

② Cryo-Powered Regas System（再ガス化冷熱発電シ
ステム）

　FSRUの再ガス化プロセスに有機ランキンサイクル
（後述）を用いることで、これまでのFSRUでは海水に排
出していたLNG冷熱を発電エネルギーとして利用する
ことが可能となった。これによりFSRUがLNGを再ガ
ス化する際の燃料消費量およびCO2排出量を大幅に削減
する効果が期待できる。
　有機ランキンサイクルシステムは陸上LNG基地で40
年以上の実績のある技術だが、当社は FSRU向けに 

“Cryo-Powered Regas System”として、大宇造船海洋
（DSME）と共同で研究に取り組んでいる。

STS 荷役の様子（左：FSRU、右：LNG 船）図18

出所：MOL

Jetty Mooring（実線：LNG、点線：NG）図17

出所：MOL
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　FSRUの送ガスの最大定格流量（1日あたり5億立方
フィートの送ガス量相当）では再ガス化プロセスでの電
力消費を約70％分回収することで、FSRUの燃料消費
およびCO2排出を約50％削減する効果が期待できる。
・有機ランキンサイクル（ORC）
　一般のランキンサイクルでは、作動熱媒体として水や
蒸気を用いており、船内使用圧力で蒸発させるために、
補助ボイラで燃料ガスを燃焼させ、100℃以上まで加熱
を行う必要がある。一方、ORCでは、水や蒸気の代わ
りに、蒸発温度の低い有機熱媒体を作動熱媒体として用
いることで、燃料を消費することなく再ガス化を実現で
きることに加え、LNGの冷熱を有効活用することがで
きるというメリットも生まれる。
　Cryo-Powered Regas Systemでは、図19に示すよ
うにORCを再ガス化プロセスに取り込んでいる。有機
熱媒体の気化を海水で行い、LNGのもつ冷熱で凝縮を
行う。ORC Vaporizerで気化された有機熱媒体はター
ビンを駆動するための作動流体として、タービンジェネ
レーターで用いられる。海水の温度が高温であるほど、
気化される有機熱媒体の量が増加するため、タービン
ジェネレーターの発電効率は上昇し、海水温25℃で最
大5MW程度発電可能であると予想される。
　定格再ガス能力500MMSCFDを有するシステムでは、
HP pumpを駆動させるためにDFエンジン（二元燃料エ
ンジン）を用いた発電機システムで10MW程度発電する
必要があるが、本システ
ムでは燃料を消費するこ
となくその半分程度の電
力である5MWを供給す
ることができる。また、
燃料を消費しないことか
ら、一連の再ガス化のプ
ロセスにおけるCO2の排
出量を、最大 55%まで
削減することができる。
　LNGの発電燃料とし
ての需要が年々増加して
いる上、環境意識が高ま
りつつある、海水温度の
高い熱帯・亜熱帯地域に
おいて、本Cryo-Powered 
Regas Systemは、非常
に将来性のある技術だと
確信している。

（3）北極海航路-砕氷LNG船とLNG積替基地（FSU）-

　 ロ シ ア の ガ ス 生 産 企 業、NOVATEKが 推 進 す る
Yamal LNGプロジェクトおよびArctic LNG 2プロジェ
クトにおける、北極海航路のLNG輸送技術について概
説する。
　本プロジェクトのLNG輸送計画を図20に示す。北
極海航路における海上貨物輸送としても過去に例のない
大型プロジェクトである。
　砕氷LNG船により、ロシア北極圏のヤマル半島・ギ

北極海航路の LNG 輸送計画図20

出所：MOL

Cryo-Powered Reags System 概略図
（実線：液体、点線：気体）図19

出所：MOL
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ダン半島のLNG出荷基地から、北極海航路を経由して、
カムチャッカ（東回り）やムルマンスク（西回り）に積替基
地として設置されるFSU（浮体式貯蔵設備）まで輸送。
積替基地からLNG消費地へは在来LNG船で2次輸送す
る計画である。
　北極海航路を利用する最大のメリットは輸送コスト・
期間の低減にある。ヤマル地方から東アジアまでの
LNG輸送においては、東回りでベーリング海峡に抜け
る北極海航路を利用することで、従来のスエズ運河経由
の南回り航路（地中海～スエズ運河～マラッカ海峡を経
由するルート）を利用する場合を比較すると、航海日数
は約20日程度の短縮（航海距離は約65％短縮）、燃料消
費は約30％低減することが可能となる。温室効果ガス
の排出削減にも寄与する。
　また、カムチャッカおよびムルマンスクにてLNGの
積み替えを行うことで、北極海航路を経由するLNG輸
送のコスト低減が期待され、LNG消費地への安定的・
効率的なLNG輸送に寄与することができる。
　なお、本プロジェクトにおいて、北極海航路を利用し
た北極海へのアクセスが選択肢となった背景には、近年
の自然環境の変化により北極海域の氷が少なくなってい
ることが挙げられる。
　プロジェクトに従事する砕氷LNG船は現在15隻が運
航しており、現在21隻が建造中である。当社はこのう
ち3隻を運航中、3隻を建造中である。

