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LNG 刺し身論とハブ構想
　LNGは、刺し身に例えると、その取り扱いが理解しやすい。刺し身は
新鮮なものが一番うまい。ちょっと強引な表現かもしれないが、LNGも
作り立てが一番おいしい（利用価値が高い）のである。その意味を以下に
考察し、併せて最近報道されたLNGハブ構想についても触れてみたい。

JOGMEC 石油・天然ガス調査グループ
mikami-naoto@jogmec.go.jp 三神　直人

　LNG（液化天然ガス）は、大気圧、
大気温度において本来ガスの状態であ
る天然ガスを液化基地の冷凍機で冷
却・液化して保存する。その後、断熱
材等を用いて熱の進入を抑制した魔法
瓶に似た構造のLNGタンクに入れる。
タンクの中は大気圧で、LNGはおよ
そ－162℃である。
　天然ガスは液化すると体積が約600
分の１になるので、LNGは非常に体
積効率のよい輸送・貯蔵方法である。
しかし、冷却して液化するという自然
界にはない不安定な状態にわざわざし
ているので、自然に元のガスの状態に
戻ろうとする。
　LNGはタンク壁、LNG配管、LNG
ポンプ等からの入熱により、次第に蒸
発して本来のガスの状態に戻ってい
く。このとき発生するガスをBOG

（boil off gas）という。つまり、ガス
化したBOG体積の600分の１のLNGが
減っていくことになる。
　刺し身もまた枯れた植物同様、地球
の物質循環の一部にすぎず、微生物等
によって分解・消費され、土（元の無
機物）に戻って消えていく。同様に
LNGも、元の状態に返っていくのだ。
では、実際にLNGタンクでは、LNGは
どのくらい減ってしまうのであろうか。

（1）BOG発生によるLNGの減少

　先に述べたように、LNG/BOGの体

積の比はおよそ1/600で
あ る の で 、 た と え ば
BOGが600㎥発生する
と、LNGが１㎥減少す
ることになる。
　LNG貯蔵タンクのBOG
発生率BOR（boi l  o f f 
rate）はほとんど明らか
にされていないが、LNG
船のBORは参考図書等に
示されている。これによ
ると、１日あたりLNG貯
蔵量１に対して0.0015の
割合でBOGが発生する。
　この割合を用いて、LNGがBOG発生
によってどのように減少するかを計算
してみた。20万㎥のLNGをタンク内に
そのまま放置し続けたと仮定して計算
した結果を、図1に示す。これによれ
ば、およそ１年で半分程度まで減って
しまうことが分かる。つまり、取り置
きしたはずのLNGが、１年でおよそ半

分になってしまうのだ。
　これでは、LNGは極めて貯蔵効率
が悪い液体と思われるかもしれない。
しかし、LNGを取り扱っている電力
会社や都市ガス会社は、こんなに長期
間、何もせずにタンクにLNGを放置
するわけではない。
　実際には、タンクに入れたLNGは
すぐに消費され、また新しいLNGを

1. 刺し身もやがて土に返る（BOG発生によるLNGの減少）
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図1 計算によるBOG発生によるLNG貯蔵タンクの
液位変化の様子（計算例）
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図2 日本のLNG基地のフロー概要
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　魚は死後硬直が解けて、酵素の働き
によりアミノ酸がある程度発生してか
らおいしくなると言われる。同様に、
LNGはBOG発生によって量だけでな
く品質（発熱量）も変化する。

（1）LNGの品質変化

　ここでLNGの品質（発熱量）がど
のように変化していくのかを説明しよ
う。産地により差はあるが、LNGは
メタンを主成分とし、異なる沸点と発
熱量をもつ、表1に示すような炭化水

