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エネルギーを日本へ
エネルギーの自給率が低い日本では、エネルギーの安定的かつ効率的な供給が

求められるとともに、近年ではCO2排出量が少なく地球にやさしいクリーンなエネルギーが
これまで以上に必要とされています。アニュアルレポート2013の特集ページでは、

特集1にて注目される非在来型資源と再生可能エネルギーのポテンシャルと当社の取り組み、
そして、特集2では日本へのエネルギー供給に大きく貢献する

当社のイクシスLNGプロジェクトの進捗について詳しくお伝えいたします。
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頁岩層

在来型天然ガス

シェールガス

在来型石油

シェールガスは非在来型天然ガスの一種で、地中の
シェール（頁岩）層に含まれる天然ガスのことであり、
シェールガス層へ水平に井戸を掘削し、人工的にガス採
取用の割れ目を作りガスを採掘できる技術が確立した
ことでシェールガスの生産量が飛躍的に増加し、北米を
はじめ、世界中で開発ポテンシャルが注目されています。
一方で、シェールガスの開発には留意点もあります。開

発時の環境への影響や従来型ガス田より開発コストが
かさむこと、また、海外から日本へ持ち込む際にシェール
ガスを液化、輸送するコストが必要になること、さらには
液化、輸送するためのインフラ整備や産ガス国の輸出許
可も必要になります。
当社はグローバルなガスポートフォリオ構築の一環と

して、2011年よりカナダでシェールガスプロジェクトに
参加しています。カナダはインフラ整備などで課題はあ

#1  シェールガス
るものの、豊富な埋蔵量、政府がLNG輸出に積極的、ま
た、LNG化した際に日本への輸送距離が比較的近いと
いった利点があります。当社は、このシェールガスプロ
ジェクトを日本向けLNGの新たな供給ソースとして期待
しており、LNG化の可能性も視野に入れながら検討を
進めています。

カナダ・シェールガスプロジェクト（ホーンリバー地域）
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特集1　非在来型資源と再生可能エネルギー
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地熱発電とは、地下にある火山マグマの熱
エネルギーを蒸気として取り出し、その蒸
気によりタービンを回し発電するものです。
地熱発電は、発電時にCO2の排出が少な
く、また、他の再生可能エネルギーに比べ
て天候や季節の影響を受けずに安定して
発電できることから、貴重なクリーンエネ
ルギーとして注目されています。
火山国である日本の地熱エネルギー資
源は、インドネシア、米国に次ぎ世界第3位
で、約2,000万キロワット相当の地熱資源
を有すると言われています。一方、国内で
稼働する地熱発電所からの発電量は合計
しても50万キロワット台程度に過ぎません。
また、地熱ポテンシャルのある地域の多く
が国立公園や温泉地にあることから、地熱

#2  地熱発電
開発にあたっては環境面に関する規制や
地元の理解などに留意する必要があります。
当社は2011年から秋田県と北海道そ
れぞれで地熱開発の共同調査に参加して
います。当社には、地熱発電の調査井や生
産井など多くの掘削工事を手掛け、国内で
はじめて地熱生産井の掘削を行った子会
社（帝石削井工業（株））があります。また、
「地下の資源を探す」、「井戸を掘削する」
といった地熱開発に求められる技術は、当
社の石油・天然ガス事業のそれと共通して
おり、当社の技術的な強みや経験を活用す
ることができます。今後、国内だけでなく、
世界一の地熱資源量を持つインドネシア
といった海外の当社コア・エリアでも地熱
開発の可能性を追求していきます。

地熱井の噴気テスト（帝石削井工業（株））
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メタンハイドレート層

太陽光発電のなかで出力1メガワット以上の大規模な発
電施設をメガソーラーと呼びます。東日本大震災以降、
電力供給不安の解消に向けて太陽光発電への期待が高
まり、広い土地に多くの太陽光パネルを並べたメガソー
ラーの建設が、国内各地で進められています。
当社は、新潟県上越市に最大出力2メガワットの「INPEX