①砕氷LNG船
　本プロジェクトで使用する砕氷LNG船の特徴的な仕
様は次のとおり。
 ・ 砕氷仕様：商船では最高レベルとなるロシア船級の

アイスクラス“Arc7”を適用している。厚さ2.1mの1
年氷まで砕氷が可能。一般のLNG船に比べ、船殻構

造の強化により船殻重量は約25%増加している。
　 　また、ダブルアクティングと呼ばれる前後進両方で

砕氷航行を行う船型を採用しており、Open Seaまた
は氷の薄い海域では前進を、氷の厚い海域では後進を
選択して航行する。前後進それぞれ専用の船橋（Wheel 
House : W/H）を装備する。

 ・ 寒冷地対策：設計外気温度を-52℃とし、暴露部の構
造部材や艤装品強度部材には低温靭性の高い鋼材を
使用、甲板機器は電動式、船橋ウイングは閉囲型、
半密閉係船区画の採用、居住区暖房の強化、アイス
シーチェスト（氷で閉塞しにくい冷却水取入口）など
の寒冷地対策を実施している。

　✓�半密閉係船区画：一般船舶では係船機器は暴露部に
設置されるが、本船の係船区画は、屋根付き、半密
閉化とすることで、係船機器への着氷・積雪防止お
よび乗組員の防寒対策としている。

　✓�アイスシーチェスト：船内に海水を取り込むシー
チェストは、氷による閉塞対策を施しておりアイス
シーチェストと呼ばれる（図22）。砕けた氷によっ
て海水取入部が閉塞するのを防ぐため、通常のシー
チェストよりもグリッドの表面積を大幅に増やすと
ともに、内部にカスケード構造を適用している。

 ・推進機関：ポッド推進装置を3基搭載。
　 　ポッド推進装置はプロペラと舵が一体化しているの

が特徴で、それぞれが360度旋回が可能なために機動
性が高く、船の前後進の切り替えも短時間で行うこと
ができる（図23参照）。

 ・ 船殻構造：機関室も含めて完全ダブルハルとなって
おり、万一の浸水や船外への油流出を防ぐ。

・氷海航行用の装備
　 　本船では氷海航行用に、アイスレーダー、アイスサー

チライト、赤外線カメラを船橋に装備している。

砕氷 LNG 船の要目表1

（1）全長 299.0m

（2）全幅 50.00m

（3）満載喫水 12.00m（氷海航行時）

（4）LNGタンク メンブレン型

（5）貨物タンク容量 172,000m3

（6）�アイスクラス/
仕様

ロシア船級Arc7�/�極寒地を対象とした特
別仕様

（7）砕氷航行能力 船首砕氷バウ構造、船尾3軸PODプロペラ
最大砕氷能力�氷厚 2.1m（後進時）

（8）建造造船所 Daewoo�Shipbuilding�&�Marine�
Engineering�Co.,�Ltd.

出所：MOL
ダブルアクティング航行図21

出所：MOL
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　✓アイスレーダー
　　 夜間や濃霧時の氷況観測用にアイスレーダーを装備

する。X-bandレーダーの信号をData Processorを用
いて解析することで、氷況認識が可能になっている。

　　�図24では、左図がアイスレーダーの表示、右図が実
際の海氷状況を表しており、アイスレーダーが実際の
氷と海水の境界を正確に表していることがわかる。

　✓アイスサーチライト
　　 夜間航行時に目視にて氷況を監視するためにFore 

Mast（最前方マスト）上に1台、Compass DK（コン
パス甲板）のWing端に2台（P/S）、Compass DKの
Aft側（後ろ側）に1台、計4台のキセノンサーチラ
イトを装備する。

