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海洋工学連絡会の概要

海洋の自然を解き明かし、その本質をそこなわないように利用、開発してゆく開発

工学が対象とする範ちゅうは極めて広範なものであります。

従来、既存の工学諸分野がそれぞれの伝統分野内の海洋工学について学問や技術の

進歩を進め、多大の成果を上げてまいりました。

しかし、今後、海洋の利用、開発をさらに実質化し拡大していくには、より深く未

知なる環境に踏み込み、より高く、新しい目標に挑戦していくことが必要であり、こ

のためには広範な既存工学分野の有機的な協力、既存工学分野間にある境界領域の発

展、関係の深いハイテクを取り込むことによる海洋工学の高度化が是非とも必要とな

ります。

そこで、海洋工学と関係の深い７つの学協会が協力して、上記の目的に沿った活動

をするために、「海洋工学連絡会」を昭和63年１月26日に設綴いたしました。

本会の当面の活動は、共同調査、情報交換を行い、年２回の集会を開催することで

あり、現在までに「今後の海洋開発に対する期待と各工学分野の役割｣、「海洋開発に

おける境界領域（その１）」、「海洋開発における境界領域（その２）｣等のテーマで、

14回の海洋工学パネルを開催してまいりました。

今後、さらに海洋工学に関係の深い学協会に参加を呼びかけ、充実した構成にした

いと考えています。皆様方の積極的なご支援をお願いします。

㈱石油技術協会、㈱土木学会、㈱'三|本建築学会、（|(1)資源・素材学会、

鮒日本水産工学会、（M)日本造船学会
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第15回海洋工学パネルプログラム
パネルテーマ：海の資源（その２）

１．人類生存の基盤海洋牧場

藤谷超氏社団法人マリノフォーヲム２１海洋牧場開発研究会座長

世界人口は急速に増大しつつあり､２１世紀の半ばには現在の58億人がほぼ２倍の100億

人を超えると云われている。このため、世界の食糧、とくに蛋白質の不足が懸念され、

陸上生産には多くを望めないところから、海域での生産に期待がかけられている。これ

までに日本は、増養殖、栽培漁業等の発展により有用沿岸資源の培養を図ってきたが、

今後はこれらの技術を科学的、合理的に活用した海洋牧場の開発が期待されている。

２．水産養殖の世界の動向一養殖は世界を救う

守村慎次氏国際養殖産業会代表幹事

‘低廉価の餌を使い、特定の高級魚をつくる産業とされていた水産養殖は、最近、先進

技術を持つ国々で、その生産性が著しく向上し、増え続ける人類の食糎問題を解決する

主要な手段とさえ言われるほどの地位を得た。この成果は～餌や微生物を含む水質環境

など、魚の健全な成育の基本を深く追求した欧米の科学者達の研究の賜物であり、用水

循環式陸上養殖という新しい水産の概念を導くものになった。今、私たちはこの概念に

よって、自然に優しい、有用水産物の飛躍的に効率的な生産手段を得たことになる。

討論．

３．自然エネルギー、海洋エネルギーの現状

近藤敏氏新エネルギー・産業技術総合開発機構太陽技術開発室

総括主任研究員

自然エネルギーのうち代表的なものは、太陽エネルギー、海洋エネルギー、風力エネ

ルギー、地熱エネルギーがあげられる。これらのエネルギーは、それぞれ、エネルギー

密度、賦存地域、供給の安定性等で極々の特徴を有している。本稿では、我が国の海洋

エネルギーの開発利用研究の概要について紹介するとともに、現時点では、最も実用化

可能性が高いと思われる波力発電の開発状況に複数の開発例、開発計画を概観する。
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４．南シナ海における石油開発一ＪＨＮ陸豊プロジェクト