素の混合物である。
　なお一般的には、LNGの組成はプ
ロジェクトごとに、特定の需要家との
間で定めた品質に合うように、液化の
段階でプロパンなどの重質分の量を調
整（抽出）している。
　抽出した重質分は、LPG等として
マーケットに供給したり、工業用原料
として利用する場合が多い。
　LNGの液化温度はおよそ－162℃
だが、個々の組成の沸点はメタン
－161.49℃、エタン－89℃、プロパン
－42.1℃と異なり、ブタンにいたって
は－0.5℃とほとんど大気温度である。
　物質は蒸発するとき沸点が低い（蒸
気圧が高い）物質から優先的に蒸発し、
沸点が最も高い物質が最後に蒸発す
る。したがってBOGの組成はほとん
どすべて、蒸気圧が高いメタンと見な
してよい。
　実際には、メタンよりもさらに沸
点が低く、蒸気圧が最も高い窒素

（－196℃）の影響を考慮すべきである

2. 量だけでなく味（品質）も時間とともに変化する

タンクに入れるので、LNG在庫の回
転期間は長くても数カ月程度である。
また、BOGは普通、無駄なく利用し
ている。次にBOGの利用方法につい
て簡単に説明しよう。

（2）LNG基地のBOG処理

　例えば日本のLNG基地では、BOG
を大気圧から中圧（1MPa＊1未満）ま
で昇圧して発電用燃料として利用する
のが一般的なので、LNGを無駄にし
ているという心配は無用である。
　しかし、LNGタンクの中に目を向
けると、BOGによりLNG量が減って
しまうことに変わりはない。

（3）LNGタンカーのBOG処理

　ほとんどのLNG船は、BOG有効利
用のためにBOGを燃料にしたボイ
ラーを用いた蒸気タービン方式を推進
方式として採用している。
　タンカーのBOG発生量は、13万
5,000㎥型の標準的なLNG船の場合、
およそ毎時３トンである。この量はタ
ンカーが低速航行時に必要な燃料消費
量に相当する。LNG船は貨物の一部
を燃料として利用しているのである。
　 最 近 は 、 B O G と 重 油 を 発 電 用
ディーゼル機関の燃料として使用

（DFD, Dual Fuel Diesel）し、電動モー
ターで推進する方式が開発されてい
る。まだ実機への適用はほとんどない

が、発注が相次いでいる。
　さらに、船上で発生したBOGを冷
却、再液化する装置を備えたLNG船
も登場してきている。
　推進機関として蒸気タービン方式よ
りもエネルギー効率がよい、一般的な
ディーゼル機関を採用することによ
り、その分の動力をBOG再液化に用
いるという発想である。
　なお経済性は重油、BOGの価値を
どのように設定するかにより影響を受
けるので、プロジェクトの置かれた経
済的な環境により、違いが生じると言
われている。

＊１：メガパスカル　１パスカルは１平方メートルの面積につき１ニュートンの力が作用する圧力または応力。

[単位：モル％]

産地
組成

キナイ
（アラスカ）

アルジュウ
（アルジェリア）

ルミット
（ブルネイ）

バダック
（インドネシア）

アルン
（インドネシア）

メタン（C1） 99.4 83.5 88.2 87.4 72.0 
エタン（C2） 0.1 7.0 4.8 4.5 6.0 
プロパン（C3） 2.1 3.7 2.8 2.6 
ブタン（C4） 1.4 1.6 1.3 1.4 
ペンタン（C5） 0.5 0.4 3.7 
C6以上 0.5 0.5 
窒素 0.5 5.8 0.1 0.3 
二酸化炭素 0.0 0.2 0.7 3.0 15.0 

出所：成山堂書店、LNG船運航のABC

表1 産地もの天然ガスの組成

メタン エタン プロパン ブタン
沸点　単位：℃ -161.49 -89 -42.1 -0.5
総発熱量　単位：ＭＪ/㎥ 39.9 70.5 101.4 133.1
Btu/scf 1,070 1,891 2,720 3,571 