　✓赤外線カメラ
　　 夜間や濃霧時の氷況観測用に赤外線カメラをFore 

MastとCompass DK上に装備する。映像はW/Hに
てリアルタイムで監視することができる。本装置は

夜間や濃霧のときにも海面と氷の境界部を把握する
のに有効で、図25では白い部分が氷の割れている
箇所（チャンネル）を表している。

・アイストライアル（砕氷性能試験）
　砕氷仕様（砕氷能力）の確認として、本船竣工後約1カ
月をかけて北極海にてアイストライアルを実施する。
　砕氷船の氷海中での性能は、Level Ice（平坦氷）、
Ridge（氷丘脈）、Brash Ice（砕け氷）と呼ばれる氷の種
類と氷厚ごとに、船速、最大旋回半径等が規定されてい
る。アイストライアルでは、なるべくSPECにて規定さ
れた氷に近い試験海域を探すことから始まり、試験に適
した海域が見つかり次第、実際に砕氷運転を行い性能を
検証する。
　試験にて得られるデータは、氷の厚さ/強度のばらつ
きを補正する必要がある。各試験後にロシアのArctic 
& Antarctic Research Institute （AARI）から派遣されて
いる計測チームが氷のサンプリングを行い、氷厚/積雪

アイスシーチェスト図22

出所：MOL

ポッド推進装置図23

出所：MOL

アイスレーダー画像と実際の氷海状況図24

出所：MOL

Fore Mast 赤外線カメラ映像図25

出所：MOL
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量/曲げ強度/物性値を調査し、その結果をもとに、計
測結果の補正を行う。
　アイストラアル期間中は、砕氷性能の確認の他に
　✓�ポッド推進装置、砕氷オペレーション時の発電機の

挙動の調整・確認
　✓低温環境における寒冷地対策仕様の有効性確認
を行う。また、アイストライアルは乗組員にとっても、
氷海航行スキル向上のための重要な機会となっている。

② FSU（浮体式貯蔵設備）-LNG積替基地（カムチャツカ、
ムルマンスク）-

　砕氷LNG船から在来LNG船による2次輸送へのLNG
積替基地として、カムチャッカおよびムルマンスクに
FSUが設置される計画で、現在、韓国のDSME（大宇造
船海洋）オクポ造船所でFSU2隻が建造中である。
　LNG積み替えの頻度は高いことが想定されるため、
砕氷LNG船と在来LNG船を同時に受入係留して積揚同
時荷役するオペレーション（図27）も想定している。
　Ship to Ship （STS）荷役設備としてはフレキシブル
ホースを用いないマリン・ローディングアームの採用（荷

役時間短縮）、大容量の再液化装置3トレーン（隔日荷役）、
積揚同時荷役が可能な LNG配管設計（Liquid Header2
本配置、LNG/Vapor 両舷Crossover 配管の工夫）、特
殊なチェーン・スプレッドムアリング方式（シャトル船
入船に配慮）など、斬新な設計思想を多々取り入れた基
本設計となっている。
　また、寒冷地対策（外気設計温度：-40℃）として砕氷
LNG船に準じた各種仕様を採用、FSRUと同様に20年
間無入渠仕様も採用している。

アイストライアルの様子図26

出所：MOL

積揚同時荷役オペレーション図27

出所：MOL

FSU-LNG 積替基地 - の要目表2

全長/幅/深さ/喫水� 400.0m/60.0m/30.0m/12.2m

船籍� ロシア

船級 RMRS�およびBV

LNGタンク メンブレン�GTT�NO96�GW（0.7barg�蓄圧）

貨物タンク容量� 36万1,600m3（100%）

ボイルオフレート 0.11%

居住区 定員72名（Officer�30室、Crew�42室）

主機関� DFD発電機×4基（9L50DF×4）

船速 自走機能なし（曳航設備を保有）
出所：MOL
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3. おわりに

　LNGの海上輸送における基盤技術のおさらいと、昨今
のLNGトレードのグローバル展開やLNGバリューチェー
ンの多様化、世界的な環境意識への高まりに伴う技術革
新・変遷について当社の取り組みとともに概説した。
　当社は、世界最大のLNG船事業者およびアジアで唯一
のFSRUの保有・運営会社としてこれまでに培ってきた

技術と経験を基に強くしなやかに進化しながら、LNG海
上輸送の主幹を担い続け、LNGの貯蔵・再ガス化、電力・
舶用燃料としての供給まで、LNGバリューチェーンの中
で多様な調達を指向する顧客・環境ニーズに対してスト
レスフリーなサービスを提供していきたいと考える。
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