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　世界のエネルギー需要は増加する傾向にあり，その中でも LNGは燃焼時のCO2 排出量が石油や石炭
に比較し少ないために益々注目を浴びている．当社は 1970 年代に LNG船の開発を始め，1983 年に初
の LNG船を引渡して以来，低BOR （Boil off rate），高度自動化システム，再液化装置，寒冷地対策な
どの技術を開発し，実船に適用してきている．現在でも信頼性・経済性の高いLNG船を建造し続けており，
球形タンク方式・メンブレン方式の２つのタンク方式で最新の LNG船を建造中である．これらの実績を
踏まえながら大型船，寒冷地対策船，高効率スチームタービン船などの次世代技術の開発を行っている．

1．は　じ　め　に

　当社は 1970年代に LNG船の開発に着手し，1983
年に最初の球形タンク方式船“播州丸”を引渡して以
来 42隻（建造中 11隻を含む）の LNG船を建造して
きている．これらの船の建造は多様な技術開発を経て
行ってきたもので，安全性，信頼性の高い LNG船技
術を確立してきた．これらの技術開発を振り返りなが
ら，今後の商談の動きを考慮して将来の技術開発につ
いて述べる．

2．当社の LNG船建造実績

　当社で建造してきた LNG船についてその概略を振
り返ってみる．

　LNGの主成分であるメタンは臨界温度が－ 82℃で
あり，常温で加圧して液化することができない．一般
には大気圧で－ 162℃で液化して輸送される．このよ
うな低温の貨物を運ぶために LNG船ではタンクの設
計温度が非常に低いことが最大の特徴となる．この条
件を満たすためにアルミ合金の球形タンク方式を採用
し，当社最初の LNG船“播州丸”（図１）が 1983年
に引渡された．
　1989年には第２世代の LNG船と呼ばれる NWS

（North West Shelf，西豪州）プロジェクト船（図
２）を引渡している．この船には４タンク船の実現，
低 BOR（Boil Off Rate，タンクから発生する蒸発ガ
ス量率），FORCING VAPORIZER，機関部・貨物
部機器の集中監視制御システムの採用等，それまで

図１　播州丸 図２　North West Sandering



3
三菱重工技報 VOL.44 NO.3 : 2007

の LNG船と一線を隔する仕様となっており，以降の
LNG船の標準的な仕様となっている．
　2000年には "LNG JAMAL"（図３）に世界で初め
て LNG船に BOG（Boil Off Gas）の再液化装置を搭
載した（大阪ガス（株），日本郵船（株）と千代田化工建
設（株）との共同開発）．

労荷重に耐える船殻構造が要求される．当社は構造
強度解析・疲労解析等の高度解析技術の開発を行い，
当社独自の波浪中疲労解析手法 DISAM（DIScrete 

Analysis Method）を実用化している．この解析技術
を使って疲労設計が行われている．

3．次世代 LNG船

　これまでの当社の LNG船建造の歴史を見てきた
が，当社は客先ニーズに呼応しながら常に世界に先
駆けて最新技術を適用した LNG船を建造してきてい
る．現在の商談を見るとトピックとして目に付くとこ
ろは，船型の大型化，SNOHVIT船，SAKHALIN船
を超えた更に厳しい寒冷地対策，主機プラントの省
エネルギー化，である．寒冷地対策，主機プラント

図３　LNG Jamal

　当社はそれまで球形タンク方式の LNG船を開発，
建造してきたが，2002年８月には 137 000m3型ガ
ストランスポート方式 LNG船“PUTERI INTAN 

