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豪州・東ティモール間の共同開発
エリアの近況、および適用が見込
まれるFLNGの最新動向

（1）ティモール海条約発効（2003年）まで

　2002年に東ティモール民主共和国としてインドネシ
アから独立した同国は、2011年のGDPが43億ドルで、
日本の人口10万人程度の市町村に相当する経済規模で
ある。農業収入がGDPの約4分の1を占める同国にとっ
て、ティモール海において豪州との国境付近に存在する
油ガス田は非常に魅力的な存在であり、独立以前からイ
ンドネシア政府が豪州政府との間で1989年に設定した
境界線に関して見直しを要求する交渉を行ってきてい
た。それらの詳細については、本誌「2006.9 Vol.40 
No.5」「2LNG 案件を煩わせた豪州/東チモール間海洋
境界の解決」（今英樹）を参照いただきたい。

　数年にわたる交渉の末、1989年にインドネシア-豪州
間で取り決められていたZOC-A（両国間の共同開発海域

〈ZOC：Zone of Cooperation〉の中間に位置し両国間の
共同管理と位置づけられていたエリア）からの歳入シェ
アが両国間で折半であったのに対し、2003年4月に発
効したティモール海条約では、ZOC-Aの後継エリアで
あるJPDAでは、東ティモールが90％、豪州が10％と
いう結果に落ち着いている。
　これを受けて、JPDA内に位置し当時LNG開発計画が
検討されていたバユ・ウンダンプロジェクトは進展し、北
部準州のダーウィンまでパイプラインを敷

ふ せ つ

設し、同地で陸
上LNGプラントを建設して液化&出荷を行うダーウィン

1. JPDAにおける豪州・東ティモール間交渉の経緯

JOGMEC シドニー事務所 北村　龍太

　近年、大型LNGプロジェクトの開発作業が複数進行している豪州沖合海域とは対照的に、東ティモールと
の共同開発エリアであるJPDA（Joint Petroleum Development Area）においてはそれほど顕著な進

しんちょく

捗が見ら
れていない。
　同エリアに関しては、東ティモールがインドネシアからの独立を果たす2002年5月以前から、豪州との間
でさまざまな交渉が行われてきた経緯がある。現状の取り決めでは同エリア内に位置する油ガス田からの歳入
については原則的に東ティモールが90％、豪州が残りの10％を得ることが2002年に取り決められている。
しかし同エリアに一部がかかるグレーターサンライズプロジェクトについては、その取り決めに全面的には従
わず個別の協議を重ねた結果、2007年に両国で上流プロジェクト全体からの歳入を折半（50：50）することが
合意されていた。しかし、その後同プロジェクトでは大きな進展が見られず、目安とされていた本年2月まで
の最終投資決断（FID：Final Investment Decision）に至ることができなかった。その後4月には東ティモール
から、上記の歳入分配を定めた関係条約締結に至るまでの交渉で、豪州側に不正があったとして異議申し立
てが起こされるなど、状況は混沌としてきている。
　そこで、最近の同エリアに関する両国間交渉についての経緯、および同エリアにおける探鉱・開発プロジェ
クトの現況を紹介するとともに、グレーターサンライズプロジェクトでも適用が見込まれているFLNG（Floating 
LNG、浮遊式LNGプラント）の最新動向を併せて紹介する。

はじめに
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LNGとして2003年6月に開発計画の承認を得て、2006
年2月のLNG初出荷以降、順調に生産を続けている（図1）。

（2）ティモール海境界線条約発効（2007年）まで

　1995年に発見されたバユ・ウンダン油ガス田よりも
はるか以前の1974年に発見されたグレーターサンライ
ズガス田は、JPDAと豪州専管海域に跨

またが

って位置してい
ることから、その取り扱いは更に複雑となっている。
　ティモール海条約によれば、同油ガス田については、
その20.1％がJPDA内であり、残りの79.9％が豪州専管
海域内であることが規定されている。よって同条約が定
める収益配分（90：10）に従うと、東ティモールの取り
分は全体の約18％となるが、これに満足できない同国
政府は豪州との間で、同油ガス田に関する国際共同操業

契約を2003年3月に締結（実際の発効は2007年1月）して、
個別に協議を続けてきた。
　3年弱の協議を経て2006年1月、ティモール海境界線
条約が締結されている（発効は2007年1月）。このなか
でグレーターサンライズ油ガス田に関して、その上流事
業からの収入に対しては東ティモール、豪州で折半とす
ることが取り決められた。また同条約では、これに加え
て、今後50年間にわたり新たな境界線を設定するため
の協議を凍結することも謳

うた

われている。

（3）現在（2013年）まで

　ティモール海境界線条約およびグレーターサンライズ
ガス田に対する国際共同操業契約の下、同油田の開発は
一気に加速するかに見えた。折しも豪州海域においては
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図1 豪州・東ティモール間「石油資源共同開発地域」JPDA
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プルート、ゴーゴン、プレリュード、ウィートストーン
といったLNGプロジェクトが続々とFIDを行っていた
が、とりわけプレリュードについてはグレーターサンラ
イズでも適用が見込まれているFLNGを用いて開発が行
われる世界で初めてのプロジェクトであった。そのプレ
リュードでオペレータを務めるShellは、グレーターサ
ンライズにもパートナーとして参画している。2010年
6月にグレーターサンライズプロジェクトのJVパート
ナー（Woodside〈オペレータ〉、ConocoPhillips、Shell、
大阪ガス）が同プロジェクトの開発コンセプトとして
FLNGを 選 定 す る と 発 表 し た 際、Shellの 保 有 す る
FLNG技術を適用するとしており、FIDは間近かと思わ
れた（図2）。
　しかし結果的にJVパートナーは、ティモール海境界
線条約で一つの節目とされていた2013年2月までに開
発計画の承認を得るに至らなかった。同プロジェクトで
はFLNGの他、JVパートナーの1員であるConocoPhillips
がオペレータを務めるダーウィンLNGへの繋

つな

ぎ込み、
および東ティモール陸上でのLNGプラント建設、の三
つの選択肢に絞って検討を行ってきた。結果的にFLNG
を開発コンセプトとして選定したJVパートナーに対して、

東ティモールでの陸上プラント建設を望む同国政府が難色
を示し、両国間の溝が埋まらなかったことが開発計画の承
認が得られなかった原因とされている。
　同条約では、発効後6年目にあたる2013年2月まで
に開発計画の承認が得られない場合、両国政府どちらか
一方からの申し出があれば同条約を破棄することができ
るとの条項があり、開発計画承認が行われることなくそ
の期限を過ぎている。ただし破棄の申し出があったと伝
えられてはおらず、同条約は有効のままであるはずだっ
たが、2013年4月、東ティモールは豪州に対し、ティモー
ル海境界線条約に対する不服申し立てを行うに至った。
　東ティモールの主張によると、両国が同条約に係る交
渉を行っていた2004年、豪州が違法な諜報活動（スパ
イ行為）を行っていた疑いがあり、公平性に欠けるとの
ことである。この申し立てに対し、豪州政府はその疑念
を強く否定しており、適正な交渉の下に合意を得た同条
約についての効力に疑いはないと主張している。本件に
関しては、今後法廷闘争に発展する可能性があることか
ら情報が非常に限定的であり、東ティモールの真の狙い
も現在のところ定かではない。なお東ティモールからの
異議申し立てに対しては、今後両国政府が選任した3名