小林功氏石油資源開発株式会社作井部次長

1985年６月、前年暮れに開始された「第二次国際入札」の結果、石油資源開発㈱、華

南石油開発㈱、日本鉱業㈱（現・ジャパンエナジー）の３社は、珠口沖16／06鉱区に関

する石油契約に調印し、共同作業会社「JHNOilOperatingColllpany(JHNC)｣を設立し、

探鉱作業により出油をみた。各種技術的検討の結果、次の基本方針が策定された。

（１）生産から貯油、出荷までを一貫して行うことができ、経済的にも優れているとい

われる浮遊式生産・貯油。出荷施設（FPSOU)を中心とした生産設備を採用する。

（２）プラットホーム上の生産設備は､FPSOUへ生産流体を送るために必要な最小限の設

備に限定する。

（３）プラットホーム上の主要設備は、掘削設備とアコモデーション設備とする。

（４）以上からトータルシステムは、掘削プラットホーム、海底パイプラインムアリン

グシステムおよびFPSOUの４主要設備を設置する。

以上の考え方に則り、基本設計の実施。入札を行った結果、当初予算を大幅に上回るこ

とになり、対策として、シェル石油が建造したプラットホームが売りに出されているの

を利用することにした。

上記プロジェクトの立地条件、その推移について紹介した後、

（１）プラットホーム「Julius」購入の経緯

（２）設計条件の比較と補強・改造工事

（３）据付工事の概要

を説明する。

５．トランス・アジア天然ガスパイプライン構想の展望

平田賢氏芝浦エ業大学システムエ学部教授

天然ガスは化石燃料の中で最もクリーンな燃料である。この高級燃料をコージェネ

レーションのようなシステムエネルギー技術によって高効率に使っていくことが、地球

環境制約のもとでの唯一の解となろう。そのためには、シベリアに眠る豊富な天然ガス

を開発しアジアの隅々まで、特に中国、韓国、日本などに供給するパイプラインを建設

することが喫緊の課題である。中国東岸から韓国までは8001m'を超える長距離海底パイ

プラインとなろう。本識では、北東アジアパイプライン建設に向けての展望を述べる。

討論２
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開会の挨拶

海洋工学連絡会運営委員会委員長岡野靖彦

恒例によりまして、海洋工学連絡会の概要をご説明させていただきます。

今からちょうど丸９年前になるのですが、海洋工学関連の学協会、当時は７つだった

のですが、土木、建築、造船、資源、水産工学会、石油技術協会、当時は鉄鋼協会も入

っていただいていたのですが、その７つの学協会がゆるい横の連絡をとって、シンポジ

ウム等、あるいは国際会議の協力、主催とまではいかないまでも共催をやるということ

で発足しました。

今年ちょうど日本で２回目のＯＭＡＥが開かれますので紹介があるかと思います。あ

るいは受付でパンフレットをお取りになった方もあるかと存じますけれども、ＯＭＡＥ

が初めて東京で開かれたときに、海洋工学関係の組織、外に対して窓口になる組織がな

いのではないかということが主な動機になりまして、この会が発足した次第です。

過去、報告会と称する３回を含めて、今日で181コ目なのですが、だいたい年２回の

ペースでシンポジウムを開いてまいりました。そういうわけで今年は、正確には来月の

２月から10年目に入るわけです。それから世界的には、来年リスボンで万博の「海洋一

未来への遺産」というものが開かれる予定ですが、聞くところによりますと来年は国連

で「海の年」と定めて、お祝いをする年だそうです。海洋開発関係の気運というのは、

また彌がうえにも盛り上がってくるということだと思いますので、この海洋工学連絡会

の意義もますます深まると存じます。今後とも、ひとつ海洋工学連絡会をよろしくお願

いしたいと存じます。

本日は、前回７月に、このパネルの１つのシリーズである「海洋。資源。空間利用」

という３つをキーワードにして、一連のシンポジウムを３，４回やりましょうというこ

とでスタートした２番目の話題の海洋の資源を取り上げましたが、そのパート２という

ことです。資源というと非常に範囲が広いものですから、７月の１回だけでは足りない

ということで、今回その２ということで水産資源、石油資源、それから太陽エネルギー

資源、エネルギーですね。そういうことについて、お'忙しい中を５人の先生にお願いし

て、今日に至ったわけです。会場の皆様からも活発なご意見やご質問をいただいて、進

めていきたいと存じます。よろしくお願いいたします。
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人類生存の基盤海洋牧場