SATU"（タイトル写真）を引渡し，球形タンク・メ
ンブレン両方式の LNG船を設計・建造した世界初の
造船所となった．メンブレン方式は船体内部に防熱構
造を持ち，その内側をメンブレン（金属製の薄膜）で
覆ったもので，球形タンク方式などの独立タンク方式
と比べると低温用金属材料を削減することができる
（図４）．一方で防熱材にも貨物の荷重が働くため，複
雑で多様な防熱構造部材を必要とする．これらを効率
良く建造するために，自動溶接機の開発を行い，溶接
の信頼性を高めると共に，約 70万点の防熱・メンブ
レン構造の部材を管理する工程・品質管理システム
“LOGIQ"を開発して実用化した．
　2006年には SNOHVITプロジェクト船を２隻引
渡し，現在 SAKHALINプロジェクト船２隻も建造
中である．これらの船は寒冷地を通るため，凍結防
止・解氷のために外気温（SNOHVIT船：－ 18 ℃，
SAKHALIN船：－ 25 ℃）に対する寒冷地仕様が施
されている（図５）．SAKHALINプロジェクト船は
積出基地のプリゴドノイエ港に冬季には氷があるた
めに氷に対する考慮もなされ，Finnish-Swedishア
イスクラス規則１B等級が適用されている．また，
SNOHVIT，SAKHALINプロジェクト船には長寿命
船体疲労設計が適用されており，長期間の繰り返し疲

図４　メンブレン船貨物タンク

図５　SNOHVIT 船居住区外観
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の省エネルギー化の例としての UST（Ultra Steam 

Turbine）については本号掲載の別記事にて詳しく述
べるが，大型化，寒冷地対策，USTの各項目につい
て概略を以下に紹介する．
　3．1　大　型　化
　現在日本国内向けに LNGを輸送する船としては
150 000m3クラスが最大船型となっている．当社は客
先の意見を聞きながら国内主要ターミナルと整合性の
取れる日本国内向けにより大きな船型を開発してい
る．客先からは国内ターミナルとの整合性を取る上で
喫水，全長と深さが制約を受けている．喫水と全長が
制限を受けるため，最大タンク容積を取るためには船
型の肥大化が必要となる．一方船速も 19.5 ktが要求
され，この船速を確保するためには船型を瘠せさせる
必要がある．この相反する要求を満足させるため最適
点としてタンク容積を 177 000m3と設定し，以下の
主要目の船型としている（表１）．

る．200 000m3の４タンク船に FSTを適用すること
で 230 000m3のタンク容積とすることができる．一
方で曲率を変更することにより球形タンクよりもタン
ク重量が増加するので，今後の船型開発が必要となる．
　メンブレン船の大型化には特に課題はないが，
Cargo Containment物量増加に伴い生産性の向上が
求められる．
　3．2　寒冷地対策
　船級協会の規則には耐氷構造が規定されており，こ
れでは船体構造，主機出力，曳航装置，舵，操舵装置，
プロペラ，軸形についての要求が記載されている．耐
氷構造というように海面に氷がある状態で船を安全に
航行できるようにする最低限の仕様を押さえた規則で
ある．その他の一般艤装品については規則による要求
は殆どない．ノルウェー船級協会の寒冷地向け船の
ノーテーションとして DEICEがあるが，このガイダ
ンスは主にバルト海を航海する小型船を対象にしたも
ので，大型の LNG船にそのまま適用することは難し
い．各船級協会は大型船に適用できる寒冷地対策に関
する規則を北極南極航行船規則を参考にしながら検討
中であるが，既に就航している既存船との比較からす
れば仕様要求が過剰気味であり真に合理的な仕様とは
言えない部分もあるので，客先と造船所が協議をして
妥当かつ運航経済性の高い LNG船が設計できるよう
に関係先に働きかけをしているところである．
　寒冷地対策は客先の運航形態，対象となる寒冷地の
温度や海象などの環境，乗組員の熟練度により様々な
ものが考えられる．当社は既に寒冷地向け LNG船と
して限定的な対策を行った SNOHVIT船，耐氷構造
を持ち氷海域を航行する SAKHALIN船を設計，建
造している．これらの設計・建造経験を基にして今後
更に厳しい寒冷地環境 LNG船に備えて研究・開発を
進めている．

表１　177 000 m3 型主要目表

Loa （全長） 

Lpp（垂線間長） 

B（幅） 

D（深さ） 

d（喫水） 

Vs（航海速力） 

MCR（最大連続出力） 

FOC（燃費率） 

Cargo Capacity（貨物タンク容積） 

Number of Cargo Tanks（貨物タンク数） 

（m） 

（m） 

（m） 

（m） 

（m） 

（kt） 

（kW） 

（t/day） 

（m3） 

 

300.0 

287.0 

51.9 

28.0 

11.5 

19.5 

29 900 

157.3 

177 000 
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図６　Flex Spherical Tank

