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特集：イクシスLNGプロジェクトと
ガスサプライチェーン



豪州・西豪州の海岸から200kmの
沖合、地下4,000mと4,500mの深
さにそれぞれガスが蓄えられた地
層があります。ガス層の面積は約
600km2、東京23区をほぼ覆う大
きさです。1億年～2億年前の恐竜
全盛時代につくられた地層で、非
常に長い時間をかけてつくられた
巨大なガス田が、豪州の海底に
眠っています。

当社は1980年代半ばに豪州沖
の資源開発へ参入し、以来10

年あまりの時間をかけ、知見・経
験を蓄積し、検討を重ねていき
ました。1997年の公開入札で
は、大きなポテンシャルを確信
したイクシス鉱区（WA-285-P

鉱区）に応札し、翌年1998年8

月に当社がオペレーターとして
同鉱区を取得しました。

 現代古代
イクシスガス・
コンデンセート田

A U S T R A L I A
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特集：イクシスLNGプロジェクトとガスサプライチェーン

日本からほぼ真南へ直線で約6,000km離れた豪州沖合。
2016年末までの生産開始に向けて、大型LNGプロジェクト
「イクシス」の開発作業が進んでいます。豪州沖に地下深く眠る
ガス田から、日本の年間輸入量の約1割にあたるLNGを供給します。
また、日本では建設を進めていた新潟県の直江津LNG基地が完成し、
今後、豪州から日本への天然ガス供給体制が確立していきます。

豪州の太古の海底から将来の日本へ

エネルギーを届ける



2000年から2001年にかけて、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・コンデンセートの存在
を確認しました。これを受けて3次元地震探
査を実施しました。また、2003年から2004年
にかけて、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、地下に巨大な
ガス・コンデンセート田が存在していることが
わかりました。

2000～2004年 2007～2008年 2009～2011年

2007年から2008年に2坑井を
掘削し、イクシスのガス・コンデ
ンセート田の可採埋蔵量を評
価しました。また、LNGプラント
の建設地をダーウィンに決定し
ました。

2009年から2012年1月の最終投資決定（FID）にかけて、
次のような開発準備作業などを進めました。
• 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。
•同年、北部準州政府、連邦政府より環境承認をそれぞ
れ取得。

• LNGバイヤー8社等とLNG売買契約を締結し、LNG年
間生産量840万トン全量の売買契約締結完了。

震探収録作業
（1998年、2001年、2010年）
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イクシスの貯留層（イメージ）
地下深度4,000mのブリュース
ター部層、深度4,500mのプロー
バー層のそれぞれにガスの貯留
層があります。

（イメージ図）

•第一次掘削キャンペーン
（2000年～2001年）
•第二次掘削キャンペーン
（2003年～2004年）
•評価井の掘削
（2007年～2008年）



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
（貯蔵能力約100万バレル）・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。

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

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
生産井からの生産物は海底生産システム（SPS：Subsea Production System）にて集約され、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。

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。

イクシスLNGプロジェクトの開発コンセプト

生産物

1月に沖合生産・処理施設（CPF）の起工式を行いました。2月には建設工事期
間における関連建造施設への損害保険手配を完了。6月にはLNG輸送にかかる
LNG船の新規造船・保有および定
期傭船契約を締結しました。また
沖合生産・貯油出荷施設（FPSO）
の起工式や、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
の建造を開始しました。

2012年1月に最終投資決定（FID）を行い、開発作業を
開始しました。3月には生産ライセンスを取得し、その後、
5月に陸上ガス液化プ
ラント（ダーウィン）の
起工式を行いました。
12月には総額200億
米ドルのプロジェクト
ファイナンス契約の
調印を行いました。

2012年 2013年

最終投資決定（FID）のセレモニー（2012年1月） FPSOの起工式（2013年6月）
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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。天然ガスを冷
却・液化（LNG化）することで体積が600
分の1となり、輸送効率が向上します。
　陸上ガス液化プラントでは、LNG年間
840万トン、LPG年間160万トン、コンデン
セート日量約1.5万バレル（ピーク時）を出
荷します。

フローライン

天然ガス（昇圧してCPFへ戻す）

陸上施設
ガス液化プロセスや貯蔵施設、製品出荷施設で
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・ポイントに建設中です。

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直径
42インチのガスパイプライン。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。生産物

　

天然ガス天然ガス

生産物

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）

開発投資額 340億米ドル

権益比率 当社 66.070％（オペレーター）*　TOTAL 30％　東京ガス 1.575％
大阪ガス 1.200％　中部電力 0.735％　東邦ガス 0.420％