図2 グレーターサンライズプロジェクトの FLNG 開発イメージ

Timor TrenchTimor Trench

Sunrise FieldSunrise Field

Troubadour FieldTroubadour Field

JPDAJPDA Australian WaterAustralian Water

FLNGFLNG

出所：JOGMEC 作成

アナリシス_21-38北村.indd   23 2013/10/31   12:24:53



242013.11 Vol.47 No.6

JOGMEC

K Y M C

アナリシス

の調停員による裁定が行われることになる。その結果が
判明するのは2014年4月頃と予想されているが、その
裁定結果は更なる異議申し立てを受け付けない最終判断
であると規定されており、その結果が注目される。
　また東ティモールの申し立てを受けて、グレーターサ

ンライズプロジェクトのオペレータであるWoodsideは、
JVパートナーとともに両国関係機関との協議を行った
上で、引き続き同プロジェクトにとどまることを改めて
表明するとともに、裁定の結果を見守ることを同社ホー
ムページで報告している。

2. JPDAおよび周辺海域における探鉱・開発状況

　ZOCについては、1989年に豪州とインドネシアの間で
調印されたティモールギャップ条約で初めて定められてい
るが、同海域ではそれ以前から小規模ながら石油ガスの
探鉱が行われていた。1960年代後半から開始された探鉱
作業のほとんどは、豪州企業Woodsideと米国企業ARCO
によってなされており、1989年までに後のZOC内で計5
坑の掘削が行われている。なおそれらの坑井では、いず
れも商業量に見合う発見はされていない。また1974年に
ZOCのわずか東方にWoodsideが掘削したSunrise-1で、
現在のグレーターサンライズ油ガス田の一部が発見されて
いる。
　しかしその後、豪州とインドネシアの間の境界線交渉が
本格化したこともあり、1989年のティモールギャップ条
約調印までの間、探鉱作業は実質凍結されることになった。
1990年の同条約発効に伴い、それ以前にZOC内に豪州に
よって設定されていた四つの探鉱ライセンス（NT/P4、
NT/P11、WA-36-P、WA-74-P）については全て無効とさ
れることになり、代わって1991年にZOC-A内で最初の公
開入札が行われ、新たに11の探鉱ライセンスが付与された。
　その後も不定期ながら公開入札が実施され、その都度
ライセンスの付与が行われている。以後2002年の東ティ
モールの独立、それに続く2003年のティモール海条約発
効までの間、ZOC-A内では40本を超える坑井が掘削され、
探 鉱 活 動 が 活 発 に 行 わ れ た。 そ の うち 1994 年 に
ZOC-A91-12鉱区でBHP（現・BHP Billiton）により掘削さ
れたイーラン1号井では、商業規模の油のフローが確認さ
れた。また同1994年には、隣接するZOC-A91-13鉱区で
Phillips（現・ConocoPhillips）により掘削されたバユ1号井、
更に続く1995年にイーラン1号井と同じZOC-A91-12鉱
区でBHPが掘削したウンダン1号井でいずれも商業規模
の発見がなされた。前者は後にZOC-Aで最初の生産プロ
ジェクトとなるイーラン・カカトゥア油田、後者はバユ・
ウンダン油ガス田となった。
　2003年にティモール海条約が発効した際には、それま

でのZOC-AはJPDAと改称され、その時点で有効だった
七つの探鉱ライセンスは全て冠をZOC-AからJPDAに置
き換えられた上で、継続して適用された。2003年10月に
は早くも、JPDA内で初となるクダ・タシ2号井の掘削が
WoodsideによりJPDA03-01鉱区で行われている。
　新規探鉱ライセンスとしては、インドネシア統治時代の
2000年に実施されて以来行われていなかった公開鉱区入
札が2005年に実施され、三つの新規探鉱ライセンスが付
与されている。しかし、探鉱活動としては1990年代と比
較して全般的に低調であり、2003年から2010年までの7
年間で新規探鉱井の掘削は10本程度にとどまっている。
そのうち、2008年にEniが掘削したJPDA06-105鉱区の
キタン1号井では油のフローが確認され、続く評価作業に
より商業規模の埋蔵量が確認された。これは後にイーラン・
カカトゥア、バユ・ウンダンに続くJPDA内の三つめの生
産プロジェクトであるキタンプロジェクトとなった。
　なお、2005年の公開鉱区入札で新規ライセンスが付与
された3鉱区（JPDA06-101、102、103）については、これ
までに3鉱区合わせて5本の探鉱井掘削が終了している。
しかし、いずれも成功は報告されておらず、2011年には
JPDA06-102鉱区ライセンスは放棄され、探鉱成果が思わ
しくないことに加え、政治的リスクの増加により2013年7
月には、JPDA06-103鉱区保有者から撤退の意向が発表
されている。
　一方、上述のキタン油田が位置するJPDA06-105鉱区
を 取 り 囲 む エ リ ア に 関 し て は、2013 年 4 月、Eni、
INPEX、東ティモール国営石油会社Timor GAP（Gas and 
Petroleo）の3社に対し、新たにJPDA11-106鉱区としてラ
イセンスが付与された。これは東ティモール政府が自ら権
益を保有する初めてのケースとなった。
　次の公開鉱区入札としては、2013年中もしくは来年
2014年に開催されるのではないかと見られているが、
2013年9月現在、特に発表などはされていない。2013年
9月現在のJPDA内のライセンスの状況を図3にまとめた。
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　次にJPDA内の三つの生産プロジェクト、および懸案と
なっているグレーターサンライズプロジェクトについて概
要を紹介する。

①イーラン・カカトゥア油田
　 　1994年にBHPによりZOC-A91-12鉱区で掘削された

イーラン1号井で発見。同坑井の生産テストでは日量約
6,000バレルの出油が確認されている。

　 　その後の評価作業で約3,000万バレルの原油埋蔵量
が確認され、1998年より生産開始したJPDA（当時は
ZOC-A）内で初の生産プロジェクトである。なお生産開
始当時オペレータはBHPであったが、同社の方針によ
り1999年にZOC-A内の全てのプロジェクトから撤退す

ることになり、隣接するZOC-A91-13鉱区（バユ油ガス
田を含む）のオペレータを務めていたPhillipsが新たに同
鉱区に参画し、オペレータに就いている。また日系企業
ではINPEXが探鉱段階から参画している。

　 　対象海域の水深は約100m。ウェルヘッドプラット
フォーム設置による開発も可能な水深ではあるが、同プ
ロジェクトでは海底仕上げ坑井と浮遊式生産貯蔵積出設
備（FPSO：Floating Production, Storage and Offloading）
の組み合わせで生産を行っている。一般的に海底仕上げ
坑井と比較して、ウェルヘッドプラットフォームを設置し
てドライツリー仕上げ坑井（海面上までケーシングパイプ
を設置し、陸上坑井同様にクリスマスツリーへの人によ
るアクセスが可能であるタイプの坑井）を用いる方式のほ
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図3 JPDA ライセンス状況イメージ
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うが、掘削仕上げ費用も安価で、かつ生産中の坑井メン
テナンスも容易であると言われている。豪州海域内にお
ける同程度の水深のプロジェクトでは、海底仕上げ、ド
ライツリー仕上げいずれの方式も適用されているが、本
プロジェクトで海底仕上げ坑井が用いられる理由として
は、この海域がサイクロンの多発海域であることが関係
している可能性があると考えられる。

