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19．モス型
質問：
　LNG船のモス型というのは、蛾

が

（英語のモス）の繭
まゆ

に似ているから
名付けられたのか。

回答：
　液化天然ガスLNG船の写真を見る
と（図１）、甲板に丸いお椀

わん

を伏せた
ようなタンクが並んでいる場合が多
く、見ようによっては繭のようにも見
えます。昔の映画に、蛾の怪獣でモス
ラというのが出てきましたが、モスラ
が繭をつくったら、あれくらいの大き
さにはなるかもしれませんね。
　しかし、蛾の英語モスのスペルが
mothであるのに対し、LNG船のモス
型のスペルはmossであることからも
分かるように、両者の間に関係はあり
ません。実は、LNG船のモス型は、
このタイプの船を初めてつくったノル
ウェーの会社であるモスローゼンバー
グ（Moss Rosenberg）から名付けら
れたものです。
　LNGは、メタンを主成分とする天
然ガスが、冷却液化すると体積が約
1/600になり、輸送、貯蔵の効率が上
がることを利用するものです。しか
し、LNGの沸点は、マイナス162度と
いう極低温ですから、少しでも温度が
上がると蒸発してしまいます。
　特に、これを海上輸送する場合には、
太陽や海水など、外部からの熱の進入
を防いだり、航行中に遭遇する波の影
響を最小限にするなどの極めて厳しい
課題を、素材の選択や、設計上の工夫
により克服することが必要です。これ

らに対する回答として同社が考案した
のが、断熱材で覆われた球形のタンク
を、球の赤道の部分だけで、船の甲板
に取り付けるという構造、モス型でした。
　まず、球形は体積に対する表面積が
最小ですから、外部からの熱の進入も、
外部への熱の放出も最小にすることが
できます。また、タンクの内側は球面
で、どちらからの揺れに対しても、液
の抵抗を最小にし、摩擦熱による蒸発
を抑えます（図２）。このような特徴
をもつため、モス型は、LNG船型の
主流の一つとなっています。
　もう一つの代表的な船型は、フラン
スのガストランスポート社が開発した
メンブレン方式です。これは、おおま
かに言えば、船の内側に断熱性の膜（メ
ンブレン）を張り付けることから、名
付けられたものです（図３）。
　メンブレン方式の特徴は、モス式と
異なり、タンク部分が甲板の上方に張
り出さないので、航行中に風の抵抗を

受けにくく、悪天候に強いとされてい
ます。また、同じ容積のLNGを積載
する場合、モス型より船体を小さくす
ることができます（図４）。
　ただ、モス方式に比べて、断熱メン
ブレンの取り付けなど、建造に難しい
点もあるとされます。
　このように、両者には短所もありま
すが、優れた点も多く、それぞれの特
長が評価されて採用され、現在では両
方式が、就航している世界のLNG船
約180隻の大多数を占めています。
　例えば、現在開発中のカタールから
欧米向けのLNGプロジェクトでは、
LNG積載量20万立方メートルを超え
る超大型LNG船が数隻建造されます
が、通過するスエズ運河の通行料が、
おもに船の体積（タンクの体積でなく）
を基にした算出法によって課料される
ことから、モス方式より船体を小さく
できるメンブレン方式が選択されたと
言われています。

３回目のトリビアをお送りします。１、２回目のご質問は文末に揚げました。

図1 モス型LNG船

提供：三菱重工業船舶海洋営業一部
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提供：三菱重工業船舶海洋営業一部

図4 メンブレン型LNG船
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図3 メンブレン型LNG船の断面図
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図2 モス型LNG船の断面

出所：JOGMEC

20．白亜紀とジュラ紀
質問：
　世界的に、石油や天然ガスの主
要生産地層の一つは白亜紀の地層
とのことだが、この地層は白っぽ
いのか？　あるいはこの地層から
の原油は他の原油より白っぽいの
か？　同じく、主力油・ガス生産
層とされるジュラ紀は、映画ジュ
ラシックパークと関係があるのか。

回答：
　確かに、世界の石油・天然ガスの主
要生産地層は白亜紀とジュラ紀の地層

で す 。 白 亜 紀 （ T h e  C r e t a c e u s 
Period）、ジュラ紀（The Jurassic 
Period）などと、紀（period）がつい
ているのは、地質年代の名前です。地
層や岩石の方は、系（system）をつ
けて呼びますので、石油・天然ガスの
貯留層を呼ぶときは、白亜系、ジュラ
系を用いるのが正解です。
　これらの名前は、いずれも地質学の
発展の過程において、それらの地層が
現れた代表的な地域の名や、岩石名な
どから名付けられました。
　白亜紀は、この時代の地層が最初に
詳しく研究された西ヨーロッパ地方に