スケジュール 2012年1月に最終投資決定（FID）
2016年末までに生産開始予定

北北部部準準州州
チモール海

ダーーウィン市街
（（当当社社ダダーウウィン事務所）

ミドルアーム半島

ウウィィッッカカムム・ポイント
（Darwin LLNNG）

ブブライディン・・ポインント
（（陸上施施設設のの建設地）

イクシス
WA-50-L / WA-51-L / WA-285-P ダーウィン市

100km 200km

約889km

ダーウィン湾

イクシスガス・コンンデデンンセセート田の位置
•西豪州北西大陸陸棚棚沖合ブラウズ堆積盆
•西豪州の沖沖合合約約200km

鉱区面積
• WA-550-L/5511-L鉱区：1,079km2

• WWAA-22885-P鉱区：995km2

水深深
•鉱区区のの水深：170～340m
•沖合生産施設付近の水深：250m程度

*内2.625％については、CPCに譲渡手続き中
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建設作業員宿舎の全室完成
ダーウィン湾内の浚

しゅんせつ

渫作業完了
陸上ガス液化プラント用
モジュールの搬入開始

作業進捗率50%達成（6月）

その他 
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陸上施設
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2014年の作業状況（※2014年7月末時点）

2014年は重要な作業を順次進めることでプロジェクトが
一層目に見える形となっていきます。

2月には沖合生産・貯油出荷施設（FPSO）船体の本格
的な組み立て作業を開始、その後、4月には沖合生産・処
理施設（CPF）の船体の本格的な組み立てを開始しまし
た。6月には、2012年1月の最終投資決定（FID）から約2

年6ヵ月弱で作業進捗率50％を達成しました。その後、6
月末にガス輸送パイプラインの敷設作業を開始。7月に
は陸上ガス液化プラント用モジュールの搬入を開始、また、
FPSO船体を進水するなど、開発作業が進捗しています。



8

9 10

11

12 13 14

沖合生産施設

FPSO船体の本格的な組み立て作業開始
CPF船体の本格的な組み立て作業開始
生産井の掘削を今後開始

パイプライン鋼管のコーティング終了
ガス輸送パイプラインの敷設作業を開始

ガス輸送パイプライン
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 1： ダーウィンで建設工事が進む陸上ガス液化プラントの上空からの写真。
 2： 最新鋭のパイプライン敷設船「カストローネ」。海底に直径42インチのガス輸送パイプ
ラインを敷設する。

 3： 生産井の掘削リグ「ENSCO 5006」。生産井は2014年中に掘削を開始する予定。
 4： 陸上ガス液化プラントで建設中のLNGタンク。
 5： FPSO船体の組み立て工事の様子。
 6： ダーウィン近海で敷設中のガス輸送パイプライン。
 7： FPSO船体の進水の様子。
 8： 陸上ガス液化プラントにて組み立て工事中のプラント用モジュール。
 9： 陸上ガス液化プラントにて完成したプラント用モジュール揚陸施設。
 10： 陸上ガス液化プラントにて建設中の製品出荷桟橋。
 11： 陸上ガス液化プラントの工事用に、最大で3,500名の建設作業員を収容できる作業
員宿舎。

 12： 英国で建造中の海底生産システム。
 13： 建造工事が進むCPF。イクシスのCPFは大きさが約150m×約110m、総排水量は

14万トンで世界最大規模。
 14：CPFの「ハル」と呼ばれる船体部分。



2016年末までの生産開始に向けて
本格化する調達・建造・開発作業

建設が進む陸上ガス液化プラント 陸上ガス液化プラントの完成図 （イメージ）
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2015年～2016年末

イクシスプロジェクトの
特徴・強み

沖合、陸上それぞれで施設の建造・敷設作
業を進めます。その後、陸上施設のモジュー
ルを設置、沖合施設のつなぎ込みを行い、試
運転を経て生産を開始します。生産開始後、
LNG、LPG、コンデンセートといった生産物
を輸送・販売します。

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。万トンのLPGがあります。す。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・TOTAL社とともに開発作業を
進めています。

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。

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。

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。み

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
もりの精度を高めています。

分
積
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。

生産開始までの主な作業の流れ

陸上施設の建造・基盤整備
（プラントモジュール建造、
 プラントサイトでの基盤整備・
 施設の建設等）

モジュール等を設置し
プラント本体を建設

沖合施設の建造・敷設
（CPF・FPSOの建造、
  ガス輸送パイプラインの敷設等）

沖合施設のつなぎ込み等　

生
産
物
の
輸
送
・販
売

生
産
開
始

試
運
転

生産井の掘削



直江津LNG基地向けのLNG船として、現
在、タンク容量約155,300立方メートルの
「さやえんどう」型大型船を造船作業中。

LNG生産量の7割相当が日本向け

A 

B 

C 

D 

E 

東京電力 105万トン

東京ガス 105万トン

関西電力 80万トン

大阪ガス 80万トン

中部電力 49万トン

F 

G 

H 

I  

J

九州電力 30万トン

東邦ガス 28万トン

当社 90万トン

TOTAL（仏） 90万トン

CPC（台湾） 175万トン

A

B

C

D
EFG

H

I

J

日本向け
（全体の7割相当）

LNGの販売先
（840万トン／年）

輸送距離：約7,000km
輸送日数：片道約10日
（参考：米メキシコ湾からは 約30日間）

ダーウィン基地

直江津
LNG基地

イクシスで生産されるLNG（当社引き取り分）を
豪州から日本の直江津LNG基地へ運ぶ

豪州から日本（直江津LNG基地）への航路（イメージ）
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現在、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約1,800名、
うち石油メジャー・TOTAL社から約
40名が出向しています（2014年6月末
時点）。今後、プロジェクト全体で最大
2,000名程度の規模まで増加する見
通しです。