メガソーラー上越」を保有しています。当社初の太陽光発
電所でもあるINPEXメガソーラー上越では、閉鎖した当
社製油所の跡地に太陽光パネルを設置し、2013年3月か
ら発電を開始しています。

メタンハイドレートは非在来型天然ガスの一種で、メタ
ン分子を取り込んだ固体結晶であり「燃える氷」とも呼
ばれています。メタンハイドレートは低温・高圧の環境で
安定するため、陸上では永久凍土層の下、海洋では水深
500m以深に存在しています。国内でも周辺海域にメタ
ンハイドレートの存在が確認されており、日本における将
来の天然ガス資源として期待されていますが、低温・高圧
の地層における採取に技術的な課題があることなどから、
経済性が成り立つ開発技術が確立されるまで、まだ時間
がかかると言われています。

#3  メガソーラー #4  メタンハイドレート

INPEXメガソーラー上越 燃える氷
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ダダーウィン

イクシスガス・コンデンセート田

P r o g r e s s  S t a t u s

当社が開発を進めるイクシスLNGプロジェクトは、日本の年間LNG輸入量の約1割を生産する
大型プロジェクトです。2012年1月の最終投資決定以降、順調に作業が進んでいます。

2012年は各施設の詳細設計や資材調達を中心に作業を行いました。
2013年に入ってからは沖合生産施設や陸上ガス液化プラントにおける

主要なモジュールの建設を開始し、いよいよ調達・建造作業が本格化しています。
「エネルギーを日本へ」―アニュアルレポート2013の特集ページでは、

このイクシスLNGプロジェクトの作業進捗を施設や作業地域ごとに詳しくお伝えします。
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特集2　イクシスLNGプロジェクトの進捗



Project Timeline
公開入札に応札、取得
▶ 豪州連邦政府の公開入札鉱区へ1998年3月に応札し、同年8月にWA-285-P鉱区を取得。

▶ 2坑井を掘削し、
　イクシスのガス・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、基本設計（FEED）作業を開始。
▶ 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5月、パイプラインのライセンスを取得。
▶ 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。
▶ 2011年12月～2012年1月、LNGバイヤー8社とLNG売買契約締結。
 LNG年間生産量840万トン全量の売買契約締結完了。

▶ 1月、最終投資決定（FID）を行い、詳細設計・資材調達を開始。
▶ 3月、生産ライセンスを取得。
▶ 5月、ガス液化プラント（ダーウィン）の起工式。
▶ 12月、プロジェクトファイナンス契約の調印。

▶ 1月、沖合生産・処理施設（CPF）の起工式。
▶ 2月、主要建造施設への損害保険手配の完了。
▶ 6月、LNG輸送にかかるLNG船の新規造船・保有
 および定期傭船契約の締結。
▶ 6月、沖合生産・貯油出荷施設（FPSO）の起工式。
▶ 沖合施設、陸上ガス液化プラントのモジュールの建造。
▶ 陸上施設における桟橋、タンク等の建設。

▶ 生産井の掘削。
▶ 施設の現地への運搬、据え付け。
▶ 試運転。
▶ 2016年末までに生産開始。

1998年

2000年

～

2004年

2007年

～

2008年

2009年

～

2011年

2013年

2014年

～

2016年

2012年

▶ 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。
▶ 3次元地震探査を実施。
▶ 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。



陸上施設

沖合生産・貯油出荷施設
（FPSO ： Floating Production  
 Storage & Offloading）

沖合・生産処理施設
（CPF ： Central 
 Processing Facility）

▶2013年に主要建造施設（モジュール）を
世界各地で建造開始

▶2014年に3,500部屋分の建設作業員用宿舎
 完成予定

ガス輸送パイプライン
沖合生産施設のCPFからダーウィンの陸上ガス液化プラントに至る約
900kmのガス輸送パイプラインで、直径42インチのパイプが水深最大
約250mの海底を通ります。ガス輸送パイプラインは、すでに詳細設計、
およびパイプライン用鋼管の製造が完了しています。鋼管のコーティン
グを実施して2014年には敷設を開始します。
▶900km分のパイプライン用鋼管を製造完了
▶鋼管のコーティング後、2014年に敷設開始