表2 天然ガス主成分の大気圧における沸点と発熱量
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が、メタンに比較して微量なので、こ
こでは無視する。
　刺し身を食卓で取り置きすると鮮度
が失われる。食卓の刺し身は、普通す
ぐにおいしく食べられる。しかし、時
間が経過すると鮮度が落ちてしまう。
　同様にLNGが蒸発すると、量が減
少するだけでなく、メタンの割合が減
少し、その組成が変化することによっ
て発熱量（品質）が変化する。
　この様子をLNGの組成をメタン
90％、エタン７％、プロパン３％と仮
定して計算した結果を、図3に示した。
なお、計算結果はLNGの組成やBOR
値およびその他計算の前提条件により
異なるので、傾向として理解していた
だきたい。
　初めの組成により若干異なるが、熱
量の増加の傾向はこのケースの場合、
100日後に＋0.72MJ/㎥、200日後に＋
1.60MJ/㎥、300日後には＋2.67MJ/㎥
増加することが分かる。
　また、まるで青魚の鮮度が一度落ち
出すと加速度的に劣化が進むように、

LNGの発熱量が高くなる（図３グラ
フの右側にいく）ほど発熱量の増加速
度が速いことが分かる。

（2） 地域によって違う品質（発熱量）

の好み

“捌
さば

きたての歯応え”（低発熱量）をと
るか、“少し時間がたってからのうま
味”（高発熱量）をとるか――。
　図4に、世界の主要なLNGプロジェ
クトについて、低圧熱量LNGプロジェ
クトから高発熱量プロジェクトまで
を、左から順に地域別取引割合ととも
に示した。これより、1960年代後期に
日本が初めてLNG導入を行ったアラ
スカ・プロジェクトを除くと、高発熱
量LNGを生産しているプロジェクト
はおおむねアジアと取引しており、低
発熱量のLNGを生産しているプロ
ジェクトは、アメリカ等アジア以外と
取引していることが分かる。
　高発熱量の日本の都市ガスを例に挙
げると、都市ガス会社により多少の差
はあるものの、需要家に送出するガス

の発熱量はおよそ45MJ/㎥（HHV）＊2と
一定である。LNGに高発熱量（プロ
パンの場合約101MJ/㎥）のLPGを少
量混合して、目的のガス品質（約
45MJ/㎥）になるように微妙にコント
ロールしている。
　もし発熱量が増加して許容値（約
45.5MJ/㎥）を超えた場合は、ガス機
器での燃焼の不具合や事故の発生を未
然に防止するために、パイプラインへ
の送出を停止しなければならない。発
熱量が増加しすぎた場合、精留塔等を
用いて重質分をLNGから抽出するか、
窒素や空気で希釈しなければならなく
なる。しかし、これらは経済的に不利
なので、技術的に容易でコストも比較
的安価なLPG添加方式＊3を採用してい
る。そこで、LNGを濃くしすぎない
ように細心の注意を払っているのだ。
　逆に低発熱量の米国等では、できる
だけ薄い（低発熱量）LNGを初めか
ら受け入れるのが経済的だ。許容値よ
りも高いLNGを受け入れる場合は、
LNGターミナルで窒素による希釈や

＊２：high heating value（HHV）　高位発熱量（総発熱量ともいう）。ガスの燃焼は発熱反応であり、その成分に応じた燃焼熱が発生する。標準状態（０℃,
１気圧）のガス１㎥が、完全燃焼したときに発生する熱量であり、燃焼に伴って発生する水蒸気の蒸発潜熱を含んだ発熱量のこと。一方、水蒸気の蒸
発潜熱を減じたものを低位発熱量（LHV：low heating value, 真発熱量ともいう）という。気体燃料の場合、LHVはHHVの９割程度である。

＊３：45MJ/㎥より少しだけ発熱量が低いLNGにLPGを添加して、ちょうど45MJ/㎥になるようにしている。
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図3 計算によるLNG貯蔵タンク内のLNG発熱量の
変化（計算例）
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図4 世界の主なLNGプロジェクトと地域別取引割合の
概要
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　これまでの大部分のLNGプロジェ
クトは、液化から消費までが一つの
チェーンの中に組み込まれていたの
で、品質は初めに計画した熱量等を維
持すればほとんど問題になることはな
かった。
　これからは、LNGの流通性が少し
ずつ高まるにつれて、さまざまなプロ
ジェクトのLNGを、品質を損なわず
に流通させる必要が出てくるであろ
う。そのための主な課題は、貯蔵した
LNGの品質が大幅に変化しない程度
のLNG在庫回転期間を確保すること。
また、経済性に見合ったBOG再液化
装置、LNG希釈装置等、LNGの品質
を維持する技術を、売り手、買い手い