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
ス事務所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。

取締役常務執行役員 イクシス事業本部長

伊藤 成也

Q Q

A A

Q&A

リスクへの対応・着実な
プロジェクトの遂行

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。

周辺の探鉱ポテンシャル
イクシス周辺の11の探鉱鉱区は、イクシスLNG
プロジェクトの将来価値の拡大につながります。 

Ichthys



イクシスLNGプロジェクトから生産される当社引き取
り分のLNGは、当社の直江津LNG基地で受け入れま
す。直江津LNG基地は2009年7月に建設工事に着手
し、2013年12月に操業を開始しました。現在、操業開始
以来半年あまりが経過していますが、大きなトラブルも
なく安全に操業を行っています。イクシスLNGプロジェ
クトからのLNGを受け入れるまでは、中部電力（株）から
LNGタンカー計17隻分、合計約100万トンのLNGを購
入し、国内へ天然ガスを供給します。

直江津LNG基地と国内天然ガス
パイプラインネットワーク

直江津LNG基地の設備概要
アンローディングアーム（桟橋） LNGタンク2基

ORV（オープンラック式気化器）RGB（リターンガスブロア）

LNG船からLNGを基地に受け入れる荷役設備。

圧力バランスを調整するために、LNGタンカー
へ気化ガス（BOG：ボイルオフガス）を戻す設備。

液体であるLNGを温め、天然ガスに戻す設備。
加温媒体には海水を使用します。

BOG圧縮機
LNGタンク内で発生する気化ガ
ス（BOG）を加圧して原料の一
部にする設備。

LNGを貯蔵する直径約80m、高さ約50mの巨大タンク。

直江津LNG基地へ
直江津LNG基地の全景
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当社は1960年代から天然ガス輸送のため
のパイプライン網の整備に取り組み、現在
は関東甲信越地域1都7県を結ぶ総延長約
1,400kmの天然ガス輸送パイプラインを保
有しています。
今後も堅調な伸びが予想される国内の天
然ガス需要に対応するため、
1直江津LNG基地等から受け入れる天然ガス
2主に新潟県の天然ガス

ガスサプライチェーンの構築

所在地　 新潟県上越市八千浦12

敷地面積　 約25ha

ガス製造能力 750万m³/日
（LNG 240トン/時）

LNGタンク 18万kl×2基
（将来1基増設可能）

LNG受入能力 年間約150万トン

LPGタンク

中央操作室BOG圧縮機

天然ガスの熱量を調整するために使用されるLPGを貯蔵するタンク。

基地内すべての機器の運転監視・操作を行います。

3天然ガス輸送パイプライン
を有機的に結びつける「ガスサプライチェー
ン」の構築を進めています。
天然ガスを上流から下流（開発・生産・液
化・輸送・気化・供給）まで、海外自社ガス田
を含めて一貫して手がける企業は当社が国
内初となります。ガスサプライチェーンの構
築を足場として、天然ガス事業のさらなる拡
大化、広域化に取り組んでいきます。

ガスサプライチェーン（イメージ図）

直江津LNG基地

国産天然ガス
南長岡ガス田他

国産天然ガス・
LNG（気化ガス）

海外のLNG
（イクシス等）

天然ガスパイプライン

4
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将来の成長に向けて
イクシスLNGプロジェクトの生産開始、および、日本国内へ
天然ガスを供給するガスサプライチェーンの構築。これらの
実現により、当社の中長期ビジョンにおける2020年代前半
のターゲット「ネット生産量日量100万バレル」、「国内ガス年
間供給量25億m3」の達成に弾みがつきます。
大規模プロジェクトの立ち上げなどにより、当社は国際競
争力を有する上流専業企業のトップクラス入りを果たし、さ
らに、国内のガスインフラを活かした天然ガスサプライチェー
ンの構築を進め、安定したエネルギー供給を行う総合エネル
ギー企業に展開・進化していきます。

ネット生産量 日量100万バレル達成へ

国内ガス年間供給量
25億m3へ

今後の
新規

プロジェクト

2020年代前半

既存
プロジェクト
日量70万
バレル程度

2010/3

40.5

2009/3

40.5

2011/3

42.3

2012/3

42.6

2013/3

40.8

2014/3

40.9

2015/3 2016/3

41.1 42.1

2017/3

47.2

ネット生産量（単位：万バレル（原油換算）／日）

国内ガス年間供給量（単位：億m3）

16.3 16.5
17.2 17.6 17.5 18.0

ネット生産量、国内ガス供給量の推移と長期見通し

イクシスLNGプロジェクトなどの
着実な立ち上げ

直江津LNG基地や国内天然ガスパイプライン網を通じじた

天然ガスのサプライチェーン構築
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石油メジャーに次ぐ

上流専業企業の
トップクラスへ