陸上施設はガス液化プラントやタンクなどの貯蔵施設、積み出し桟橋
等で構成されており、北部準州ダーウィンの市内から湾を挟んだブライ
ディン・ポイントに建設中です。このため、まず、プラントサイトの敷地造
成やダーウィン湾の浚渫作業を進めています。また、すでに建設作業員
用宿舎の供用を開始しており、2014年には3,500部屋分が完成します。

陸上ガス液化プラントサイト
プラントサイトの航空写真。陸上ガス液化プラントのEPC（設計・調達・建設）作業は、
日揮、千代田化工、米KBR社から構成される日米の共同企業体が実施しています。

沖合生産施設

沖合生産・処理施設（CPF）の起工式（韓国コジェ）
2013年1月、Samsung Heavy Industries社のヤードにて。この施設規模は約150m×約
110m、総排水量14万トンと半潜水式生産施設としては世界最大級となります。

沖合生産施設は、海底に仕上げた生産井から生産を行う坑口装置等
の海底生産システム（SPS）、生産流体を輸送するフローライン、フレキ
シブル・ライザー（URF）、生産流体をガスとコンデンセートに分離処理
する沖合・生産処理施設（CPF）、コンデンセートを貯蔵、出荷する沖合
生産・貯油出荷施設（FPSO）などで構成されます。2013年に入り、これ
らの施設の建造作業を開始しています。

▶2013年に大型施設（CPF、FPSO）の
建造作業を開始

▶2014年中に生産井の掘削作業を開始予定
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陸上ガス液化プラント

（左）（右）パイプライン用鋼管の荷下ろし作業
コーティング作業のために運ばれた鋼管をマ
レーシアのクアンタンで荷下ろしする様子。ド
イツと日本で製造したパイプライン用鋼管は、
インドネシアとマレーシアでコーティング作業
が行われています。

ダーウィン湾内の浚渫作業
タンカーなどの航路を確保するために、湾内の建設現場周辺における海底面を浚渫船で浚
（さら）い、土砂などを取り去る土木工事を行っています。写真は浚渫船「Athena」号。

建設作業員用宿舎
建設作業員用宿舎の航空写真。白い建物は約1,000部屋におよぶ建設作業員用宿舎です。

沖合生産・貯油出荷施設（FPSO）の起工式（韓国オクポ）
2013年6月、Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering社のヤードにて。鋼板を切
断するセレモニーを行い、建造工事の開始を祝しました。

フレキシブルライザーの製造現場
2013年2月、フランスTechnip社のル・トレ工場にて。海底からCPFへ生産物を輸送する
ホースの製造過程で、金属索を巻きつけてホースの強度を上げているところです。
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英国（アバディーン）

SPS（Subsea Production System）
の詳細設計作業
英国スコットランドのアバディーンでは、
GE Oil & Gas社が海底生産システム
（Subsea Production System）の詳細
設計、調達、製造を行っています。

4

オランダ（レイデン）

URFの詳細設計作業
オランダのレイデンでは、McDermott

社およびMcDermott社のサブコントラ
クターであるHeerema社がURF※の詳
細設計作業等を行っています。
※URFとはUmbilicals, Risers and Flowlinesの略で、坑口
と沖合生産・処理施設（CPF）をつなぐ設備。

5

ドイツ（ミュルハイム）  鹿島・君津

パイプライン用の鋼管製造
ガス輸送パイプラインの鋼管は、ドイツ
および日本で製造しています。製造した
パイプは、コーティングのためにマレー
シア、またはインドネシアへ輸送されます。

世界に広がる
プロジェクトの拠点

イクシスLNGプロジェクトでは、世界各地で信頼性の高い
EPC（設計・調達・建設）コントラクターが詳細設計や建造作業を行っています。

世界各地で建造される設備は、最終的にイクシスLNGプロジェクトの
サイトへ運搬され、据え付け作業が行われます。

GE Oil & Gas社（米）
のノルウェー工場で製
造・検査されている42
インチのコネクターの
部品。ダーウィンへ続
く42インチのパイプと
CPFからのフレキシブ
ル・ライザーを接続す
る機器に使用される。

