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沖合生産・貯油出荷施設（FPSO）
CPFからコンデンセートを受け入れ、貯蔵
（貯蔵能力120万バレル）・出荷（日量8.5万
バレル（ピーク時））を行います。一部の天然
ガスは昇圧しCPFへ戻します。

沖合生産・処理施設（CPF）
生産井、フローラインおよびフレキシブル・ラ
イザー経由で送られた生産物をガスとコン
デンセートに分離処理します。

フレキシブル・ライザー
海底からCPFへ生産物を輸送するためのパ
イプです。

陸上ガス液化プラント
パイプラインを通じて運ばれた天然ガスか
らコンデンセートとLPGを抽出し、残る天然
ガスを2系列の液化施設でマイナス162℃
に冷却し液化します。LNG年間840万トン、
LPG年間160万トン、コンデンセート日量
1.5万バレル（ピーク時）を出荷します。

生産井
ガス層へ合計50坑の井戸を掘削します。

海底生産システム（SPS）

出荷用タンカー

フローライン

天然ガス（昇圧してCPFへ戻す）

コンデンセート

沖合生産施設

開発井からの生産物は海底生産システム（SPS：Subsea Production System）に
集約され、その後フローライン、フレキシブル・ライザーを経て、沖合・生産処理施設
（CPF：Central Processing Facility）に送られます。CPFにてガスとコンデンセー
トに分離処理され、コンデンセートは沖合生産・貯油出荷施設（FPSO： Floating 
Production Storage & Offloading）に貯蔵、出荷用タンカーに出荷します。一方
ガスはガス輸送パイプラインを経て陸上ガス液化プラントに輸送されます。

陸上施設

陸上ガス液化プラントや陸上貯蔵施設で構成さ
れます。ダーウィン市内から湾をはさんだブライ
ディン・ポイントに建設予定です。

ガス・輸送パイプライン（GEP）

CPFからダーウィンの陸上ガス液化プラント
に至る42インチの天然ガスパイプライン。敷設
ルートの水深は最大約250m、パイプラインの全
長は約889kmです。

生産マニフォールド 
海底に設置し、複数の生産井を接続する装
置です。

ガス層
Brewster部層、Plover層からなり、それら
の深度は、地下約3,900m～4,600mです。

生産物

鉱区面積
・WA-50-L/51-L鉱区：1,079km2

・WA-285-P鉱区：995km2

・鉱区の水深：170～340m
・海上生産施設の水深：250m程度

北部準州

チモール海

イクシス ダーウィン市

100km

約889km

イクシスガス・コンデンセート田の位置
■西豪州北西大陸棚沖合ブラウズ堆積盆
■西豪州の沖合約200km

バース事務所

ダーウィン事務所

A U S T R A L I A

生産物 天然ガス

生産物

「イクシスLNGプロジェクト」は、当社が操業主体（オペ
レーター）として手がける2つの大型LNG（液化天然ガス）
プロジェクトのうちの一つで、西豪州の沖合約200kmに位
置するイクシスガス･コンデンセート田の開発・生産・販売
を主導するプロジェクトです。
　2012年1月の最終投資決定後、施設の詳細設計、調達、
建設を行う開発フェーズに移行し、現在、2016年末までの
生産開始を目指し、開発作業を進めています。

イクシスLNGプロジェクトの概要

生産量

LNG 　　　　　年間840万トン
LPG 　　　　　年間160万トン
コンデンセート　日量約10万バレル
　　　　　　　　　（ピーク時）

最終投資決定 2012年1月13日

生産開始
スケジュール 2016年末までに生産開始予定

権益比率
（2012年7月末現在）

当社 66.070％（オペレーター）
TOTAL 30.000％*
東京ガス 1.575％
大阪ガス 1.200％
中部電力 0.735％**
東邦ガス 0.420％