　 　またFPSOは三井海洋開発社製の「MODEC Venture 
1」が使用されている。本プロジェクトではFPSOをオペ
レータが購入・所有する方式ではなく、オペレータに代
わりコントラクタ（本プロジェクトでは三井海洋開発）が
FPSOを保有しオペレータに対し貸し出すチャーター方
式（リース契約）として、同社が取り組む初めてのケース
であった。チャーター方式はオペレータ保有方式と比較
して、特に小規模でフィールドライフの短いプロジェク
トで、開発費（CAPEX）を抑える観点から有利であると
言われ、本プロジェクトはまさにその例に当てはまる。
また1994 ～ 1998年頃というと、時期的にも油価が低
迷していた時期であり、石油開発会社のスリム化が図ら
れていた時期でもある。リース契約はそのような背景に
も合致する契約形態であった。

　 　また上述のように、本プロジェクトからの歳入に関し
ては、生産を開始した1998年からティモール海条約が
発効する2003年までの間は豪州・インドネシア間の取
り決めにより両国間で折半とされていたが、2003年以
降は東ティモール90％、豪州10％に変更されている。
本プロジェクトはピーク時に日量約3万バレルを生産し、
2007年までの間に合計約3,100万バレルを生産した後、
廃山されている。この廃山作業では当時としては画期的
な作業が行われていたの
で、ここに紹介する。

　 　一般的に海底仕上げ坑
井の廃坑は、その掘削時
と同様に浮遊式掘削リグ
を傭

ようせん

船して行われるケー
スがほとんどである。そ
れに対して本プロジェク
トでは、リグレスオペレー
ション（掘削リグを使用せ
ずに行う「廃坑・改修」作
業全般を指す）用に設計・
開発された専用システム
を適用することにより、
傭船費用が高額な掘削リ
グを使用することなく、

通常のサプライボートのようなモノハルタイプの作業船
を使って廃坑作業を行っている。専用システムは35ト
ンのつり上げ能力を持つヒーブコンペンセータ付きウィ
ンチとガイドライン、可動式のデッキおよびムーンプー
ルにより構成されている。また、それに加え本プロジェ
クトでは、火薬などを使用せずにケーシング、フローラ
インなどを切断することができる「坑口装置撤去システ
ム」、および海底面下で既設ケーシングの外側（アニュラ
ス）にセメントを設置するためのケーシングへの穿

せんこう

孔、
セメント注入などの作業を一度で行うことができる「セ
メント圧入ツール」などの特殊機器も動員されている。

　 　以上のシステムや各種ツールを駆使して、当時として
は世界で最も深い水深におけるリグレスオペレーション
による海底仕上げ坑井の廃坑作業を、予定どおり1坑井
あたり8日間という工程で完

かんすい

遂している（写1）。

②バユ・ウンダン油ガス田
　 　1994年にPhillipsがZOC-A91-13鉱区で掘削したバ

ユ1号井、更に続く1995年に隣接するZOC-A91-12
鉱区でBHPによって掘削されたウンダン1号井で発
見されている。バユ1号井では掘削後の生産テストで、
日量約9,000万立方フィートのガスと同約5,000バレ
ルのコンデンセートのフローが確認されており、
ZOC-A内で初となる待望の大型フォールドの発見に、
同エリアで探鉱活動を行っていた関係者に大きな希望
を与えた。本プロジェクトでは日系企業のINPEXが
探鉱初期より参画しているのに加え、東京電力と東京
ガスが合弁企業「東京ティモールシーリソーシズ」を設
立、2002年より参画している。

出所：Helix Energy Solutions 講演資料

写1 イーラン・カカトゥア油田でのリグレス廃坑作業
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　 　探鉱段階での評価で3億バレルを超える液体分（コ
ンデンセートとLPG）と、3兆立方フィートを超える
ガスの埋蔵量は商業規模として十分であったが、発見
後しばらくは開発に向けた作業に進捗が見られない時
期が続いた。その理由としては、隣接するそれぞれの
鉱区のオペレータであるBHPとPhillipsのガス開発に
対する考え方の違いがあったと言われている。水深約
80mのフィールド周辺にコンクリート製の構造物を
建造し、その上にLNGプラントを建設、海洋で液化
～出荷まで行うプロセスを主張する BHPに対し、
Phillipsは約500km離れた豪州ダーウィンへの海底パ
イプライン敷設を主張し、対立した。また早期の商業
化を目指す Phillipsとその他のパートナーに対し、
BHPは当時の低油価環境、更には東ティモールを取
り巻く情勢の不安定さからそもそも本フィールドの商
業化に対して消極的であったこともプロジェクトの停
滞要因の一つであったと言われている。

　 　 そ の 状 況 は、 既 述 の よ う に 1999 年 に BHPが
ZOC-Aから撤退したことによって一気に改善される
かに思われた。実際にBHPからPhillipsへの権益譲渡
を受けて同年、両鉱区権益保有社間でバユ・ウンダン
共同操業契約が締結され、プロジェクト進捗の兆しが

見えはじめた。しかしながら、折しものアジア通貨危
機の影響を受けてLNGの主要輸出先であるアジア各
国の経済が落ち込み、LNG長期契約を確保すること
が困難となり、その結果LNG開発計画を先延ばしせ
ざるを得なくなった経緯がある。その状況を打開する
ために、オペレータのPhillipsをはじめとするJVパー
トナーは、液体分をガス分に先行して開発する「フェー
ズ（段階）開発」を行うことで合意し、ようやく商業化
の目

め ど

処が立つことになった。
　 　その後検討を重ね、2000年には当局よりフェーズ

1の液体分生産計画の承認を得て、上述のように東ティ
モールの独立に伴うティモール海条約の発効（2003年）
を経て、2004年から液体分の生産を開始している。

　 　なおフェーズ1における開発方式は、水深約80mと
イーラン・カカトゥア油田よりも更に水深が浅いため、
海底仕上げ坑井ではなく生産プラットフォームおよび
ウェルヘッドプラットフォームからのドライツリー仕
上げ坑井と、浮遊式貯蔵積出設備（FSO ：生産物の処
理はプラットフォーム上で行うためFPSOから“P”が
取り除かれたもの）の組み合わせであった。生産され
た地層流体はプラットフォーム上で処理され、コンデ
ンセート、LPGなどの液体分はFSOで貯蔵・出荷され、

出所：ConocoPhillips

図4 バユ・ウンダン フェーズ 1 イメージ
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分離されたガス分は
地中へ再圧入されて
いた。図4に開発イ
メージを示した。