ずれか、または双方が確立して、これ
らを組み合わせることにより、マー
ケットに応じた品質のLNGを適時適
量供給することである。
　そういった点から、LNGの品質管
理との関連性が高いと思われるLNG
のハブ・ビジネス（中継、仲介事業）が、
将来登場する可能性がある。そこで、
今年8月に発表されたアラブ首長国連
邦（UAE）のドバイ首長国（以下ド
バイ）のLNGハブ構想を、LNGの品
質との関連で考えてみよう。

（1）ドバイの経済活動

　ドバイの経済は、2004年から2005年
にかけてGDPが15.1％伸びる（370億ド

ル）など、近年大きな成長を見せている。
　GDPの石油・天然ガス部門への依存
率は、石油生産の長期下落を反映して
1985年の50％から1993年の24％を経て
2005年には６％へと減少している。
　2006年１月現在、ドバイの石油確認
埋蔵量は40億バレルと推定される。油
田の操業はドバイ石油会社（DPC; 
Dubai Petroleum Company）が行っ
ている。石油生産量は推定で、ピーク
時の1991年の日量41万バレルから次第
に減少し、2006年には10万バレルを割
り込んだとも言われている。同じ
UAEのアブダビが、石油生産日量200
万バレルを維持しているのとは対照的
である。

4. LNG品質管理の今とこれから

　刺し身は、冷凍庫に入れたり冷凍し
たりすれば多少長持ちするが、味が落
ちる。同様に、LNGも設備対応すれ
ばコストアップではあるが、品質をあ
まり損なわずに維持したり、調整した
りすることができる（表3）。具体的
には、①BOGを再冷却して液化する、
②BOGが発生して濃くなったLNGか
ら重質成分を抽出する、③窒素を混合
する、④発熱量が低い天然ガスのパイ
プライン網に混合する――等がある。
　①は、LNG液化プラントの小型版
を設置し、気化したBOGを液化して
タ ン ク に 戻 す と い う 発 想 で あ る 。
LNG基地に、BOG再液化装置を設置
する例も見られる。
　②は、精留塔等を用いて重質分を
LNGから抽出するものである。
　③は、LNG受け入れ基地からパイプ

ラインにガスを送出する際にLNGを気
化したガスと圧縮した窒素を混合する
方法である。多量に窒素が必要な場合
が多いので、空気を冷却して窒素を取
り出す設備を自前で持つ場合が多い。
　④は、希釈可能な大流量の低発熱量
の天然ガスパイプライン網がある北米
等でなければ実施できない。
　④以外は、いずれの方法も設備コス
トと変動費が余計に必要である。近
年、原油高の影響を受けたLNG価格

の高値傾向により、コスト増でも経済
的に成立する場合があるかもしれない
が、コストアップに変わりはない。
　つまり、いったん品質が変化して、
目標品質から大きくずれてしまうと、
余計なコストをかけて品質を調整しな
ければならなくなる。品質が変化しな
いうちに使ってしまうのが、本来最も
合理的なのである。冷蔵庫にしまった
刺し身は新鮮みに欠けてしまうもので
ある。

品質調整方法 適用場所
BOG再液化 液化基地／LNGタンカー／LNGターミナル
重質分抽出 液化基地／LNGターミナル
窒素を注入 LNGターミナル
発熱量が低いパイプライン網に混合 LNGターミナル
異なる発熱量のLNGを混合 液化基地／ターミナル