おいて、その特徴である石灰岩から命
名されました。有名な英仏間のドー
バー海峡の白い崖

がけ

は、白亜系石灰岩の
代表的なものです。
　この白い石灰岩を英国ではチョーク

（chalk）と呼んでいたのですが、当時、
ヨーロッパの学会では、学術名や学名
にラテン語を用いるのが正統とされて
いたので、地層名をつけるとき、英語
のチョークに対するラテン語クレタ

（creta）が採用されました。
　したがって、この時代の地層は、英
仏などでは白っぽいですが、他の、特
に石灰岩が多くない地域では、白い特
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徴があるわけではありません。また、
白いのは地層であって、産出される石
油の色が白いわけではありません。
　なお、地中海のギリシャのクレタ島
も、全島が白亜の石灰質からできてい
ることから、クレタ島と呼ばれていま
す。しかし、白亜紀の命名は、以上に
述べたように、直接同島に由来するも
のではありません。
　日本語の白亜（はくあ）は、辞書に
よると白堊（はくあく）の慣用読みで、
亜は堊（あく）の通用字です。堊は白
い土という意味の漢字で、漢語の白堊
は、石灰、白墨、白壁などを指す言葉
として、江戸時代から使われていまし
た。
　明治になって欧米から新しい文物が
入ってきたとき、それらは日本語に訳
されました。特に学問の分野では漢語
が活躍しましたが、地質学においては、
白亜紀のクレタというラテン語に対し
て、白堊という漢語があてられました。
ちなみに、白堊館は米国のホワイトハ
ウスにつけられた漢名です。
　白亜紀は、約１億4,400万年前から
約6,500万年前までの時代です。初め
の三畳紀、中間のジュラ紀とともに、
中生代を構成する３つの紀の最後に当
たります。
　中生代を代表する生物は、爬虫類や
アンモナイトなどですが、特に恐竜は、

中生代に出現し、三畳紀、ジュラ紀と
繁栄し、白亜紀に最盛期を迎えた後、
突然絶滅したことが知られています。
　一方のジュラ紀の名称ですが、これ
はこの時代の地層が初めて詳しく研究
された、フランスやドイツとの国境に
またがるスイスの山地の名、ジュラ
Juraから採られました。
　ジュラ紀は、上に述べた同じ中生代
の白亜紀に先行し、約２億1,300万年
前から約１億4,400万年前まで続いた
時代です。
　同名の原作を基に制作された映画

「ジュラシックパーク（Ju r a s s i c 
Park）」のジュラシックは、「ジュラ

紀の、あるいはジュラ系の」という形
容詞ですから、まさに、石油の生産層
の時代ジュラ紀そのものを指します。
　恐竜の生息していた時代ですから、
恐竜を集めた施設を「ジュラ紀の公園」
という意味で名付けたのでしょう。
　ジュラ紀と白亜紀を代表する生物で
ある恐竜は、白亜紀になって大型化し
たので、巨大恐竜が大暴れする物語に
は 、「 ク レ テ イ シ ャ ス パ ー ク

（Cretaceous Park）」＝「白亜紀の公園」
と名付けた方が適切だったかもしれま
せんが、どういうわけか、白亜紀でな
くジュラ紀の方から、名を付けられて
います。

提供：ロイター・サン photo by Toshiyuki Aizawa

図5 白亜紀の代表的恐竜ティラノサウルス

21．石油
質問：
　地下の地層岩から採れる油が「地
油」や「岩油」ではなく、また石
から採れるわけでも石のように見
えるわけでもないのに「石油」と
呼ばれるのはなぜか。石のように
見える先輩格、「石炭」のアナロジー
で石油と命名されたのか。

回答：

　わが国で、石油に関する語が初めて

表れるのは、８世紀の日本書紀です。
天智天皇に「越の国より燃水燃土」を
献じたとある燃水が石油に当たると思
われますが、当時の呼び方かどうで
あったかは分かりません。少なくとも
中世以降は、石油が湧き出していた新
潟や秋田などの地方では、臭い水と言
う意味の「くそうず」が使われていた
ようで、当時の文献にあります。また、
現在も地名として残っています。
　われわれが今使っている石油という
語は、もともと中国での呼び名から来