　 　フェーズ2のガス
開 発 に つ い て は、
BHPの離脱により当
初からPhillipsが主
張していたダーウィ
ンまでの海底パイプ
ライン敷設と陸上
LNGプラント建設コ
ンセプトに絞って検
討が進められた。な
お当初は LNG買い
取り先の確保が困難
な 場 合 に 備 え て、
ダーウィンが位置す
る北部準州内での国
内ガス供給も検討されていたとの記録もある。しかし、
最終的に2002年に東京電力および東京ガスに対して
長期契約の見込みがついたことから、年産370万トン
の液化プラントを有するダーウィンLNGとして2003
年にFIDがなされた。500kmを超える長距離海底パイ
プライン敷設作業も順調に行われ、当初予定よりも4
カ月早く2006年2月にLNG出荷を開始し、以降順調
に生産を続けている（写2）。

　 　なお生産ガスの一定割合について国内供給を義務づ
けている西オーストラリア州とは異なり、北部準州に
はそうした取り決めはなく、本プロジェクトでも基本
的には国内供給契約はされていない。しかし例外的に
2009年、一時的に北部準州のガス発電所に対してガ
ス供給を行った例がある。これについては、元々は
2001年に北部準州沖合で発見されたブラックティッ
プガス田（オペレータはEni）から同発電所向けのガス
供給契約が締結されていたが、その開発作業が遅れた
ことから、それを埋め合わせる目的で一時的に本プロ
ジェクトからガス供給が行われたものである。

　 　また、本プロジェクトで適用されたフェーズ開発は、
一般的には早期に収益が見込める液体分についてまず
先行して生産を開始し収益を確保した上で、マーケ
ティング、施設建設などに長期を要するガス分開発を
時間差で行う手法である。これは「コンデンセートス
トリッピング」とも称される。この手法は他にも、パ
プアニューギニアで現在開発作業が行われているスタ

ンレープロジェクト（オペレータはHorizon Oil）でも
適用されている。またパプアニューギニアでは、現在
LNG開発に向けて検討を進めているInteroil社のエル
ク・アンテロープ油ガス田で過去に検討が行われた経
緯がある他、他のプロジェクトでも適用の検討が進め
られているという情報もある。

③キタン油田
　 　2008年、EniがJPDA06-105鉱区で掘削したキタ

ン1号井で発見。同坑井の生産テストでは日量約6,000
バレルの出油が確認されている。

　 　その後の評価作業を経て前述のイーラン・カカトゥ
ア油田とほぼ同規模の約3,400万バレルの原油埋蔵量
が 確 認 さ れ、2010 年 に FIDを 行 っ た。 水 深 が 約
350mであるため、海底仕上げ坑井とFPSOの組み合
わせのコンセプトを選定し、2011年に生産を開始した。
日系企業では探鉱初期よりINPEXが参画している。
図5に開発イメージを示す。

　 　このプロジェクトの特筆すべき点としては、発見か
ら生産開始までが「3年8カ月」と非常に短期間であっ
たこと。1990年から2009年までのアジア大洋州海
洋プロジェクトでの平均「9年」と比較すると、その短
さはよく理解できる。2013年の豪州石油生産探鉱協
会（APPEA ：Australian Petroleum Production 
Exploration Association）年次総会においても、同プ
ロジェクトの概要が紹介され、注目を集めていた。

出所：Darwin LNG Pty Ltd.

写2 ダーウィン LNG 陸上プラント
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　 　同総会の講演では、短期間で生産が開始できた要因
として「比較的小規模な油田であったこと」や「Low
ケースの生産性であっても採算が見込めるものであっ
たこと」が挙げられ、それらが早期の判断を可能にし
たとしている。またプロジェクトの進行にあたっては
各種許認可取得がそのスピードを律する条件となる場
合も多いが、本プロジェクトではJPDAの許認可を統
括 す る 当 局 で あ る ANP（Autoridade Nacional do 
Petroleo）が非常に協力的であったことも、プロジェ
クト早期成立の要因であったと紹介されていた。

　 　ここでJPDAの許認可について簡単に紹介しておく。
　 　ティモール海条約では、JPDAでのライセンスの公

開・付与・放棄などに関する全般、および作業計画の
承認、関連法規の策定・運用などについては当初は、
東ティモール、豪州両国からの派遣によって構成され
る指定機関（TSDA：Timor Sea Designated Authority）
が行うと定められていた。更に条約ではその発効より3
年、もしくは両国が合意した期間経過後に、TSDAから
別機関に権限を委譲するとされており、その機関が
2008年7月に誕生した上記ANPである。

　 　ANPは TSDAの全ての機能を引き継ぎ、一見名称
が変わっただけかと思われるが、実際にはTSDAは
東ティモールと豪州の両国政府の代表機関であったの
に対し、ANPは東ティモールの機関として位置づけ
られているので、明らかに違いがある。実際にTSDA
は東ティモールの首都であるディリと、豪州北部準州
のダーウィンの両方にオフィスを開設していたが、
ANPはディリにのみオフィスを構えている。このこ
とからも、より東ティモールの意向が反映されやすい
体制に移行していると推察される。

　 　さてキタンに目を戻すと、同プロジェクトでは
2011年の生産開始以来、当初予定よりも9カ月ほど
長いピーク生産（日量約4万バレル）期間を経て、現在
減退期間へと入っている。一方でオペレータのEniは
上述のとおり、INPEX、Timor GAPと共同で周辺エ
リアの探鉱ライセンスを取得しているが、同エリアに
は既発見構造であるクダ・タシ、ジャハルに加え新規
発見も期待され、将来的にはキタンFPSOへの繋ぎ込
みという形での開発を検討していくと見込まれる。

出所：APPEA 2013 講演資料

図5 キタンプロジェクトイメージ
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④グレーターサンライズガス田
　 　1974年発見と、上記3生産プロジェクトのいずれ

よりも歴史は飛び抜けて古い。埋蔵量はバユ・ウンダ
ンに匹敵する規模だが、JPDAと豪州専管海域に跨っ
て位置するその地理的特殊性のために、40年近くに
わたって塩漬けにされているプロジェクトである。埋
蔵量は約5兆立方フィートのガスと、約2億バレルの
コンデンセートと評価されている。日系企業では大阪
ガスがオペレータのWoodsideから権益の譲渡を受け、
2000年より参画している。またその他の参加企業と
しては、Woodsideをはじめ、ConocoPhillips、Shell
といったメジャー企業がいずれも30％程度の権益を
持ち合い、名を連ねている。

　 　簡単にこれまでの経緯を振り返ってみる。既に述べ
たように、2006年のティモール海境界線条約締結によっ
て、本プロジェクトの上流事業からの歳入が東ティモー
ルと豪州間で折半されることが決定して以降、プロジェ
クトは実現に向けて動き始めたかに見えた。

　 　WoodsideをはじめとするJVパートナーは、2008
年にコンセプトのスクリーニングスタディの結果とし
て、最終的に「FLNG」コンセプト、「ダーウィンLNG
拡張」コンセプト、「東ティモール陸上LNGプラント」
コンセプトの三つに絞り込んだことを発表。また同時
に、当該3コンセプトのうち「東ティモール陸上LNG
プラント」コンセプトは、他の二つと比較して経済性
が劣るとの見込みを併せて示している。