作業状況 開発中

陸上ガス液化プラント（ダーウィン）の起工式（2012年5月18日）
左：当社黒田会長、中央左：ギラード豪州政府首相、

中央右：ヘンダーソン北部準州首相、
右：サングスターTOTAL E&P Australia 社マネージングダイレクター

天然ガス

*30％のうち、6%分の権益譲渡については豪州政府による承認手続き中 
**豪州政府による承認手続き中

イクシスLNGプロジェクト
開発コンセプト（イメージ）

国際石油開発帝石株式会社 アニュアルレポート2012 048



プロジェクトの概要

環境影響調査と地域貢献

■プロジェクトライフ40年 
■ 年間840万トンのLNGを
約20年の長期にわたり生産可能

■ 豊富なLPG、コンデンセート有
■ 推定埋蔵量のうち、約11.8億バレル
（原油換算）を確認埋蔵量へ格上げ
（当社分、2012年3月末時評価）

プロジェクトの進捗／成熟度（最終投資決定時） 
■ 政府許認可取得済
■ 信頼性の高いEPCコントラクター確保済
■ LNG全生産量の売買契約締結済
■ 金融機関の十分な貸出意向を確認済 
■ 2010年5月発表のスケジュール変更によりエンジニアリング作業、
コスト見積もりの精度向上、地域社会との関係深化

■ 高いランプ・サム契約比率（契約額の約75%）
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開発投資額の年次展開（イメージ） Brewster部層、Plover層（イメージ）

当社が参加する周辺鉱区

当社が参加するプロジェクト

西豪州沖合掘削リグ

イクシスLNGプロジェクトは、当社が操
業主体として石油メジャーの仏TOTAL

社などとともに開発作業を進めている
大型LNGプロジェクトです。2016年末
までにイクシスガス・コンデンセート田
から天然ガスを生産し、LNG、LPG、コ
ンデンセートとして出荷する予定です。
LNG生産量は年間840万トンで、日本
の年間総輸入量の1割程度を占める大
規模なプロジェクトであり、日本にとっ
てのエネルギー安定供給の観点からも
重要な案件に位置づけられています。イ
クシスからのLNG年間生産予定数量
の全量はすでに売買契約を締結済みで、
2017年から日本の電力・ガス会社を中
心にLNG生産量の7割相当が日本に向
けられる予定です。LPGとコンデンセー
トについても、エネルギー需要が伸びる
アジア・太平洋地域へ供給される予定
です。
当社は、1998年8月に公開入札で、後
にイクシスが発見される西豪州沖合鉱
区の探鉱権を取得しました。以来、約10

年間にわたり、第一次、第二次の掘削

キャンペーンなどにより合計8坑の試
探掘井を掘削し、商業開発に十分な
ガス・コンデンセートの存在を確認し
ました。その後、開発を行うための基
本設計（FEED）作業を2009年から陸
上・海上施設でそれぞれ実施しました。
FEED作業に加え、政府許認可の取得
やLNG売買契約の締結といった開発
作業へ移行するために必要な要件を
揃え、2012年1月13日にプロジェクト
の最終投資決定を行いました。建設作
業を担う陸上・海上施設それぞれのコ
ントラクターは、信頼性が高く実績が
十分ある会社を選定しています。今後、
2013年にかけて各施設の詳細設計や
調達作業を進め、2014年から15年に
かけて生産井の掘削や各施設の建設
作業を行います。その後、試運転を経
て2016年末までに生産を開始する予
定です。
イクシスの生産期間は約40年を予
定しており、そのうち約20年間はLNG

年間840万トンの生産レベルを維持す
る予定です。開発投資額は340億米ド

ルで、当社分の資金負担は、自己資金と
プロジェクト・ファイナンスを主体とす
る外部借入との組み合わせにより行い
ます。他のLNGプロジェクトに比べ生産
物にコンデンセート分が多いイクシスは、
投資額の回収が早期に進みやすいこと
もあり、十分なプロジェクトの経済性が
確保できる見込みです。

プロジェクトの推進が環境に与える影
響について、海上生産施設、海底パイプ
ライン、および陸上ガス液化プラント建
設予定地（北部準州のダーウィン近郊）
のそれぞれを対象に数年にわたり環境
影響調査を行いました。調査の結果は
一般公開し、その際寄せられた意見を
踏まえて政府へ提出後、プロジェクトの
実施に対する承認（環境許認可）を得て
います。
プロジェクトの推進にあたり、地域と
のコミュニケーションや先住民の方々と
の相互理解の構築はたいへん重要と認
識しており、当社を信頼される企業市民
として認めていただくための努力を重ね
ています。2011年4月には北部準州の

ダーウィンにおいて、先住民などの青年
層に対し職業訓練の場を提供し、就業
機会を高めることを目的としたララキア
職業訓練校の建設資金を援助しました。
さらに、2012年4月には、石油・天然ガ
ス産業のさらなる発展を人材育成の面
から支えるため、ダーウィンのチャール
ズ・ダーウィン大学内に開設される「豪
州北部石油・天然ガス研究センター」へ
の費用援助も行っています。
本プロジェクトをオペレーターとして
推進する当社は、地域の持続的な発展
やそれに必要な人材育成に貢献するた
め、今後も社会・経済・文化面において
さまざまな支援を行っていきます。