藤谷超

(社）マリノフォーラム２１

海洋牧場開発研究会座長

背景

世界の人ロはこのところ増加の一途を辿り、毎年ほぼ１億人の割合で増え続けている。

ＦＡＯ（国連食糧農業機関）等の推定によると２１世紀の半ば、すなわち西暦２０５０年

には、現在の約５８億人がほぼ２倍となり１００億人を越えると云われている。このた

めに、現状の１人当たりの食糧消費量がそのまま保持されたとしても、必要とする食糧は

２倍となる。

世界の人ロの地鼠的分布を見るとアジアが最も多く、次いでアフリカ、ヨーロッパ、北

米の順になっている。

一方、アジアでは中国ならびにインドが群を抜いており、この両国で３０億人を越え、

世界人ロのほぼ半数を占めている。

日本は飽食時代と云われており、実感として身近に麺ずることは難しいが、世界人ロの

約２／３の人々は現在でも#t糧不足に苦しんでいる。これらの貧しい人々の日常生活をよ

り豊かに、世界の平均的な食生活水準に引き上げ、前述の人ロ増加を考慮すると、少なく

とも現在の坐要避の数倍の食糧が墜要となる。

地球の食糧生産能力は、三大栄穐素（蛋白質、炭水化物、脂肪）のうち、蛋白質の薩保

が最も重要な要紫となる。しかしながら、蛋白質の陸上での生産には限りがあり、すでに

一部では限度に近く、今後の蛋白源の確保は、海洋生産に期待されるところが極めて大き

い｡

炭水化物の生産、すなわち農業生産の可能性としては、アジア、アフリカ、南ゴヒアメリ

カ、オーストラリヤ等の大陸には、まだ未ﾗｆ'１用の広大な地域残されており、合理的な治山

治水、砂漠の肥沃化等による土地改良、育種技術の発展による乾燥地溺での作物生産技術

の開発等の先端技術をも駆使することにより、相等量の職物生産は可能であるといわれて

いる。

一方、蛋白の陸上生産では、現在日本で行なわ；ｉｔている様，br、配合飼料による畜産では、

１ｋｇの意肉を生産するために、牛では８k８，鶏についても２kgの飼料が磁嬰とされると云

われおり、５０年後の食料の絶対的な不足を考えると極めて不合理なものとなる。これか

らの畜産は、南北アメリカ、中国等で行なわれている、天然もしくは培鵜された牧草等を

利用した生産以外は考え難い。

これは、水産についても同様であり、現在行なわれている魚類の給餌審殖も，例えばハ

－４－



マチ穫殖では、１kgのハマチを生産するために、６～１０kgの餌魚が必要とされ、極めて

不合理であるので将来の存驍は検討を要する。換言すれば、人が利用しない、あるいは、

利用しにくい餌料が開発されないかぎり、存続は困難となる。したがって、将来の水産養

殖は投餌を必要としない貝類、藻類に頼ることになろう。

このような見地から、水産における合理的な蛋白生産は、天然の生産力を活用して魚介

藻類を生産する栽培漁業ならびに海洋牧場、とくに海洋牧場が大きな可能性を執めており、

ここに海洋牧場『技術開発の意義が有ると云える。

現在の世界の漁業生産量は約１億トンで有効な手段を取らなければ、将来大幅な増加は

期待できないといわ説ているが、海洋牧場こそ将来の食糧問題を解決する有効な方策の一

つと考える。

このような状況を藷まえて、１９９５年１２月、ＦＡＯの協力を受けて日本政府は「食

料安全保障のための漁業の持続的闘賦に関する国際会識」を京都で開催した。来る２１世

紀の爆発的な人ロ増加に対して、絶対的に不足する食i畷資源、とくに蛋白髄の供給に対し

て漁業がどれだけ、どのように貢WiRできるかを検討する会議であった。参加国は、閣僚レ

ベル２３ヶ国を含む９５ケ国と、１１の国際機関、９の国際ＮＧＯから５２２人が出席し

た、これまでに避界で行なわれた漁業関係国際会議のなかでは最大規撲のものとなった。

会議では、まず過界の水産物の需給予測などをテーマにした分科~会に始まり、続いて本

会議においては漁業がfに糧の安全保障に対して食糧の供給、雇用の増大、’1又入の確保等の

面で大きく貴WiRしていることを再確認、将来の供給不足に備えて各国が鴇力することがう

たわれた京都宣言を採択している。

その具体的な方法として、国際的な樹理の下に適切な資源管理鑑匿や沿岸、内水面、継

殖に振興、水産貿易の適切な振興等が盛り込まれている。

このような会議が關かれる背景には、積謹的な対虚策なしでは食;糧危機が憂慮されると

ころから、先進国、開発途上国を問わず、高い関’せを持っていることがあげられる。水産

に関する科学技術あるいは産業のレベルにおいて、世界のトップレベルにある我が国とし

ては、今後憂慮されるfに）協避危機を回遊するための国際貢TIiRLが期待されている。

我が国の水産の現状

我が国における動物性蛋白質の供給比率を見ると、全体量の４１％を魚介類に懐存して

おり、次いで肉類で３２％、牛乳・乳製品で１５％、鶏卵で１２％となっており、水産物

に旗存する割合が極めて高い。

一方、我が国の漁業生産は、１９８０年代後半の最盛期には１，３００万トンに達して

いたが、その後、年々潅少し１９９５年には８００万トンを下回るまでに漁少しだ。漁業

部門別生産量の推移を見ると、遠洋漁業、沖合漁業での激少が顕著であるに反し、沿岸漁

業は僅かながら増加し、内水面漁業の生産はほぼ横這いとなっている。

我が国の水産物の必要量は、現在少なくとも１，０００万トンで、不足分は輸入に頼っ

ており、１９９５年の請人量は４００万トンに達している。日本に対する主な輪出国は、

アメリカで日本の総論入量の１８％を供緒しており、次いで中国、台湾、韓国、タイ国の

順になっている。

輸入している魚種としては、いわゆる高j吸魚が多く、その筆頭はエビ類、次いでマグロ

類、サケマス類、カニ類、スリミの原料であるタラ類となっている。
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世界各-地壌における水産物の需要も、先進国、途上国を問わず増加傾向にあり、とくに