　深さは陸側のギャングウェイとの整合，船体重量の
軽減化を考慮して 28mとしている．
　世界的には更に船型を大型化する動きがあり，韓
国 で は Q-flex，Q-max と 言 っ た 200 000m3 を 超
えるメンブレン船の建造が行われている．しかし，
180 000m3を超えるメンブレン船の場合貨液の動揺に
よるスロッシング荷重増加の問題からタンク数を５タ
ンクとせざるを得ず，一方タンク強度に信頼性の高い
球形タンク方式の場合，４タンク船の大型化が可能で
ある．当社でも４タンクの 200 000m3球形タンク方
式船の建造が可能である．また更にタンク容積を増や
す方法として FST（Flex Spherical Tank）方式（図
６）についても検討している．これは球形タンク方
式の特長をいかしながら北半球，南半球の曲率を変
え，球形タンクと同一直径でより多くのタンク容積を
確保するものである．既に日本海事協会，ロイド船級
協会から AIP（Approve in Principle）を取得してい
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　3．4　UST（Ultra Steam Turbine）
　近年原油価格の高騰から推進プラントの省エネル
ギー化が急激に加速し，LNG船の世界でも従来の
スチームタービンに変わり，ガス焚きができる中速
ディーゼル機関を使った電気推進船（DFE船），２サ
イクル低速ディーゼル主機船（DRL船）が台頭して
きている．これらのプラント効率の高い推進機関に対
抗して当社は信頼性の高い従来のスチームタービンの
効率を大幅に改善した USTプラントを開発した．こ
れは従来６MPa× 515℃であった蒸気条件を 10MPa

× 560℃と高圧，高温化し再熱器（リヒータ）を用い
て再加熱した蒸気を新たに設けた中圧タービンに導き
効率を改善するものである．この際高圧，高温化に対
しては当社における陸用プラントでの技術を最大限に
利用して開発を進めた．タービンは陸用再熱タービン
設計技術の応用に加え舶用の発停頻度が多い特殊性を
加味した車室構造の最適化を図っている．また再熱ボ
イラは，排ガス出口側に再熱炉を設けたリスクが少な
くコンパクトな設計としている．炉内ガス流動解析シ
ミュレーションやコールドモデル試験，船の運転モー
ド別プラントシミュレーション等を実施しプラント全
体の信頼性を上げている．
　いずれも当社技術本部，機械部門，船舶部門が協業
し全社を挙げての体制のもと所期の成果を得られたも
のである．
　このプラントは従来船の機関室の中に充分に配置で
きるものであり，操作性，保守性にも優れたシンプル
なプラントとなっている（図７）．
　USTは従来のスチームタービンに比べて約 15 ％
の燃費低減が可能であり，メンテナンスも考慮の上
DFE船，DRL船に充分対抗できるものとなる．
　3．5　そ　の　他
　今後の商談で考えられる大型化，寒冷地対策，UST

と個別の技術について述べてきたが，これらとは別に
現在モジュラー設計という考えで船の仕様を見直して
いる．それぞれの商談において必要不可欠な個別の技
術を適用して客先の満足を得ることは最も重要なこと
であるが，個別の技術を適用するとしても船全体の設
計を根本から覆すことにはならない．多くの客先に受
入れられる基本配置を設定し，変更できる部分，変更
できない部分に分け，変更のできる部分についてはい
くつかのオプションを持つ，こうすることにより個々
の客先に満足してもらえる仕様に設定することがで
き，しかも共通部分の設計を省略することができる．
共通部分が多ければ建造船，引渡船からのフィード
バックが適用されやすく，後続船は更に完成度の高い

ものとなり，客先の満足につながる．個別の技術開発
と並び，今後の LNG船の開発において必要なことで
ある．

4．ま　　と　　め

　当社は安全性，信頼性，高経済性を重点課題とし
て低 BOR，強制蒸発装置，自動化システム，BOG再
液化装置，寒冷地対策等の各種技術を開発して多く
の LNG船を建造してきた．今後は更に運航経済性を
高めた大型船，省エネルギー船，寒冷地対策船が求め
られる．これまでに培ってきた安全性，信頼性，高経
済性に立脚し，これらの客先ニーズに沿った高技術
LNG船を開発していくことが必要である．
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図７　Ultra Steam Turbine
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