出所：各種資料を基に筆者が整理

表3 想定される品質（発熱量）調整方法

3. 品質を維持するいくつかの方法～刺し身を冷蔵庫に入れてしまっておく？～

重質分の抽出を行っている。
　高発熱量LNGを好む日本、韓国、

台湾等は“少し時間がたってからのう
ま味”をとる。一方、低発熱量LNG

を好む欧米は、“捌きたての歯応え”
をとると言ったところだろうか。
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　このようななかで、ドバイの経済成
長を支えているのは、現在のUAEの
GDPのおよそ30％を占める物流、観
光、航空、および電気通信等の、非石
油部門の成長である。
　ドバイでは非石油部門の経済発展を
目指し、観光ビジネスの環境整備を主
目的とした道路などのインフラ網や、
ホテル、オフィスビルなどの建設ラッ
シュが続いている。さらに、原油高な
どを背景としたアブダビや周辺産油国
からの“潤沢なオイルマネー”の流入
や、UAE政府の歳出増加などにより、
大型プロジェクトが相次ぎ、さらには
民間投資も活発化している。
　住居、ホテル、オフィスなどから構
成される、世界最高層の複合ビル（地
上160階、高さ約800メートル）である

「ブルジュドバイ」（建設中、2008 年12
月完成予定）は、まさに現在のドバイ
経済の象徴である。
　また、政府系石油企業であるENOC

（Emirates National Oil Company）等
が中心となり、多くの国内外の企業が
石油をはじめとした製品の備蓄、流通
ビジネスを活発に行うなど、ペルシャ

湾を通過する製品の備蓄、流通の中心
地としての地位を築いている。
　そしてついに、世界初となるLNG
の備蓄、流通業（LNGハブ）に乗り
出すことになったのだ。

（2）ドバイのLNGハブ概要

　2006年８月21日、ドバイのLNGハ
ブ構想が発表された「ドバイストレー
ジハブ」（Dubai LNG Storage Hub：通
称DUB）は、ドバイマルチコモディ
ティーズセンター（DMCC）と、ガル
ベストンLNG社（カナダ）の100％子
会社であるLNGインペル社が、ドバ
イのテクノパーク（工業団地）に約10
億ドルを投入し、BOG再液化装置を
備えたLNG貯蔵施設を建設するもの
である。
　建設は３段階に分かれ、３タンクを
2007年中に建設開始し、2010～2011年
に運用を開始する（Platts, 2006/8/22）。
その後、状況に応じて2年以内に６タ
ンクを追加建設し、全体で９タンク（15
タンクという情報もある）110万～180
万㎥の貯蔵能力の設備とするという。
　ビジネスとしては、フェーズ１とし

て８月26日から共同投資先を募るため
の入札を開始、フェーズ２として
フェーズ１の入札に参加したメンバー
から優先的に、拘束力のある契約へと
進むとのことだ。
　本プロジェクトはまさに、これから
のLNG品質管理を実際に実践する場
として、課題解決と建設を並行して進
めることになり、LNG品質管理のこ
れからを議論する上で注目すべき
ニュースである。

（3）LNGハブの品質管理イメージ

　このハブ構想のビジネスモデルは、
具体的には明らかにされていないが、
以下に一般論として想像してみよう。
　たとえば、ある顧客（売り手）がハ
ブにLNGを売ったとする。LNGでは
なく、ガスであれば、枯渇ガス田や岩
塩層を利用した地下貯蔵施設にそのま
ま高圧で貯蔵すればよいが、LNGの
場合は貯蔵した瞬間からLNGが蒸発
してBOGが発生するので、BOGを再
液化してLNGの量と品質を維持する
必要がある。
　だから、ハブの管理者としてはLNG

図5 ドバイの概略地図
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注： 海上の人工リゾート島群は、計画中のものを含む。図右側のドバイ国際空港には旧市街地が広がる。1980年代後半から整備され
た図左側のジュベール・アリ・フリーゾーンは、南西アジア、東アフリカ島の物流の一大拠点となっている。さらに、金融センター
を目指すドバイはインフラ整備を進めており、沖合にヤシの木や世界地図を形どった大規模埋め立て地を造成している。
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の在庫回転期間が短い方が操業コスト
低減に資するはずであるが、おそらく
決められた期間の後に同じまたは別の
顧客（買い手）がLNGを買って持ち
出すことになるであろう。この期間が
長いほど、BOG再液化等の操業費が
増加してしまう。
　しかし、このような顧客（売り手お
よび買い手）が時期をずらして次々に
現れれば、見かけのLNGの在庫回転
期間が短縮され、操業費は低減するこ
とになる。
　DUBは、夏と冬の２季節間のLNG
需要量および価格の差をビジネスチャ
ンスととらえているようだが、これだ
けでビジネスが成立するかどうかは、
現時点では不透明だ。また、買い手が
常に、より高い価格でLNGを購入す
ることが前提になる。LNGハブは、
BOG再液化コスト、タンクコストお
よびLNG積み替えコストの合計を上
回るLNG価格の上昇を前提としてい
るので、それだけの価値を買い手が見
いだせるのかも重要だ。