2012年1月に最終投資決定を
行ったイクシスLNGプロジェク
トは、まさに開発フェーズがはじ
まったところであり、日本企業初
の大型LNGオペレーター案件
として世界中の注目が集まって
います。当社は西豪州のパース
事務所、北部準州のダーウィン
事務所を拠点として、パートナー
の仏TOTAL社等、LNG買主、豪
州政府関係者、EPCコントラク
ターといったプロジェクト関係
者、また地元の皆さまの協力を
得ながら、2016年末までの生産
開始に向け、安全かつ効率的に
開発作業を進めていきます。

プロジェクトの特徴

沖合生産・処理施設（CPF）（イメージ）

ララキア職業訓練校の様子

最終投資決定（2012年1月13日）

豪州南西部における試験植林 

イクシスLNG
プロジェクトの
成功に向けて
取締役常務執行役員
イクシス事業本部長

伊藤 成也

開発投資額・経済性

プロジェクトの推進体制 

ポテンシャルの高い周辺探鉱鉱区に参入済 LNG生産量の7割相当が日本向け

豊富な埋蔵量・生産量

豪州におけるLNGプロジェクト

2012 2013 2014 2015 2016

日本向け
（全体の7割相当）

A 東京電力 105万トン

B 東京ガス 105万トン

C 関西電力 80万トン

D 大阪ガス 80万トン

E 中部電力 49万トン

F 九州電力 30万トン

G 東邦ガス 28万トン

H 当社 90万トン

I  TOTAL（仏）

（

 90万トン

J  CPC 台湾） 175万トン

LNGの販売先
（840万トン／年）

A

B

C

D
EFG

H

I

J

■ 総投資額：340億米ドル
■ 生産開始後長期にわたる安定的かつ
大規模なフリーキャッシュ・フロー 

■ 十分な経済性（IRR） 

■ アジア・オセアニア地域における当社の実績 
■ パートナー（TOTALなど）との協力 

■ 低カントリーリスクである豪州
■ 豪州連邦・地方政府のサポート
■ 地域社会との良好な関係

豪州

チモール海

WA-274-P

WA-410-P

WA-411-P

WA-281-P

WA-344-P

WA-343-P
AC/P36

WA-341-P

イクシス
WA-50-L
WA-51-L

WA-285-P

日本の年間LNG総輸入量の

1割相当を生産するイクシスLNGプロジェクト、

いよいよ開発フェーズへ

「イクシス」という名称は、古代ギリシャ語で「魚」という意味で、
鉱区の近隣で古代魚の化石が多く発見されていることに由来します。

国際石油開発帝石株式会社 アニュアルレポート2012050
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プロジェクトの経緯

公開入札に応札、取得
▶ 1997年3月に行われた豪州
連邦政府の公開入札鉱区に
参加し、1998年8月にWA-
285-P鉱区を応札・取得。

第一次掘削キャンペーン
▶ 第一次掘削キャンペーンと
して3坑の試掘を行い、いず
れの坑井においてもガス・コ
ンデンセートの胚胎を確認。

▶ 三次元地震探鉱データ取
得・処理・解釈作業を実施。

第二次掘削キャンペーン
▶ 埋蔵量検証のため、第二次
掘削キャンペーンとして試探
掘井3坑を掘削することによ
り、貯留岩の広がりおよびガ
ス・コンデンセートの胚胎を
確認。