　 　この発表を受け東ティモール政府の資源局は、マ
レーシア国営Petronasと韓国ガス公社のサポートを
受けてタスクフォースを立ち上げ、本プロジェクトの
分析評価を行っている。結論として「東ティモール陸
上LNGプラントについては技術的に可能であるこ
と」、および「JVパートナーが示した同コンセプトが
他コンセプトよりも経済性が劣るとの見込みには疑問
が残る」との発表がなされた。

　 　その後JVパートナー間で検討を重ねたが、当時目
標としていた2009年末までのコンセプト選定には至
らなかった。これに対して2010年1月に東ティモー
ル政府は「Woodside’s development plans will not be 
approved for Greater Sunrise」と題したプレスリリー
スを発表している。このなかで、上述のタスクフォー
スでの検討結果を再度引用して「JVパートナーが示し
た東ティモール陸上コンセプトが他コンセプトよりも
経済性が劣るとの見込みには疑問が残る」とし、JV
パートナーが検討しているFLNG、およびダーウィン
LNG拡張コンセプトを選定した場合には、その承認

は行わないと発表している。
　 　その後2010年4月には、Woodsideをはじめとする

JVパートナーは上記リリースに反して、FLNGを最も
好ましいコンセプトとして選定したことを宣言。なお
検討された三つのコンセプトにはいずれも技術的障壁
はなく、FLNGの選定はスケジュール、コスト、生産
計画などを総合的に比較した結果であると紹介されて
いる。一方で「東ティモール陸上LNGプラント」コンセ
プトについては「技術的障壁」はないものの、3,000m近
い大水深域を横切るパイプラインの建設については

「技術的にリスクが非常に高い」と表現するとともに、
FLNGと比較して約50億ドル高価であるとした。

　 　その後、メディアを通じて双方非難の応酬が繰り広
げられた後、同年5月には開発計画提案書を首都ディ
リに持参したWoodside役員に対して、東ティモール
政府はこれまで同社に対して要求していた「三つのコ
ンセプトの詳細な比較分析」がなされていないことを
理由に、提案書の受け取りを拒否するという出来事が
起こっている。

　 　その後水面下も含めて折衝は継続して行われ、同年
9月にはWoodsideが両国関係当局に対して「コンセプ
ト評価レポート」を提出、改めてFLNGコンセプトの
選定について理解を求めている。また2011年5月に
はWoodsideの新しいCEOに、穏健派として知られる
元ExxonMobilのピーター・コールマンが就き、協調
路線で活路を見出そうとするも、両者の主張は平行線
をたどり状況の打開には至っていない。途中、東ティ
モールの地元紙では「Woodsideが東ティモール陸上
LNGプラント建設に合意」といった報道が複数回なさ
れたこともあったが、いずれもその事実はなく誤報と
されている。

　 　結局両者の間で妥協点を見出すことができないまま、
WoodsideをはじめとするJVパートナーは、ティモー
ル海境界線条約で一つの節目とされていた2013年2月
までに開発計画の承認を得るに至らなかったわけであ
る。なおWoodsideは同月、2012年アニュアルレポー
トの発表の場で、東ティモール政府との間には良好な
関係を構築できており、全ての関係者の要求を満たす
ことができる開発計画の策定に向けて、引き続き関係
者間で協議を続けていくことを改めて発表している。

　 　一方、東ティモール政府が同年 4 月に発表した
「Emerging data says FLNG a costly risk for Timor-
Leste」と題したプレスリリースでは、まだプロジェク
トとして未知数であるFLNGと比較して、大水深パイ
プラインを含む陸上プラントコンセプトはより合理的
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であるとの理由から、JVパートナーに対して再考を
促す内容となっており、両者の溝は簡単には埋まりそ
うもない。更に現在は東ティモールと豪州の間でティ
モール海境界線条約についての異議申し立てがなされ
ている状況にあるので、しばらくは本プロジェクトの
進行が見られることはないと思われる。

　 　以下に、現状、JVパートナーが開発コンセプトと
して最有力としているグレーターサンライズFLNGに
ついて、これまでに公表されている情報を基に概要を
紹介する。FLNGを適用する場合、JVパートナーで、
かつ豪州海域において2011年に世界初のFLNGプロ
ジェクト・プレリュードに対してFIDを行ったShell
が保有するFLNG技術を適用することにしており、
いったん方針が決定されれば足は速いものと思われ
る。プレリュードとの比較で言うと、フィールドの水
深はほぼ同じであり、埋蔵量規模はコンデンセート、

ガスともにプレリュードよりも大きいことから、処理
能力も若干大きくする必要がある。プレリュードの
LNG年産360万トン、コンデンセート同130万トン
に対して、サンライズはLNG同400万トン程度、コ
ンデンセート同140万トン程度が見込まれている。船
体のサイズとしては480m×75m程度とされ、建造
中のプレリュードのものとほぼ同サイズ。世界最大級
の浮体構造物となる見込みである。

　 　FLNG建造のコントラクターとしては、詳細はもち
ろん未定だが、ShellがFLNGについてコンソーシア
ムを組成しているTechnip・三星（サムスン）重工業連
合が最も近い位置にいると言える。

次章では現在検討中のFLNGプロジェクトについて、そ
の動向を紹介する。

　ここではJPDAからひとまず離れ、世界各地で検討が
進められているFLNGプロジェクトについて概要を紹介
する。なお FLNGについては、本誌「2013.9 Vol.47 
No.5」「トピックス：フローティングLNGへの期待と最
近の動向」（永井一聡）でも有力プロジェクトを中心に紹
介しているので、併せて参照いただきたい。
　2013年9月現在、建造が進められているFLNGプロジェ
クトは世界中で3件存在する。上述のプレリュードに加
え、マレーシア・サラワク沖プロジェクト（年産100万
トン）と、コロンビアのエクスマープロジェクト（同50
万トン）である。この二つのプロジェクトはいずれも
2012年にFIDが行われ、2011年にFIDが行われたプ
レリュードよりも若干遅れたが、生産開始はいずれも
2015年を予定し、2017年生産開始が見込まれるプレ
リュードよりも早く操業を開始する予定となっている。
　また、FEED（Front End Engineering & Design：詳
細設計）またはプレFEED（概念設計）と呼ばれる段階に
あるとされるプロジェクトは、インドネシアでINPEX
が推進するアバディプロジェクト（同250万トン）、
Petronasが推進するマレーシア・サバ沖プロジェクト（同
150万トン）など複数あると言われている。更にグレー
ターサンライズのように選択肢の一つとしてFLNGを検

討しているプロジェクトを加えると、合計で30件近い
プロジェクトでFLNGが選択肢の一つとして検討されて
いることが見て取れる（表）。
　なお現在建造中のExmarについては、パイプライン
ガスを原料ガスとしており、ガス供給企業とFLNG保有
企業が異なる形態となっている。もともとFLNGは、海
洋において遠隔地に位置する小規模ガス田の開発を念頭
に検討されてきたコンセプトだが、Exmarのようにパ
イプラインガスを原料とし、FLNGではガスの液化およ
び出荷を専門に行うコンセプトも広がりを見せている。
同じ形態を取ると見込まれるプロジェクトは複数ある。
表中でカッコ書きで示した企業がFLNGを保有する企業
である。
　今後シェールガスを中心とした陸上ガスのLNGとして
の出荷が増えると見られる北米で、液化&出荷事業につ
いてはそれに特化した事業者に任せるこのスタイルが増え
ると見られている。同様のコンセプトを検討している米国
メインパスプロジェクトのイメージを図6に示す。