1

豪州（ダーウィン）

陸上ガス液化プラント建設、建設作業員用宿舎の
建設、ダーウィン湾内の浚渫作業
ダーウィンでは、陸上ガス液化プラントの建設作業が日揮、千
代田化工、米KBR社から構成される日米の共同企業体により
行われています。また、Van Oord社によりダーウィン湾内の浚
渫作業が進められています。

2 　

豪州（パース）　　　

プロジェクトマネジメント、
ガス輸送パイプラインの詳細設計作業等
パースでは、プロジェクト全体のマネジメントを担っています。
また、Saipem社によるガス輸送パイプラインの詳細設計作業
も行っています。

陸上ガス液化プラント完成イメージ図（左）とダーウィン湾での浚渫作業（右）

陸上ガス液化プラント 浚渫作業

イクシスガス・コンデンセート田からダーウィンまでの
約900kmのパイプライン敷設について協議するエンジニア

URFおよびCPFのイメージ図 コーティングのためマレーシアに運搬された
直径42インチのパイプライン
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韓国（コジェ・オクポ）

CPF、およびFPSOのハルの
詳細設計作業・建造作業
韓国では、CPFおよびFPSOのハル（船
体）の詳細設計作業・建造作業が、それぞ
れSamsung Heavy Industries社、およ
び、Daewoo Shipbuilding & Marine 

Engineering社により実施されています。

6

モナコ

FPSOタレットの
詳細設計作業
モナコでは、SBM社により、FPSOのタレッ
ト（FPSOを定点係留するとともに、フレキ
シブル・ライザーをFPSOにつなぎ込むた
めにFPSOに搭載される機器）の詳細設計
作業が行われています。

7

マレーシア（クアラルンプール）

FPSOトップサイドの
詳細設計作業
マレーシアのクアラルンプールでは、Daewoo 

Shipbuilding & Marine Engineering社に
よりFPSOのトップサイド（船の甲板上に搭載
される石油・ガスの生産設備）の詳細設計作
業およびSBM社によるタレットの詳細設計作
業が行われています。

8

シンガポール

計装・制御の詳細設計作業、
FPSOタレットの建造
シンガポールでは、横河電機が計装・制御
の詳細設計作業および、SBM社等がFPSO

タレットの建造作業を行っています。

FPSOの完成予想イメージ図。FPSOの全長は約330m。 FPSOトップサイドの完成予想イメージ図 2013年1月に行われたFPSOタレットの起工式（シンガポール）

CPFハル（船体）の完成予想イメージ図。施設
を入れたCPF全体のサイズは150m x 110mと
なり、半潜水式生産施設としては世界最大級

10

横浜  豪州（パース・ブリズベン）

陸上ガス液化プラントの
詳細設計作業
横浜、および豪州のパース、ブリスベンで
は、陸上ガス液化プラントにおける主要施
設の詳細設計作業が行われています。

横浜のエンジニアリングオフィスでは
詳細設計の最終チェックが行われている

11

米国（ヒューストン）

CPFトップサイドの
詳細設計作業
ヒューストンではMustang社（Samsung 

Heavy Industries社のサブコントラク
ター）によりCPFのトップサイド（搭載され
る石油・ガスの生産設備）の詳細設計作業
が行われています。

CPFの完成予想イメージ図
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豊富な
コンデンセート・LPG