大洋州、北米で顕著である反面、中南米ならびにアフリカでは僅かながら議少の傾向にあ

る。しかし、笹界的に見て水産物の消費は増菰していると考えてよい。。

このような状況であるので、現在の輸出国においても近い将来、それぞれの国内におけ

る濡要の増加によりその輸出可能避は減少し、我が国での水産物の輸入は極めて困難とな

る事が予想される。したがって、現在輸入している不足分約４００万トンは日本の沿岸２

００浬＊jj#i内で罐係する必要がある。

幸い、我が国は世界で７番目に大きい、極めて生産性の高い２００浬:'1<j鏡を持っている。

２００浬jfiF嵐の面栽は、最大がアメリカで、次いでオーストラリア、インドネシア、ニュ

ージーランド、カナダ、ロシヤについで日本となっている。しかし、多くの国では極地の

海が多かったりで盤ずしも全面的に活用できる状況にはない。

一方、我が国の海域は、寒帯から熱帯に至る広範か状況に恵まれ、その殆どが温帯に属

した極めて恵まれた状況にあるので、その活用が望まれる。

甦嬰量確保の方策としては、逢切な漁業管理による持続的漁業の確立が第一にあげられ

る。基本ぞ食l擢となる多獲性魚類については、天然資源に頼らざるを得ないので、適正な漁

業管理により持続的漁業の蕊立に努め、資源の増大を図り戦がら資源を活用する。

また、有麗沿岸水産資源の人エ培養、すなわち、「獲る漁業から造る漁業へ」の中核と

なる沿岸有馬資源の培餐については栽培漁業、海洋牧場等により資源の培養を図ろ。これ

までに水産糟議殖あるいは栽培漁蕊の中で開発された技術には、海洋牧場開発のための要

獺技術として評価し得るものは多く、また、環境改蕊を目的とした水産工学的な技術開発

も目覚ましいものがある。これからの海洋牧場では、これまでに開発された個々の技術を

組み合わせた、より大きな規模の複合型海洋牧場が実施されている。これまでに開発され

たこれらの技術を、今後はより合理的に活用する率が望まれる。

一方、海洋の生物涜蕊には、未汚食騒として活用されていない生物も多い。近年におけ

る、利用加エ技術の発展は目覚ましいものがあるので、これらの技術を活用して、未利用

資源の利用を図ることが肝要である。その外、漁護物の粒かには、食糧として必ずしも十

分に利用されていない物もあるので、これらの活用も考慮する必要がある。

海洋における今浬的、効率的な生物生産を期待するためには、正常な生態系を維持する

ことが猶要条件であり、海洋３漿境の保全が重要な要素となる。そのた劫には、生懲学的の

みでなく個体の生理学的見錨からの環j3Ih管理が重要であるので、きめの細かい配慮が姓要

とされる。

国連海洋法による新たなる時代

１９９６年、日本は国連海洋法を批准する。これによって、我が国は沿岸２００浬の水

産資源について、締繊的にjj鰯i:を行なうための資源管理の灘務を負うこととなる。

この資源管理に際しての基本理念としては、各沿岸国の２００浬水ｺﾞｨﾀiに排hh的管轄権を

認めるとともに、漁穫許容量(TotalAllowabIeCatch:TAC)の設定と生鞠資露の保存・管

理措置を義務追付け、我が国も直接的な漁獲量管理によって、資源管理の方向に進むこと

になる。

このような措置により、２１世紀の日本の漁業は大きな変革を迎えることに癒る。この

ためには、現在行なわれている非合理的な漁業への制約、漁獲への規制等が行なわれるこ
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とも考えられるが、漁業が我が国の食糎産業として重要な役割を果す意朱からも、このよ

うな変革は極めて有意義なことと云える。

これらの方策を駆使することにより、我が国沿岸の資源の培鍵を図り、魚価の安定等の

流通面での問題点をも考慮した漁業管理を行い、将来における食糧について禍根を残さぬ

様、今から配慮する』遥要がある。

このような見地から零魔すると、例えば、資蕊の適正管理においては従来から非合理性

漁法として批判のある、沿岸蝋における底曳さ漁業は今後は顛次廃止の方向を辿るものと

思われる。また、将来の食譲増産の見地から、現在行なわれている魚議等の給餌養殖は極

めて不合理であるので、これも将来は再検討の対象となろう。

したがって、２１笹紀の漁業は、これまでに開発された、また、今後開発さ;ｌしるあらゆ

る技術を駆使して、天然生産力を活用することにより可能なかざり沿岸有用水産資源を培

籍し、持続的漁業の遂行に有効な漁法による、管理型漁業へと世界の漁業情勢は大きく変

革して行くものと予想され、我が国においてもこの世界の趨勢に沿った方策が実施される

ものと息わ評しろ。

海洋牧場の基本的考え方

我が国沿岸の２００海里海窺の開発を促進するために、水産庁はこれまでに沿岸漁場整

備事業ならびに栽培漁業事業を初めどする糠々な事業によって魚蕊の設置、有用魚類の放

流等多くの有益な施策を実施し、そ紅ぞれについて大きな成果が上げられている。

しかしながら、これらの諸施策は現在のところ個々の独立した施策として実施されてい

るために、将来へ向けてのより合理的な成果を期待-71-ると、必ずしも全てが理想的な姿に

推移するとは尋えにくい。

これからは、これまでに得られた個々の成果を要策技術として考え、科学的な基蕊に基

づいた合理的な組み合わせと管理によって、より効果的な成果を上げてゆく努力が必要と

される。このような意味において、現在最も高い関,辻と期待を集酌ている鵜想の一つとし

て海洋牧場の建設がある。

これまでに水産増養殖あるいは栽培漁業の中で開発された技術には、海洋牧場の要素技

術として評iUiし得るものは多く、:蝿jmi改変を目的とした水産エ学的な技術開発も目覚まし

い。これからの海洋牧場はこれまでに開発ざ趣た個々の技術を組み合わせた、より大きな

規模の複合型海洋牧場を目指す必要があり、これまでに開発されたこれらの技術は今後の

海洋牧場にとっての主要な要溌技術として活用しなければならない。

現在の科学水準から考えて、今後における海洋牧蝋の発展にとって障害となる技術的な

問題は少ない。とくに、マリノフォーラム21が発足し、いわゆる産・学・官の達譜が図ら

れるようになり、水産め(外の科学技術分野との情報交換、技術協力が促進され、より広い

潤一学技術の基盤に立っての技術開発が可能と鉦ったことは,辻鐵い。

また、今後新しい涛代に対応する為の早急に解決すべき問題点に漁業薪ｉｌ度の改定があり、

海洋牧湯の設定に伴う漁業権設定問題、漁場;fIJ用の調整、荊益の盲己分、遊漁者との鰯謂等

問題は多い。

海洋牧場の講趨

海洋牧場をイメージとして感覚的に理解することはなかなか難しい。そこで、これを陸

の牧場に擬えてみると、アメリカあるいはオーストラリアのような大陸に見られる、広々
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とした区域で自然の草原を利用した牛の汝較、あるいはモンゴル地方に見られるような羊