　次にここからは、主にコントラクターサイドの視点からの
FLNGに対する取り組みを紹介する。

3. FLNGコントラクター、関連要素技術の最新動向
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（1） EPC（Engineer ing, Procurement & 

Construction）コントラクター

①Technip（フランス）
　 　2009年にプレリュードのFEEDを三星重工業（韓国）

とのコンソーシアムで受注。2011年にはプレリュー
ドの建造について同コンソーシアムでEPC契約を受
注している。Shell向けのコンソーシアムは15年間有

効の包括協定に基づくもので、今後も両社の間で協力
関係を継続していくと考えられる。

　 　また、同じく現在建造中であるマレーシア・サラワ
ク沖プロジェクトでも、同社は大宇造船海洋とのコン
ソーシアムでEPC契約を受注。これと前後するが、
2009年にはブラジル国営Petrobrasが推進するプレ
ソルトLNGプロジェクト（年産270万トン）における

（注 1）カッコ書き企業は FLNG 施設のみ保有し、原料ガスは他社からの供給を受ける企業。
（注 2）一部海洋ガスを含むものも含まれるが、「パイプラインガス」の意味に近い。
出所：JOGMEC 作成

表 FLNG 適用を検討しているプロジェクト一覧

種別 プロジェクト/国 主な参画企業（注1） 予定処理能力
（年産百万トン） 現況

海洋ガス

プレリュード/豪州 Shell 3.6 建造中

サラワク沖/マレーシア Petronas 1.0 建造中

プレソルト/ブラジル Petrobras 2.7 FEED完了

アバディ/インドネシア INPEX/Shell 2.5 FEED

サバ沖/マレーシア Petronas 1.5 FEED

ボナパルテ/豪州 GDF Suez/Santos 2.4 プレFEED

キング（タマール）/イスラエル NobleEnergy 3.0 プレFEED

キャッシュメイプル/豪州 PTTEP 2.0 プレFEED

スカボロー/豪州 ExxonMobil/BHP Billiton 6～7 プレFEED

グレーターサンライズ/豪州 Woodside/Shell 4.0 プレFEED

ブラウズ/豪州 Woodside/Shell 4.0×3 プレFEED

クラックス/豪州 Shell 3.0 コンセプト選定

エバンショール/豪州 Shell/Eni NA コンセプト選定

バロッサ・カルディタ/豪州 ConocoPhillips NA コンセプト選定

グレーターポセイドン/豪州 ConocoPhillips/Karoon Gas NA コンセプト選定

シュトックマン/ロシア Gazprom/Total/Statoil NA コンセプト選定

ロブマ/モザンビーク Anadarko、Eni（Pangea LNG） NA コンセプト選定

クドゥ/ナミビア Tullow NA コンセプト選定

タンザニア/タンザニア BG NA コンセプト選定

陸上ガス
（注2）

エクスマー/コロンビア （Exmar） 0.5 建造中

ラバカベイ/米国 （Excelerate Energy） 4.4 FEED完了

ダグラスチャネル/カナダ （Douglas Channel） 1.8 FEED

メインパス/米国 （McMoRan Energy） 4.0×6 コンセプト選定

南テキサス/米国 （Pangea LNG） 4.0×2 コンセプト選定

ケンブリッジエナジー/米国 （Cambridge Energy） 4.0×2 コンセプト選定

ウォーラーポイント/米国 （Waller Energy） 1.25 コンセプト選定

ポートアーサー/米国 （Sempra Energy） NA コンセプト選定

ガルフLNG/パプアニューギニア InterOil（FLEX LNG） 2.0 コンセプト選定
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FEEDを日揮、三井海
洋開発とのコンソーシ
アムで受注（2010年に
FEED完了）。更には
INPEXがインドネシア
で推進するアバディプ
ロジェクトでも同じ3
社のコンソーシアムで
2013 年 に FEEDを 受
注しており、FLNG業
界において同社の実績
は一歩抜きん出ている
と言える（なお上記ブラ
ジル案件については、
その後パイプラインで
の陸上輸送による開発
に方針転換したとさ
れ、FLNGとしての実
現の可能性は現在では
ほぼなくなっている）。

　 　Technipの今後の見
通しとしては、グレーターサンライズに加え、豪州沖合
でFLNGの適用を決めたと言われているブラウズプロ
ジェクトのいずれにおいてもShellのFLNG技術を適用
することが公言されており、将来的にこれらについても
同社と三星重工業のコンソーシアムが受注する可能性
が極めて高いと言える。

②千代田化工
　 　陸上LNGプラントではBechtel（米国）と並んで世界

最大級のシェアを有する同社であるが、FLNGについ
てもその初期から検討に参画している。2009年には
PetrobrasプレソルトLNGプロジェクトのFEEDを、
Technip・日揮・三井海洋開発コンソーシアムに対抗
して、SBMOffshore（オランダ）とのコンソーシアム
で受注している。

　 　また2013年にSaipem（イタリア）、SBMOffshore
とのコンソーシアムでインドネシア アバディプロ
ジェクトのFEEDを受注し現在実施中である。

　 　なお同社の関係する上述二つのプロジェクトはとも
に、デュアルFEEDと呼ばれる方式で実施されている。
これはFEEDを実施した両グループからの提案のう
ち、より優れた提案をデザインとして選定する方式で、
近年多く採用されるエンジニアリング形態である。

③日揮
　 　千代田化工同様、陸上LNGプラントでは世界的な

シェアを誇る。2009年にブラジル・プレソルトLNG
プロジェクトのFEEDをTechnip、三井海洋開発とと
もに受注。更には2012年に上述したマレーシア・サ
バ沖FLNGプロジェクトのFEEDを三星重工業と共
同で受注している。なおサバ沖プロジェクトもデュア
ルFEEDとして実施されているが、もう一つのグルー
プは三井海洋開発・IHI ・東洋エンジニアリング・
CB&I（オランダ）コンソーシアムである。

　 　 同 社 は、 ア バ デ ィ プ ロ ジ ェ ク ト に つ い て も
Technip・三井海洋開発とのコンソーシアムでFEED
を実施していることは既述した。

④東洋エンジニアリング
　 　2012年にサバ沖FLNGプロジェクトのFEEDを三

井海洋開発・IHI・CB&Iとのコンソーシアムで受注、
現在実施中である。

　 　それに先立ち同社は同年に、三井海洋開発・日本海
事協会と共同で「LiBro®FLNGコンセプト」を発表して
いる（図7）。同コンセプトは、三井海洋開発の保有技術
である臭化リチウム水溶液を用いた吸収冷凍装置