ているようです。16世紀後半、明
みん

の薬
物学者・李時珍が著した博物事典「本
草綱目」には、石脳油として出ており、
それとともに、石油、石漆とも言うと
されております。江戸時代の日本で
は、知識階級の間で「本草綱目」は広
く読まれていたようで、石脳油の語が
普及していたようです。
　明治になって、米国などから石油が
輸入され始めたときは、石脳油、石炭
油などと呼ばれていました。明治６

（1873）年、政府から欧米に派遣され
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た大鳥圭介は、米国石油業視察報告書
に「山油編」と名付けました。大鳥は、
英語のペトロリュウムはラテン語の岩
の油と言う意味なので、植物油や獣油
と区別するため山油と呼ぶとしまし
た。
　これらの呼び方のうち、石炭と石油
は異なる物質であることが次第に知ら

れるようになり、石炭油は用いられな
くなりました。
　石油の語は「本草綱目」にも記載の
ある由緒正しい言葉であることが、漢
文の素養のあった明治初期の産業人が
採用した大きな理由の一つであったと
思われます。また、同じく「本草綱目」
にあった石脳油より簡略でもあるの

で、使われることが多くなったようで
す。
　さらに、英語のペトロリアムも石の
油という同じ意味であると言うことが
広く知られるようになり、結局これら
のことから石油の語が定着して、今日
に至ったようです。

22．ノースフィールド
質問：
　最近、LNGの生産量が急速に増
大し、埋蔵量も世界最大級とされ
るカタールのガス田は、ノース
フィールド（北のフィールド）ガ
ス田と言われているが、それでは
南側にはサウスフィールドがある
のか。

回答：
　ノースフィールド（North Field）
のノースは、確かに北という意味です
が、この場合のノースは、この地域で
1970年代当初、ガス層の存在が初めて
発見された当時、探鉱の対象となって
いた地下の地質構造の名称であるノー
スドーム（North Dome）に由来する
ものです。
　ノースドームは、カタール半島の北
東、アラビア湾（ペルシア湾）海上、
約80キロメートルを中心に数十キロか
ら百キロ以上の広がりをもつ巨大な
ドーム構造（地層が丸屋根状に盛り上
がった構造）です。このドームの探鉱
を行った当時のカタールシェル（後に
国 有 化 さ れ た 現 Q P 〈 Q a t a r 
Petroleum〉）が、カタール半島の北
方海上にあるドームという意味で名付
けたものです。したがって、サウス
ドームは存在せず、当然、サウスフィー
ルドもありません。
　一方、アラビア湾（ペルシア湾）上
の北側でカタールと境界を接している
イラン側には、同じく世界最大級のサ

ウスパルス（South Pars）ガス田があ
ります。「パルス」は、ペルシア語でイ
ランの古来の名称である「ペルシア」
のことです。
　実は、ノースドームとサウスパルス
の両ガス田は地下でつながった単一の
ガス田であるとされ、境界を挟んで、
両国がそれぞれ自国の部分を所有して
いることになります。
　ちなみに、イランのサウスパルスガ
ス田には、その北側にノースパルスガ
ス田があります。というのは、サウス
パルスガス田は、ノースフィールドガ
ス田が発見されてから20年ほど後の

1990年代になって、イラン側が発見し
ました。しかし、もともと、イラン側
には、既にパルスガス田と呼ばれるガ
ス田が、イラン本土に近い海上に開発
されていました。そこで、後から南側
に発見された方をサウスパルス、既に
北側にあった方をノースパルスと命名
しなおしました（図6）。
　よく知られているように、カタール
側では、ノースフィールドガス田にお
いて、急ピッチで次々にLNG開発プ
ロジェクトが立ち上がり、数年中に同
国は世界最大のLNG輸出国になると
見込まれています。