の遊牧等の大規模なものから、スイスあるいは日本の山間地に兄ら淑るようなこじんまり

とした牧舎を用い、栽培した牧草あるいは霞合飼料等を与えて牛などを飼育する,l鍋模な

ものまで様々である。

これらは、その規模のみtrらず発想の原点においても相違が見られるが、いづれもそ

の土地の社会経済的背景や気候。風土を巧みに利用して生産を上げておりどれも立滅な牧

場である。

こ論では、いかに自然を合il璽的に利用し、人々の英知を活)Willして生産を上げるかが重要

な要素であり、海についてもほざ同じ亭が考えられる。たぐ、洋々とした海では陸と異な

りその獺想はより雄大なものとなる。

例えば、海洋牧場的発想が生まれる以前から、海ではサケの放流甑蕊が行われている。

これなどは、陸の大規模牧場に匹敵するものとして評ｲ３Fし得る。また、生賛を用いた種々

の魚類撲殖などは、牧舎による’１，規模牧場に匹鐘するものである。これら以外にも、これ

までに水産増溌殖あるいは栽培漁業の中で開発ざ紅た技術に牧場:技術として評価しうるも

のは多い。しかしながら、人間が食糧として利用可能な物を餌として与える給樺F養殖は、

これからの人ロ増加に伴い懸念される食糧不足を考慮するとき、額次繕,l､廃止の方向を辿

ることになろう。したがって、今後の海面祷殖は投餌を鐘要としない貝類、海藻類等が主

体となろう。

魚の生鯉の｣|ﾐｌｉ慢を利用し、学習によってその行動を制御する試みとして、マグイおよび

その他魚類を対･象とした音響馴致技術が開発され、放流された幼ﾗWIi仔魚の放流地点周辺へ

の残存率の向上に活用され、将来における完成された複合型海洋牧辮への一段階として、

音響馴致;Iij〔術を中核とした海洋牧鵜が実施ざ泓麟に成果を上げている。

池に飼われているコイが、餌を持った人の近ずくのをその足音で察ﾀﾋﾞﾛし、餌を求めて集

まってくること、また、船ぺりを叩くと浮き上がって近づいてくる千葉県鯛の浦のマダイ

も昔から良く知られている。

これらは、コイやマダイが生まれながらに持っている習性ではなく、人が来ればあるい

は船くりをﾛﾛ〈音が聞こえれば餌が薇えることをその繰り返しの「学習」によって得た習

性に外ならない。

このような学習効果は、他の魚についても可能であり人エ的な汝音と投餌のくり返しに

よる学習で、魚は音を感知して投餌場所に集まるようになる。

近年、栽培漁業等において魚の種苗生産技jii5iが質的量的ともに向上し、かなり多数の露

康択態の良い稚魚放流が可能となった。しかし、地形や海況等について好適環境条件に恵

まれない限り、枚流換比較的短時日の間に魚の散逸が見られ、しかも、幼稚魚のうちに漁

穫の対象と妬る蝋合が少なくない。このような非鏑率的撤結果を避け･ろためには、枚流さ

れた幼稚魚を可能なかざり人為的に管理可能なう)<謬iに霞どめておく鍵要がある。

放流魚の種苗生産・中間育成時に、計画鈎な?Br音。投餌在中Jことしだ「学習」を行い、

音響馴致システムを設置した水j認に汝流し、一定期間に亙り放音、投餌を鰹鏡すると、相

当期間、とくに環境条件に恵まれた水j亥,では数年に亙り放流魚をその叉Kj舅i周辺に留めてお

くことが可能となる。また、散逸してもこのように馴致された魚は馴致が行なわ蚊ていな

い魚に比べて散逸範囲は狭く根付き魚では、汝流地点より数粁玖内に留まることもすてに
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実証されている。

一方、学習の生理的影響としては、放音によって投餌を予告することになるので投餌効

率が向上され、また、魚体内においても高等動物に見られると同様な胃液の分淡促進等の

効果も期待することができ、これは摂取した餌の消化効率向上につながるものと考えられ

る。

この技術を中核として、これに項境改変技祷、とくに人エ魚樵、海中造稗、場合によっ

ては人エル１３沃等の要素技術を組み合わせることによって汝流魚をより効率的に活用するこ

とが可龍となる。

その上、これまでに行われた幾つかの実証ｴｦｲ究結果からは、単に放流された魚のみでな

く、周囲に生息する天然魚も自然に馴致ざれ設置された音審馴致システムの周辺に生息す

るようになる場合が多いことも認められており、水産業上より一層の鐵果ｵ翰待できる。

沿岸における海洋牧場の将来像

沿岸海域を対象とした海洋牧場の究極の姿は、これまでに開発された種々の蕊紫技術な

らびにこれから開発される新しい技術を組み合わせた被合･型海洋牧場である。

その完成までには、なお幾多の研究開発が鐘要とされるが、その擬念を設定する上での

基本的な考え方は、大塔次のようなものであろう。すなわち、これまでの栽培漁業を合一ｉｂ

増鍵殖研究等において開発された種々の生物学的ならびに水産土木的要衆技術を:検討整理

して合理的に活用する。その生産を支配する重要な要衆は海Ji》iの豪魂奴容力である。した

がって、環境収容力の不十分な海域については、その増大を図ろための技術導入を必要と

する。

環境収容力と生物生産を合理的に結び付けるために、生物とくに魚類のｲ了動椒聯を学習

等を基盤とした技術により開発し応用する必要がある。・

栽培漁案が有用生鞠の生産を目的とするのに対し、海洋牧場は特定震識iの開発であるの

で、その計画は画一的なものではなく、設定する』&iF甥iの地形、海況の特ｌＥｔならびにその漁

業形逮に応じて、それぞれの要素技術を合理的に紐み合わせて海洋牧場を形成することに

なる。

外洋を利用した海洋牧場の将来繊

杏〈から実施されているサケの放流議業は、陸の大規模牧濁に匹敵するものとして評価

しうろことは既に述ぺたが、このような習性はサケのみではなく同様な性質を持った魚は

少なくない。

例えば、クロマグロ。この魚は南西諸島周辺において産卵し、成長しながら日本近海を

:化上、大きく回遊してカリフォルニア沿岸にまで達し、アメリカ沿岸において成育、再び

日本沿岸に戻ったものが漁護の対象となっている。

この習性を利用して、日本沿岸において種苗の救流を行えば、サケの場合と同様な成果

を期待することも可能となる。

この点に注目し、すでにクロマグロの生鰹についての基蕊的Wf究も行なわれており、太

平洋のみでなく日本海を生活圏とする群れもあることが判明するなど、新たな挿見が得ら

れている。これらの研究成果に基ずき、クロマグロの人エ種苗の量産が可能となれば、太

平洋および日本海を対象としたクロマグロの牧場も夢ではない。

このような外洋を利用した大規模牧鵜への講想も、有用魚類の生態研究の発展と共に進
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展してゆくものと期待される。