可採埋蔵量評価
▶ 2坑井を掘削し、イクシス・ガ
スコンデンセートプールの広
がりを確認。

▶ プラント建設地をダーウィン
に決定。

開発準備作業
▶ 2009年、陸上ガス液化プラ
ントの基本設計（FEED）作業、
沖合生産施設およびパイプ
ラインのFEED作業を開始。

1998年 2000年～2001年 2003年～2004年 2007年～2008年 2009年～2011年 2012年～

▶ 2012年1月、最終投資決定（FID）
を実施。

▶ 2012年3月、豪州政府当局より
生産ライセンスを取得。

▶ 2012年5月、ダーウィンにおける
陸上ガス液化プラントの起工式
を開催。

▶ 2016年末までに生産開始予定。

▶ 2010年11月、CPFのEPC入
札作業開始。

▶ 2010年12月、陸上ガス液化プ
ラントのEPC準備作業開始。

▶ 2011年3月、陸上ガス液化
プラントのエンジニアリング
作業終了。

イクシスの可能性を確信し、
オペレータープロジェクトに挑む。

海上掘削リグ

ララキア職業訓練校の生徒らと当社黒田会長ダーウィン近郊における現地調査

作業に従事する技術者

2012年1月、最終投資決定を終えたイクシスLNGプロジェクトは開発フェーズへ進み、いよい
よ生産開始に向けて動き出しました。イクシスは約40年間の商業生産が予定され、鉱区取得
の1998年から数えると実に60年にもわたる巨大プロジェクトであり、探鉱から生産に至るそ
の過程は、まさに壮大なストーリーと言えます。

イクシスに可能性を感じた地質技術者

オペレータープロジェクトへ挑戦
そしてイクシス発見に成功

プラント建設地をダーウィンに決定

最終投資決定、いよいよ開発フェーズへ

現在の当社の前身企業の一つ、インドネ
シア石油は、インドネシアでの石油開発
を推進するために1960年代半ばに設
立されました。その後、事業拡大のため、
1980年代後半に隣国の豪州へ進出。現
地の大手石油･天然ガス開発会社と共同
で数々の油・ガス田の探鉱・開発プロジェ
クトを手がけ、90年代後半には豪州での
経験はすでに10年におよんでいました。

当社は、それまでジョイントベンチャー
パートナーとして豪州海域のさまざまな
プロジェクトに参画し、知識・経験・実績
を積み重ねてきました。このようにして得
られたデータのスタディを実施していた
当社の地質技術者たちは、豪州北西沖合
ブラウズ堆積盆の海域にはまだ油・ガス
田が存在している可能性が高いと考えて
いました。

1997年3月に、同海域の鉱区が豪州政府
より公開入札に付されることとなり、これ
までの検討結果に加え、試掘井の物理検
層データを入手し、さらなる検討を開始。
技術者たちは分析を重ね、有望鉱区を絞
り込み、当社経営陣も将来の成長を期待
して、豪州でのオペレータープロジェクト
にチャレンジする決断を下し、1998年8月、
WA-285-P鉱区をオペレーターとして応
札・取得することとなりました。
　当初、同鉱区のポテンシャルに対し、周
囲から疑問視する声も聞かれ、ジョイント

ベンチャーパートナーとしてメジャーや地
元大手企業を含む同業各社から同鉱区
への参画はありませんでした。しかし、当
社が単独で探鉱作業を進めるなか、2000

年の試掘第1号井で相当量のガス・コンデ
ンセートを発見し、さらにその後の評価作
業により、膨大な量のガス・コンデンセー
トが広がっていることが明らかになり、「イ
クシスガス・コンデンセート田」と命名さ
れました。その後、イクシスの評価作業は
順調に推移。技術者が感じた大きな可能
性は現実のものになりました。

この大規模ガスコンデンセート田の開発
計画を策定するにあたり、当初、天然ガス
液化プラント建設地として、イクシスに近
い無人島で、飛行場もないキンバリー地
区沖合にある小さな島マレット島を有力
候補として検討していました。しかし、地
元の西豪州内で計画されているいくつか
のガス液化プラント建設プロジェクトの
立地場所を一ヵ所に集中する方針が示
されたことなどから、当社はマレット島を
候補とすることを断念する結果となりま
した。

　一方、北部準州の中核都市であるダー
ウィンについても候補地として検討して
おり、かねてより当社の陸上天然ガス液
化プラントの建設を歓迎してきた同地を
最終的にプラント建設地として選定しま
した。
　沖合施設については、固定式プラット
フォームによる開発も検討していまし
たが、技術的優位性・操業安定性・スケ
ジュール・コストなど総合的な比較検討
を行った結果、浮遊式の洋上生産施設を
建設する方針となりました。

プロジェクトを進める過程では、州政府・
連邦政府、そして地域との良好な関係の
構築も不可欠です。州政府の全面的なサ
ポートのもとで、ダーウィンにプラント建
設が決定された後も、当社は州政府・連
邦政府と連携し、ダーウィンの先住民を
含む青年層に対する職業訓練学校の建
設援助をするなど、地域への貢献に努め
てきました。
　また、世界最大級の生産施設を含む
沖合生産施設、約889kmのパイプライン、
年産840万トンのLNGを生産する陸上ガ
ス液化プラントなどを対象に、2009年か