図6 ノースフィールドとサウスパルス

サウジアラビア

イラン

アラブ首長国連邦

カタール

バーレーン
サウスパルスガス田サウスパルスガス田サウスパルスガス田

ノースパルスガス田ノースパルスガス田ノースパルスガス田

ノースフィールドノースフィールドノースフィールド



97 石油・天然ガスレビュー

石油天然ガスのトリビア（その３） 〜ちょっとした疑問、質問にお答えします〜

TACT SYSTEM

K Y M C

　一方、これに接しているイラン側の
サウスパルスガス田では、今のところ
輸出計画がなかなか立ち上がらず、
LNGプロジェクトは進展していませ

ん。イランの核開発問題をめぐる国際
的緊張が続くなか、外国企業がイラン
での投資に慎重になっていることが背
景にあります。現状では、南側のノー

スフィールドと北側のサウスパルスと
で、明暗がくっきりと分かれる結果に
なっています。

23．ESSOとEXXON
質問：
　ESSOとEXXONは違うのか。
EXXONというのは聞きなれない名
だが、人の名前なのか。

回答：
　現在のエクソンモービル社は、1999
年にEXXONとモービルが合併して成
立した会社です。ESSOはEXXONに
改名する前に名乗っていた古い方の商
標なので、年配の方々にはなじみが深
いかもしれません。
　近代的石油産業は、19世紀の半ば米
国で誕生し、急速な成長を遂げました。
特にロックフェラーの創業したスタン
ダードオイルは、合併に次ぐ合併によ
り、1880年代には全米の石油精製能力
の90％を支配する大トラストに発展し
ました。これに対し、同業者や世論の
反発が次第に強まり、1911年、同社は
独占禁止法により、33の会社に分割さ
れることとなりました。その一つ、ス
タンダードオイル オブ ニュージャー
ジー（SONJ）がエクソンの前身であ
り、同じくスタンダードオイル オブ 
ニューヨーク（SOCONY）が、モー
ビルの前身です。
　さて、SONJは1923年、自社に対し、
ESSOの商標を制定しました。これ

は 、 東 部 州 ス タ ン ダ ー ド オ イ ル
（Eastern States Standard Oil）の意
味 を も つ と と も に 、 そ の 発 音 が
Standard Oilの略SOの発音エスオーに
似ていることから採用されたと言われ
ます。また、スペルの近い英語の
essenceは真髄、精油などの意味があ
り、フランス語essenceやドイツ語
essenzでも同じ意味です。さらに、フ
ランス語ではガソリンもessence

（エッサンス）です。これらのことも、
採用の理由になったかもしれません。
　ESSOの商標は、同社の事業の拡大
とともに米国内外で用いられるように
なっていきます。ところが、同じくス
タンダードオイルの分割で誕生した他
の会社も、SOCAL（スタンダードオ
イル オブ カルフォルニア）、SOHIO

（スタンダードオイル オブ オハイオ）
などと、いずれもSOを名乗ることが
認められていたため、ESSOはそれら
のSOとの混同を引き起こすとのク
レームが出され、裁判の結果、SONJ
は米国の一部の地域ではESSOを使用
することができないという事態になり
ました。そこで、長い期間をかけ、世
界中の同社関連企業をも含めて多数の
候補が検討された結果、ついに1974年、
新しい、全世界で使える商標として
EXXONが採用されることになりまし

た。
　EXXONが選択され理由はいろいろ
考えられますが、それまで50年間も親
しまれていたESSOと、発音もスペル
も比較的近いこともその一つかもしれ
ません。選定に当たっては、人名に近
い覚えやすい語感で、かつ実際には人
名として存在しないものを探したとも
言 わ れ て い ま す 。 そ の こ ろ

（1968-1974）、米国の大統領はニクソ
ンで、確かに発音は似ていますが、エ
クソンという人名はあまり聞いたこと
がないので、あるいはそうだったので
しょう。
　なお、その選考過程で、エネルギー
カンパニー（Energy Company）の略
でEncoが一時有力候補となりました。
しかし、日本の関係者から、日本では
この発音はエンジン故障を略したエン
コと同じでまずい、という指摘があり、
取りやめになったというエピソードも
伝えられています。ただし、その日本
では、EXXONが正式社名になった
後、今に至るも、ガソリンなどの製品
やスタンドの名称としてエッソが使わ
れています。それはエッソが日本で定
着したからということでしょうが、エ
クソンという発音の中に、日本語とし
てはあまり良い感じを与えない語感が
含まれているからかもしれません。
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１. API比重
２. エッソタイガー
３. ワイルドキャット
４. ユノカル76
５. BTU

６. 第三紀と第四紀
７. オクタン価とセタン価
８. シェブロンとトタール
９. メタンガス
10. LNGとNGL

　「石油天然ガスのトリビア」では、これまで以下の項目を採り上げました。引き続き皆様のご質問をお待ちしておりま
す（著者）。
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11. 油田とガス田
12. 独立系
13. 12Aと13A
14. バレル

15. WTI
16. シェル
17. 天然ガス
18. オイルとペトロリアム
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