雁三上の牧場では、海洋牧場における要漿技術に相当する技術が個々に実施されているが、

これからの海洋牧場においてはこれらを複合して実施するところが陸の牧場と大きく異な

った点であり、これまでに開発されたこれらの要素技j術を合理的に組み合わせた、より大

きな規模の複合型海洋牧場を目指す必要があるが、そのためにはなお暫くの研究開発とく

に実証実験が必要とされる。

海洋牧場の基本型

海洋牧場の基本的な分け方として、２通りの型がある。１つは農業における耕作と同犠

に、圃場に種苗の播繼を行い、生育後これを完全に収穫する形である。'仮にこれを「全収

穫型」と名付ける。

水産において、この型に属するものとしては、鍵鐘も海洋牧場の－分野と考えると、魚

介藻類の議殖、栽培漁業の分野としてはクルマエビ、ガザミ等の種苗を干潟に放流、また、

ホタテガイ、アサリ、ハマグリ等の稚貝を海底もしくは干潟に;iii流し、それらの成長後の

収穫が該当しよう。すなわち、種苗センター等において生産、中潤育成された種苦が水濁ｉ

に放流ざ紅、商品サイズに達したのち再捕されるもので、この鶏今、毎シーズン、放流と

収穫を繰り返すことになり、漁場の整備、繁境保全ならびに効率の良い再捕が重要な要素

となる。

一方、ホゴ式に放流した種苗が定着し、その水j茨での再生産を期待する型がある。こ;lfを

仮に「再生産型」と名付ける。この場合は、「全収穫型」の鶏舎と同糠に種苗センター等

において生産、中閥育成された種誌が水j鏡に放流されるが、適切な漁葉管理を行い漁鍛内

において放流魚の生育、成熟、産卵、潮とを期待し、汝jiiE魚の天然での再生産を潮待する

ものである。この場合、全ての戌育魚を再浦するのではなく、適当数の成魚を天然親魚と

して残し、新しい資源が形成された後は放流を中止し、その彼は漁業ならびに漁濁の惜理

を十分に実施し、識資源の維持を回る。－弓設に、海洋銭湯の開発においては、この「再生

産型」を目標としている。放流した種苗が成育した段階でも、全てを再浦することは不可

能であるので、親魚を放流海環に残すことは困難ではない。この場合、重要なことは、漁

場の整備、保全に際して成育魚が滞留し産卵を促す施設の設置が鐘要である。

海洋牧場の基本的要素

栽塔漁業と海洋牧場の基本的な相違点は、前者が有用主務の生産の向上であるのに対し

て、後者は特定海鑓iの開発である。したがって、海洋牧場ではそれを設定する海議の特長

を生かして、要紫技術を科学的、合理的に組み合･わせて複合し海洋牧場を形成することに

なるが、その基本的要素として下記の４点があげられる。

１）漁場の造成、改変（沖づくり）

特定の海鼠を選定して、その海J'iの地形的特長がらぴに社会経済的ならびに科学技艤､i勺

背景、周辺地域漁業着の持つ既存技術等を活用しつ、、それぞ才Lの要素技術を組み合一わせ

海洋牧場を形成する。その生産を支配する最も重要な要索は、実施される強麟iにおける

環境収容力であり、環境収容力の不十分な海鐵iについては、その増大を図ろため水産土木

技術の活用、人ェHEL法技術の判鬮等、物1浬的化学的なﾖ蝋魂改変を籍ずろ錘嬰がある。とく

に、きめ鏑かな魚轤の設漣、砂浜・干潟造ｊ虞、作澪、海）鐡)i霧i、海中造林、ムエI露天技j衛

等の活用が有効である。
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２）健全な種苗の生産と放流（種づくり）