ら実施してきた陸上・沖合施設の基本設
計（FEED）を完了。並行して開発に必要
な許認可の取得、電力・ガス会社などと
のLNG長期売買契約の締結、設備投資
額の積算、収益性の検討などを進めてき
ました。
　このようにプロジェクトを進めるための
諸準備をすべて整え、当社は2012年1月
13日に最終投資決定という大きなマイル
ストーンを達成し、開発フェーズに移行し
ました。
　今後も2016年末までの生産開始に向
け、プロジェクトを着実に進めていきます。

開発ストーリー

政府許認可
▶ 2010年7月～9月、環境影響評価
報告書（EIS）のパブリックレビュー
を実施。

▶ 2011年4月、パブリックレビュー
時のコメントを踏まえ追加レポート
（サプリメント）を政府へ提出。
▶ 2011年、北部準州政府（5月）、連
邦政府（6月）より環境承認を取得。
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アバディ プレリュード
国名 インドネシア 豪州

生産量
（予定）

LNG 年間250万トン
コンデンセート 日量8,400バレル
 （第一次開発）

LNG 年間360万トン
LPG 年間約40万トン（ピーク時）
コンデンセート 日量約3.6万バレル（ピーク時）

権益比率 当社 60%、Shell 30%、
PT Energi Mega Persada 10%

当社 17.5%、 Shell 72.5%、
KOGAS 10%

オペレーター 当社 Shell

開発方式 FLNGによる開発 FLNGによる開発
作業状況 開発準備中 開発中

イクシスに続く大型LNGプロジェクト

アバディのFLNG船

LNGタンカー

アバディLNGプロジェクト

当社は、シェル社が豪州北西部沖で開発
中のFLNGプロジェクト「プレリュード」に
参画し、2012年6月に権益17.5％を取得
しました。プレリュードFLNGプロジェクト
は、LNG年間360万トン、LPG年間約40

万トン（ピーク時）、およびコンデンセート
日量約3.6万バレル（ピーク時）をFLNG

方式により生産・液化・出荷するプロジェ
クトです。シェル社が2011年5月に最終

投資決定を行い、現在開発作業を進めて
います。当社によるプレリュードFLNGプ
ロジェクトへの参加は、シェル社とのグ
ローバルな関係拡大、当社におけるLNG

ポートフォリオの強化、FLNGの知見・経
験の向上、およびそれらのアバディLNG

プロジェクトへの活用といった意義があ
ります。

プレリュードFLNGプロジェクト

フローティングLNGとは？
FLNGは、LNGプラントを搭載した大型の
船体で天然ガスを液化し、LNG船に直接出
荷する新しい開発方式です。現在、石油メ
ジャーをはじめ、多数の石油会社やエンジニ
アリング会社などがFLNGの商業化に向けて
検討作業や建設準備を行っています。FLNG
には、パイプラインなどの設備が不要で初期
投資が少なくて済むほか、環境負荷を最小限
に抑えられるなどのメリットがあります。

プレリュードのFLNG船

「アバディ」という名称は、インドネシ
ア語で「永遠」という意味で、「永遠
に燃え続ける」という期待を込めて
名付けられました。

世界初の技術によるフローティングLNG（FLNG）方
式のプロジェクトを石油メジャーのシェル社と戦略的
パートナーシップを結び本格的に推進します。

アバディガス田は、インドネシア領アラフ
ラ海の海上に位置し、ガス層の分布面積
が1,000km2を超える大型ガス田です。ア
バディLNGプロジェクトでは、当社がオペ
レーターとしてこのガス田を探鉱段階か
ら手掛けており、現在は、開発に向けた準
備作業を行っています。2010年12月にイ
ンドネシア政府から第一次開発計画
（POD-1）の承認を得ており、LNG生産
量年間250万トンサイズのFLNG方式に

よる開発を目指しています。大規模洋上
開発に実績・経験を持つ石油メジャーの
シェル社をプロジェクトの戦略的パート
ナーとして迎え入れ、2011年12月に参
加権益30％を当社より譲渡しています。
シェル社から技術的サポートやFLNG専
門家を受け入れており、今後は、2012年
の後半を目途として基本設計（FEED）作
業を開始する予定です。

アバディLNG
プロジェクト

プレリュードFLNG
プロジェクト

ジャカルタ
事務所

アバディガス田

マセラ鉱区

30km
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