（4）課題山積のLNGハブ構想

　LNGハブ成立のためには、ハブ管
理者が想定しているような、時期をず

らしたLNGの売り手と買い手を年間
を通じて獲得する必要がある。しかも
前述のように、売り手がハブに預ける
LNG価格よりも、買い手がハブから
購入するLNG価格の方が高値でなけ
ればならない。
　また、顧客が求めるLNG品質（熱
量等）が異なる場合に備えて、異なる
品質のLNGを異なる貯蔵タンクで運
用する必要があるであろう。
　さらに、それ以外の品質に対応する
場合には、LNGをタンカーへロー
ディング（積み込み）する段階で、品
質の異なるLNGタンクからの払い出
し量を調整して、ライン混合する必要
も生じるかもしれない。極めて複雑な
ハブの操業管理が要求されるのだ。
　課題はこれだけではない。これまで
のほとんどのLNG船は、特定のプロ
ジェクトの専用船として設計されてい
たので、その構造上ローディングアー
ム等の技術上の規格がプロジェクトご
とに“似て非なる”状況にある。船の
大きさはもとより、ローディングアー
ムの仕様など、事前に整合性をよく確
認し、設備建設の段階からできるだけ
多くのLNG船との整合性を持たせる
必要がある。

　仮にローディングアームが接続でき
ても、船と陸との船員の移動に用いる
ギャングウェイ＊4一つつながらないと
いったことだけでも、荷役はできない
のだ。長い航海の後、万一荷役ができ
なかった場合の取り決めの必要もある
かもしれない。
　したがって、初めは技術的に整合性
が確認された特定の船団との間のみ
で、ある特定の数種のLNG品質をター
ゲットにしたハブビジネスが行われる
ものと思われる。
　ペルシャ湾の出口近くに位置する
DUBの場合、カタール、オマーン、
エジプト等中東周辺LNGプロジェク
トの船団が適当であろう。そして、そ
もそも時期をずらして高価なLNGを
購入したいという買い手の購買意欲を
かき立てられる価格や品質等を維持し
なければならない。
　これまで述べたように、LNGハブ
実現のためには、お金ではすぐに解決
できそうにない、また、超えなければ
ならないハードルが山積している。現
時点では、異なるニーズをもつ売り手
と買い手の獲得およびLNG貯蔵施設
の操業上の技術的な課題を考慮する
と、貯蔵施設建設の投資額、操業費に

ガスの流れ（いずれも往復）
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図6 一般的な地下貯蔵とLNGタンクのイメージ

＊４：港湾労働者の一団（組）をギャングといい、ギャングが陸から船へ渡るために用いる橋をギャングウェイと呼ぶ。転じて、船客用の渡船橋をも指す（出
所：横浜市港湾局港湾業務用語集）。
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LNG 刺し身論とハブ構想

見合うビジネスに仕立てられるかどう
かについて今後の動向に注目したい。

（5） やっぱり“LNG”は取れ立てが

一番うまい

　今や、マグロに代表される魚介類は、
遠洋での取れ立てを船上で冷凍して港

の冷凍倉庫で長期間保存し、われわれ
は冷凍の刺し身を普通に食べることが
できる時代になっている。
　これは、漁船から販売までの各流通
段階で、鮮度を落とさない仕組みが商
業上成立しているからである。
　一方、LNGの場合は、現時点では

流通の各段階で品質を経済的に維持、
調整する仕組みが確立しているとは言
えない。取れ立ての魚を鮮度が落ちな
いうちに刺し身にして食べるのと同
様、今のところ、LNGも作り立てを
品質が変化しないうちに消費してしま
うのが一番“おいしい”のだ。
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