「LiBro®装置」と、Air Products & Chemicals（米国、
以下APCI）の液化プロセス「窒素エキスパンダー方式」

図6 メインパスプロジェクトイメージ

出所：McMoRan Energy ホームページ
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を組み合わせたものである。またLNGタンクとしては
先行プロジェクトで採用されているメンブレンタンクで
はなく、IHIの提供するSPB（Self-supporting Prismatic 
type B）タンクであることも特徴の一つである（図7）。

　 　この組み合わせにより、LNG液化効率の向上に加
え、安全性を考慮した船上設備設計のコンパクト化に
よる建造コストの削減も可能となるとしている。加え
て、標準設計のバルク船適用を前提としていることか
ら、専用設計の船体を採用するケースと比較して短納
期の実現が可能としている。同社が実施しているサバ
沖FLNGプロジェクトのFEEDでは、コンソーシア
ムの顔ぶれからして同コンセプトをベースにした提案
が行われる可能性が高いと思われる。

⑤KBR（米国）
　 　千代田化工、日揮、Bechtelと並び陸上LNGプラン

トで多くの実績を有する同社は、FLNGに関しては、
LNG船の運航に豊富な実績を有するHÖEGH LNG（ノ
ルウェー）と連携して参画している。

　 　両社は 2011 年から 12 年にかけてイスラエルで
NobleEnergyが推進するキングLNG（タマール）プロ
ジェクト（年産300万トン）、およびタイ国営PTTEP
の豪州キャッシュメイプルガス田などを対象にした
FLNGプロジェクト（同230万トン）の、二つのプレ
FEEDを実施したとされている。いずれのプロジェク

トについても、遠くない将来にFEEDに進む予定と
言われている。

　 　なおHÖEGH LNGは図8に示すジェネリックタイ
プのデザインを完成させていて、いずれもそのデザイ
ンを基に検討を行ったものと見られている。

⑥Wilson（中国）
　 　第三の建造中プロジェクトであるエクスマー FLNG

プロジェクトでEPC契約を受注している。なお建造
中の他の2プロジェクトが上載設備（トップサイド）を
担当するエンジニアリング会社と船体を担当する造船
会社がコンソーシアムを組成して受注しているのに対
して、同プロジェクトでは海洋エンジニアリングを専
門とする同社がEPCコントラクターとなり、トップ
サイドの設計などについては液化プロセス「PRICO」
のライセンサーでもあるBlack ＆ Veatch（米国）をサ
ブコントラクターとして加えている点が特徴的であ
る。なお「PRICO」は古くから小規模LNGプラント（主
にピークシェービング用）で実績のある「一段階圧力式
混合冷媒方式」である。

　 　またエクスマープロジェクトでは、ガスの液化に加
えてLNGの再ガス化設備も兼ね備えており、FLRSU

（Floating Liquefaction, Re-gasification and Storage 
Unit）と称される。再ガス化設備を備える理由は、許
認可取得時のコロンビア政府からの条件であったとの

出所：三井海洋開発ホームページ

図7 LiBro コンセプトイメージ
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ことで、通常はLNGの輸出施設としての稼働を想定
しているが、有事の際にはLNGの受入施設としての
稼働もできるように、との指示があったとのこと。そ
うした条件が課されることは、世界的にも特殊なケー
スであると言える。

⑦Linde（ドイツ）
　 　古くからLNG液化プロセス、およびLNGプラント

に欠かせない熱交換器の開発を積極的に行っている同
社は、ノルウェー国営Statoilと共同で開発した液化
プロセスである「混合冷媒カスケード方式」をノル
ウェー スノービットプロジェクトで実用化するなど、
近年陸上LNGプラントでの実績を上げている。

　 　FLNGではSBMOffshoreと提携して、2008年には
「ジェネリックLNG-FPSOコンセプト」を発表してい
る（図9）。このコンセプトでは年産250万トン規模の
設備を想定し、最適な液化プロセスとして同社製の

「LIMUM®（Linde Multistage Mixed refrigerant ）」、
また主熱交換器としても同じく同社製の「コイル巻き

（Coil Wound）型」を選定している。
　 　同社は SBMOffshoreとともに、上述した豪州の

PTTEPプロジェクトのプレFEEDを KBR&HÖEGH
コンビに先駆けて完了させており、これは上記コンセ
プトを基に検討を行ったものと思われる。

　その他、2013年8月現在、FEEDが終了したとされる

プロジェクトとして米国のラバカベイプロジェクト（年産
400万トン）があるが、このFEEDはOGS（Oil & Gas 
Solutions、米国）が三星重工業と共同で実施している。
OGSは更に同社のホームページで、年産300万トン級の
匿名プロジェクトに対してFEEDを完了したとしている。
　その他陸上LNGプラントで実績を多く有するEPCコ
ントラクターとしては、Saipemが上述のとおり千代田
化工・SBMOffshoreとともにアバディプロジェクトの
FEEDを受注している。
　陸上 LNGプラントで世界最大級のシェアを誇る
Bechtelは、現在のところFEED等を受注したという情
報はない。しかし内部的な検討は継続して行っていると
見られ、強い協力関係を有するConocoPhillipsが保有す
る豪州沖合ガス田（バロッサ・カルディタ、グレーター
ポセイドン）向けのプレFEEDが実施される場合には、
名乗りを上げるものと見込まれる。

（2）造船会社、海洋エンジニアリング企業

　これまで述べてきたように、FLNGプロジェクトでは、
従来陸上LNGプラントでEPC契約を受注してきたエンジ
ニアリング企業が造船会社とコンソーシアムを組んで受注
するケースが多く、今後もその傾向は続くと予想される。
　Shell向けFLNGに対して包括協定を締結している
Technip・三星重工業であるが、マレーシア・サラワク
沖プロジェクトではTechnipは大宇造船海洋と共同受注
している。更にブラジル・プレソルトプロジェクトの

出所：HÖEGH LNG ホームページ

図8 HÖEGH LNG-FPSO コンセプトイメージ
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FEEDではTechnipは三井海洋開発・日揮コンソーシア
ムと協業しており、そのマッチングはケースバイケース
であると言える。
　そのなかで、Technip・三星重工業のShell向けコンソー
シアムのように、基本タイプの設計を共有する手法とし
て は、 東 洋 エ ン ジ ニ ア リ ン グ・ 三 井 海 洋 開 発 の

「LiBro®FLNGコンセプト」、Linde・SBMOffshoreの
「ジェネリックLNG-FPSO コンセプト」などがあり、今
後も各社の戦略の下、比較的緩やかな結びつきで連携を
図っていくものと思われる。
　現在それぞれFLNGを建造中である三星重工業、大宇
造船海洋に現代重工業を加えた韓国造船3社は、それぞれ
が広大なドックスペースを擁した造船所を所有している。
そのため大型FLNGの建造および将来発生する可能性の
ある補修作業などは、この3社が主に受注していく構図に
なると予想され、3社を中心としてプロジェクトに応じた
コンソーシアムを組成していくことになると予想される。
　次に、FPSOで培った技術を基に、FLNGへの参画を
窺っている海洋エンジニアリング企業2社の取り組みに
ついて、簡単に紹介する。