プロジェクトの生産量は、LNG年間840万トンに加え、
最大日量約10万バレルのコンデンセートおよび

年間160万トンのLPGがあります。

ランプ・サム契約比率
約75％

EPCコントラクターとの契約金額の約75％が
ランプ・サム契約（契約額が固定された契約）であり、

コスト超過リスクを低減させています。

LNG全量販売済み
最終投資決定（FID）前に、全LNG生産量の売買契約を

LNGバイヤーと締結しています。

確実な資金調達
2012年12月に総額200億米ドルの
プロジェクトファイナンスに調印し、
資金調達の目途を付けました。

建設工事の
損害保険手配済み

2013年2月に陸上・沖合各施設の建設工事に関する
損害保険の手配を完了させました。

信頼性の高い
EPCコントラクターと契約

LNGプロジェクトに実績があり信頼性の高い
EPCコントラクターを確保しています。

石油メジャーとの協力
LNGプロジェクトの経験が豊富な

石油メジャー トタール社とともに開発作業を進めています。

開発前の入念な準備
基本設計（FEED）作業を1年間延長し、
十分なエンジニアリング作業を行い、
コスト見積の精度を高めています。

イクシスLNGプロジェクトの
特徴・強み

イクシスLNGプロジェクトには、経済性を高める豊富なコンデンセートとLPG、
プロジェクト経験が豊富なトタール社との協力体制、高いランプ・サム契約比率による
コスト超過リスクの軽減といった他LNGプロジェクトとは異なる特徴・強みがあります。
さらに、2013年3月期には、プロジェクトファイナンス契約の調印による資金調達の確保、

建設工事をはじめるにあたり関連施設への損害保険付保を完了しました。
今後、一層万全な体制で2016年末までの生産開始に向け作業を進めていきます。
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世界中に広がる各拠点の作業をどのよう
に管理していますか？

イクシスLNGプロジェクトでは、各拠点に担当者を配
置し、詳細な作業管理を実施するとともに、パースにお
いては各拠点からの定期的な作業報告をベースにプロ
ジェクト全体の作業を把握・管理しています。これに加え、
技術部門（Technical Directorate）、および、プロジェ
クト管理部門（Project Coordination）が組織横断的
に全体の作業をコントロールしています。

Q2

A2

コスト超過、
スケジュール遅延
リスクへの対応

取締役常務執行役員
イクシス事業本部長

伊藤 成也

Ichthys 

Q&A
中に中

豪州

チモール海
WA-274-P

WA-410-P

WA-411-P

WA-281-P

WA-344-P

AC/P36

WA-341-P

イクシス

WA-285-P
WA-494-P

WA-343-P

何名体制で
開発作業を進めていますか？

EPCコントラクターを除くイクシスLNGプロジェクト全
体で1,400名、うち石油メジャー・トタール社から40名
が出向しています（2013年6月末時点）。今後、開発作
業が進むにつれ、プロジェクト全体で最大1,700名程度
の規模まで増加する見通しです。

プロジェクトのアップサイドポテンシャルを
教えてください。

巨大なイクシスガス・コンデンセート田の周辺には、高い探
鉱ポテンシャルがあります。当社は、イクシス周辺にオペ
レーターとして6つ、ノンオペレーターとして4つ、合計10

の探鉱鉱区を保有し、そのうちのすでに3鉱区で資源の発
見があります。周辺探鉱鉱区では、今後もイクシスとの共同
開発も視野に入れて探鉱作業や評価作業を継続します。

Q1 Q3

A1 A3
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イクシスLNGプロジェクトの大きさ

近年、再生可能エネルギーの開発がますます注目されています。
そのなかで、究極の再生可能エネルギーとして期待されているの
が、燃焼時に水しか発生しない「水素」です。しかし、現在のとこ
ろ、水素は石油などの枯渇性資源を原料として製造されています。
そこで、石油などに代わり「太陽光エネルギー」を用いて水を分
解して水素を得るという革新的な製造法が研究されています。

究極の再生可能エネルギーとは

H2O

H2

O2
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東京都庁 イクシスLNGプロジェクトの
沖合生産・処理施設（CPF）

国会議事堂

65.45m

200m以上

243m

年間840万トンのLNGなどを生産するイ
クシスでは、生産施設も大規模です。沖合
生産・処理施設（CPF）と呼ばれる浮体型
の海洋生産設備は、地中のガスを生産・処
理するための施設で、高さは200m以上に
なり、海洋プラントとしては最大級の大き
さになります。

イクシスは、非常に大規模なガス・コンデ
ンセート田で、構造の面積は約600km2、
長軸約40km、短軸は15km超あります。
東京の地図にガス貯留層の面積をかぶせ
ると右のイメージになります。

神奈川県

東京都

埼玉県

千葉県

0 10km

イクシスガス・
コンデンセート田

イクシスガス・コンデンセート田の大きさ（イメージ）
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