これまでの増穫殖、栽培漁業ならびに海洋牧場研究等において開発された種々の技術、

とくに、親魚穫成、人エ鰍と、中間育成、稚魚放流等の技術を活用する。〕鰯L境収容カビ生

物生産を合理的に結び付けるた鈴に、生物とくに魚類の行動編胸を学習等を塞蕊とした技

術により応用する必要がある。

３）漁場の環境保全

主として、漁場ならびにその周辺水議iの水質、麗質汚染の管理、有害鞠賛の篝除等を目

的として開発された技術を適用して環境保全の万全を図る゜とくに、毒性物磁の稚仔魚期

への影響、織量物質の慢性jj藍性、生体潔鱸に配慮する必要がある。また、特定重要生物が

生育、糧w成されている海域,ではその生物に配慮するなど、水産的見地からの管理が重要と

される。

４）適切な漁業管理

管理型漁業を目的として開発された技術の適用と法釣整備、種赫激流海域等の塑蕊率爾

の保護、とくに、遊魚、観光漁業との漣調が重要な問題となる。

現在の科学ｽﾞi<準から考えて、今後における海洋牧場の発展にとって障害となる技術i的な

問題は少ない。

むしろ、今後早急に解決すべき最大の問題点は、新しい時代に対虚する為の漁葉制度

の改定であろう。海洋牧場の設定に伴う漁葉権設定問題、漁辮『３１用の調整、瀦蔓のi墨分、

遊漁者との鶴調等早急に解決すべき問題は多い。

保護水ji；i,の設定

１）稚仔魚の保護ｽﾞKJ夷の設定と管理

最近の技術では、天然産あるいは擬培漁業センター等から入手した種替を、鍵苗として

中間育成し狡流、放流後は対象魚種の生懲に虚じてjiih譲仔の管理を行なうのが良いとされ

ており、このような措置を行なう海礒を「ナーサリーエリア」と浮び、その周辺を「フィ

ッシングゾーン」として漁業、遊漁に供-ij-ろ。態１．Ｗ爾成に際lLては、「サンクチュアリー

エリア」の場合と同様に音響鬮致の手法を活用すると良い。また、漁業管理については汝

流後の一定期間、一定範囲に亘っての禁漁、漁獲体1畳制限等の保護を教dii5地点の周辺に実

施し、生残率の向上を図ろ必要がある。放流魚の生態ならびに周辺の事情を勘案して、保

巍すべき「ナーサリーエリア」の範囲を決定し、漁業者、鐘漁著の巍方にとって有意蕊な

海域として活用する。

２）完全保護｡i己籔`の設定と管理

有用水産資源の培穫に際して、資蕊を補緒するための海域を指定して培鍵対象鍵を特定

して「完全保護区蕊」（サンクチュアリーエリア）とし、その海域において種蓄の合理的

な中間育成を実施、その海域に集中して枚流し、とくに幼稚仔虞i亘ｉｊＲｉの保護を十分に行ない、

より一層の成果を期待するものである。

一方、その周辺を「フィッシングゾーン」として設定し、ヨ漿境の保全、漁業ならびに選

魚の適切な管理により、この海ﾂ蝋を総合的に活用して資遮培溌を図ろ。

「サンクチュアリーエリア」には音響馴致を中核とした中間育成施設を設麗し、音霧鰯

致を行い集中的にこの海瀕に放流する。放流魚は成長とともにその多くは徐々に移動、散

逸することになるので、周辺海域には誘導蕊、滞留嶬、育成蕊、産’i迩鳶等を誤薑し救流魚
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の滞留ならびに再生産を図り、その海議を「フィシングゾーン」として設定し漁獲の対象

とする。とくに、音響馴致した魚は放流地点周辺に留まる率が高い率が判っているので、

広域にわたる散逸をかなり防止し得る。

一方、この海巍は遊漁者にとっても魅力ある釣り場となるので、遊漁肴を対象とした「

釣り人の蝋」、「釣り人の岸辺」、「釣り人の浜」等を設けて一部を開汝し、漁業響どの

共存共栄を因る管週豊璽誉によりレジャー目的にも活用力輌待できる。

鑓設の仕様;鐵要

音響鰯|数システムを利用した行戴Ｉ制御では、放流蝋の生存率および周辺ji徽場への滞留率

の向上を図ることを目的としている。音響騒致システムを識用した中間育成では、人ェ種

蓄を対象に陸上４qi$y、海蝋での生け賛において学習を行ない、その後音響鯰餌施設、保護

齋歳轤等を設置した海溺に放流し、自然界への馴化を鶴々に行なう。さらに、効率曲，鞍漁

獲再舗を目的として、成魚を対象とした滞留蕊等を設置することにより滞留率を向上させ

ている。また、海洋環境条件の把握をも実掩しているが、－殻に海洋鏡翻項目としては、

,l<j浸、流況、波高、蕊、気温気象、湿度、日射強度等の海洋物'理に係わる項目と、塩分、

栄養塩類濃度、ｐＨ等の海洋化学に係わる項目がある。

これらはいずれも、海洋牧場の環境を支配する項目として重要な要素となっている。海

洋牧場の海Jに施設としては、瀞Llii量あるいは杭式構造物となってい･鳥ので、種々のセンサー

を設置することにより、海洋牧場の運誉に鐘要とされるデータの収集は可能である。しか

し、海洋牧場では目的とする対象生物の種類によって難婆とされる項目は異なるので、画

一的なものではなくケースバイケースにデータの奴築を行なっている。

音響職致システム利用の荊点

音響馴致システムは、放流魚の行動繩､ﾛの一迫手法であり、激流魚の生息零i境としての条

件を充たす海域以外での効果は鰯待し得ない。このシステムを利爵して期待される鋤果と

しては、次の様鞍事項が挙げられる。

○汝流魚の鞠期瀬耗の憾鍼iにより、顛鬮率が向上する。

○狡流急のサンクチュアリーあるいはナーサリーエリアへの劇化を助ける。

○これまでの各地における実験により、音響馴致を行なって教流した稚仔魚と行なわずに

鏡流したものとでは、放流地点周辺への残留率に大きな差異が認められ、前者の率が蔦

いことが認めら瓢ており、孜漉魚の広域への進散防止の点では極めて効果的である。

○簡単な設定操作により自動給餌が可龍であり、テレメーター装置がある場合には、１隻'二

施設において海洋３１iib境粂馴件の嘘集、魚群の婿集』!｝:況を把握し得る。

○中間育成、放流、漁場の適正管理を麺じて、漁;騨卜の資源管：理に対する意篝ii向上に役立

つ｡

○施設周辺に保護区域等の設定により、遊jMNX者をも奇蜷た資潔保護が可能と倉る。

海洋牧場の実施状況と将来像

水産庁が瑠議６３年度より実施している、沿岸漁業整備開発事業（洽整）および沿津漁

業活性化憾造改馨事業（沿構）により設麗された海洋牧場は１９９５年末現謹、８県１５

ヶ所となっており、構造物はすべてブイ式で、対象魚種はマダイ、クロダイである。

一方、昭和５３年より各県およびマリノフオーラム２１琴による実験、研究あるいは県単

独事業により設置された海洋牧場は１８県３０ケ所遡上に及んでおり、j徽造鞠は筏式が夢
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〈、次いでブイ式、また－部杭式も利用されてｕろ。対象魚種苗はマダイ、クロダイ、ヒ