①SBMOffshore
　 　FPSO業界では先駆者的役割を果たし、現在も世界

最大のFPSOマーケットシェアを誇っている。
　 　FLNGでは2008年にLindeと共同で「ジェネリック

LNG-FPSO コンセプト」を発表した。2011年には戦略

を見直し、これまでの大規模FLNGから、より中規模
FLNGにシフトすると発表している。なお大規模FLNG
プロジェクトについては、建造そのものではなく同社の
得意分野である係留装置の供給に特化するとしており、
実際にプレリュード向けの係留装置を受注している。

　 　今後特化するとしている中規模LNGに関しても、そ
れ以前同様、Lindeとの提携で進めていくとしている。

「ジェネリックLNG-FPSO コンセプト」と比較して大き
く異なる点としては、船体形状がツインハル（双胴）型
であること、および液化プロセスとしてLinde社製「窒
素エキスパンダー方式」を採用している点である。処理
能力としては通常の海洋フィールドでの使用で年産
200万トンサイズを想定しているが、パイプラインガ
スを原料として使用するケースでは設備の簡略化が可
能となり同400万トンまで拡張可能であるとのこと。
また既存船の改造による建造を想定していることから、
他のコンセプトと比較してコストは約15％削減、納期
も12カ月程度の短縮が見込めるとのことで、興味深い
コンセプトである。

②三井海洋開発
　 　1980 年 代 か ら FPSO事 業 を 手 が け、 現 在

SBMOffshoreに次ぐ世界第2位のシェアを誇る。
　 　2009 年 に プ レ ソ ル ト LNGプ ロ ジ ェ ク ト で

Technip・日揮とともにFEEDを行い、EPC契約目前
まで迫ったが、プロジェクト自体の方針転換により実

出所：Linde ホームページ

図9 ジェネリック LNG-FPSO イメージ
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現には至らなかった。
　 　 そ の 後 同 社 は、 東 洋 エ ン ジ ニ ア リ ン グ 他 と
「LiBro®FLNGコンセプト」を発表している。同コン
セプトは中規模FLNGをターゲットとしている。サイ
ズで言うと年産200万トン以下を想定しており、上記
SBMOffshoreのターゲットと条件が類似していると
ころは興味深い。

　 　また一方で、同社が現在FEEDを受注しているアバ
ディプロジェクトは同250万トンで、コンソーシアムメ
ンバーも「LiBro®FLNG」とは異なっていることから、こ
ちらもプロジェクトごとにケースバイケースで対応して
いくものと思われる。

（3）その他の要素技術提供企業

　陸上LNGプラント同様、FLNGにおい
ても、メーンのEPCコントラクターの下、
液化プロセス供給企業、熱交換器供給企業、
LNGタンク供給企業など、非常に多くの
サブコントラクターが集結して取り組むこ
とになる。サブコントラクターが提供する
個々の技術は、陸上LNGプラント建設、
もしくはFPSO、LNGタンカー建造で長年
培われた技術の流用であることが多く、
FLNGならではの新規技術というものは特
段存在しない。一方で初めての試みとされ
るのは、海上の浮動した状況下での安全か
つ安定した操業を可能にするための機器の
選定、および配置となる。
　メーンとなる液化プロセスに関し、プレ
リュードでは公式な発表はないが、Shell
の独自技術でロシアのサハリンⅡでも実績
のある「混合冷媒予冷（Shell Double Mixed 
Refrigerant）方式」が採用されると見られ
る。同様にShellのFLNG技術を適用する
予定とされているグレーターサンライズ、
ブラウズでも、同方式が採用される可能性
が高い。他の建造中2プロジェクトは、サ
ラワク沖FLNGはAPCI社製「窒素エキス
パンダー方式」、エクスマー FLNGは上述
のようにBlack & Veatch社製「PRICO」を
それぞれ採用、その処理能力などによって
いくつかの選択肢があると言える。
　液化プロセスにおいて最も重要な機器の
一つである主熱交換器については、陸上
LNGプラントでも圧倒的なシェアを誇る

APCI社製の「コイル巻き型LNG熱交換器」が採用される
例 が 多 い。APCIは プ レ リ ュ ー ド の FEED時 か ら
Technip・三星重工業に対してエンジニアリングサポー
トを行っておりFLNGへの適用について十分な検討がな
されていると思われる。
　また液化プロセスと並んで最も重要な設備の一つであ
るLNGタンクは、建造中の3プロジェクトではいずれ
もGTT（Gaz Transport Technigaz、フランス）がライセ
ンスを保有するメンブレンタイプ（図10）を採用している。
LNGタンクに関してはLNGタンカーと同様、スロッシ
ング（船体運動と貨液運動が同調した際に生じる激しい
流体運動）対策が重要になってくるが、こちらも主熱交

図10 メンブレンタンクイメージ

出所：Liquefied Gas Carrie.com ホームページ

図11 SPB タンクイメージ

出所：IHI マリンユナイテッド講演資料
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換器同様、FEED時から綿密に検討がなされてきている。
　また「LiBro®FLNGコンセプト」ではSPB タイプ（図11）
の使用が想定されている。同タンクはこれまでLNGタン

カーなどでの実績はそれほど多くはないが、その耐久性
には定評があり、設備サイズなどによっては選択肢の一
つとされている。

　東ティモールの独立から10年が経過した。その間、
JPDAにおいてもバユ・ウンダン、キタンと生産プロジェ
クトが進行してきているが、今回の東ティモールの豪州
に対する異議申し立ては残念ながらその流れを大きく停
滞させてしまう可能性が高い。一時期盛んであった探鉱
もその成果が乏しいことに加え、政治的リスクの増大に
より撤退が相次いでおり、純粋な探鉱ライセンスとして
有効とされているのは、JPDA06-101とJPDA11-106 
の2鉱区だけという状況になっている。今年もしくは来
年2014年に実施が見込まれていた新規鉱区の公開入札
も、現在の両国間の係争が解決しないことには仮に実施
されたとしても応札企業が出てくるとも考え難く、早期
の決着が望まれる。
　グレーターサンライズについては、東ティモール国内
には自国にとってよりよい条件を引き出すために長期戦
を望むとする声もあるとも聞く。一方、LNGプラント
がどこに建設されたとしても上流分だけで東ティモール
が得られる収入は150億ドルを超えるとの試算もあるも

のの、事業化に長期を要することになると、北米などか
らのLNG輸出開始によって現在のLNG売買価格が影響
を受け、東ティモールが得られる収入額にも影響を及ぼ
すことが考えられる。したがって冷静な判断が求められ
ると言える。
　折しも豪州の昨今のコスト高の影響で、新規陸上LNG
プラントの建設予定はほぼ白紙となってしまっている状
況であるが、FLNGはその逆風を追い風に変える勢いが
ある。しかし、いまだ操業の例がないのも事実であり、
2015年操業開始予定のマレーシア・サラワク沖FLNG、
および2017年操業開始予定のプレリュードの動向を横
目で睨

にら

みつつ、検討が進んでいくと思われる。
　特に注目されるのは、年産600万トンを超えると目さ
れるスカボロー、および陸上プラント建設から方針転換
したブラウズの二つの豪州沖合大型プロジェクトである。
前者は早ければ今年中、後者も2014年からのFEED開
始を目指しており、いずれもFLNGの今後の行方を左右
するプロジェクトである。
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