ラメ、クロソイ、シマアジ、マツカワ、シロシタガレイ、ハマフエフキ等となっており、

何れも音響馴致技術を中核とする海洋牧場である。

代表的な実施例として、大分県豊後水道海域、営蝋県戴ﾊﾑ沼市大勵小田の浜、斬潟県佐

渡島真野湾ならびに岡山県笠岡市白石島の海洋牧場等がある。

とくに、大分県ではこれまでに噸次蕊談した佐賀関、臼杵、津久見、係戸島の各海洋牧

場を総合して、「魁後水道海滅Ｉ海洋牧場エリア」とし、音癬給餌ブイを識蔵したi1Mtji凝地点

周辺を半径２ｋｍにわたりそれぞれナーサリーアリアとして保護j§i鰯とし、その外環にフ

ィッシングエリアを設定して、滞留樵、誘導蕊等の各種魚轤ならびに増殖蝿を設廼するな

ど漁場の管理を行い、適切な漁業管理の下にマダイの生産を行なっている。近年、成育し

た汝流マダイが回遊、産卵し、再生産が行なわれるようになっている。

この海浅におけるマダイの生産は、このような措置を講じていない他の海j蕊での生産が

積這いあるいは溺少傾向であるのに反し、この海浅では増加傾向にあり著しい成果をあげ

ている。

また、気仙沼市大島'１，ｍの浜のクロソイ、佐渡島真野湾のヒラメを用いた海洋牧場でも

音響馴致による学習を行なった後放流した稚魚は、放流地点周辺への居残り率が高い事が

認められ資源培鍵の効果を上げている。

笠岡市台石島の海洋牧場では、新たな試みとしてキジハタ、マダイ、クロダイ、メバル

を用いた複合型海洋牧瀦を実施しておりその成果が期待されている。

将来の海洋牧場としては、より高度化された先端技術を活翻し、我が国の２００浬水域

を対象とした、広壌型海洋牧場の開発が望まれる。すなわち、ナーサリーあるいはサンク

チュアリーには中間育成設備を充実し、保護育成蕊、誘導樵を姥蜷とする各種魚嚥を設置

して稚仔魚の効率的な育成を図リ、フィッシングエリアには淳魚艤、滞留嚥、人ェ湧昇流

発生構造物等の設遡により漁場の整備を行なう。また、洋上ステーション、漁海況観測ブ

イを設置して漁海況情報を収集、観測用航空蕊、海洋観測衛星等の先端技術を駆使しての

より一層の発展が期待されている。

このような近代的な技術により、これからは数県にまたがる２００浬海域を対象とした

広或型海洋牧場の開発が望まれ、今後より一層の研究開発が必要とされる。我が国の研究

者、技術者ならびに漁業関係者の英挿と努力に期待したい。
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水産養殖の世界の動向

－養殖は世界を救う一

守村慎次

国際養殖産業会

はじめに

昨年の第１４回海洋工学パネルに於ける福井県立大学の中村教授の発表によると、世界の漁漉量は既に限

界にあり、人口が１００億人に膨張し、３億トン以上の水産物が要求される２０５０年には、水産食品は、そ

の需要の１／３も満たすことができないとされている。しかし、我々にはそれほど先のことまで心配をす

る余裕があるのだろうか。ＦＡＯ（国連食糧農業機織）は既に、今世紀末にも２５００万トン以上の水産物

が不足すると警告しているからである。これは、今や日本の４倍以上の生産量を上げ、世界に２５％のシ

ェアを誇る中国の水産物年間総牛産量に相当する。

予想される人工爆発を前に、地球環境の保全と食糧の確保が|止界の人々の最重要課題になることは誰の目

にも明らかである。しかし、森林を切り開いて行う耕牧地の開発は自然環境の保護上、既に限界にある。

そうでなくても、世界的に表土の流失が続き、砂漠化が進んでいるのが現実である。たとえＦＡＯが水産

の未来を絶望的に見ていても、われわれはその水産に希望を託す以外に術はないだろう。

しかし、こうした認識が日本の水産界にあるだろうか。もしあれば、多くの人々が自負する水産国と

して、日本は世界の食擶問題に貢献する願ってもないチャンスを目前にしていることになる。残念なが

ら現実は「ＮＣ」だ。日本の水産は世界の食糧問題に貢献するどころか、国内自給さえ満足にできず、水

産食品の半分以上を輸入に頼っているのである。

「水産国ロ本」は死語と化したといって良い。水産系大学を見るが良い、たとえば、北大水産学部の

ケースでは、水産のプロパーとも言える漁業学科や水産養殖学科はその姿を消し、海洋生産システム学科と

か、海洋生物生産科学科という様な得体の知れない看板にすげ替えられてしまった。大学は沈む船から一

足早く逃げ出したつもりかも知れないが、それが賢明な選択であるかどうかわからない。なぜなら日本の

水産丸という船は、今、座礁しているだけで沈むことはないからだ。潮が満ちればまた浮くのである。

ともあれ、本論はこれを責めるために書かれるものでない。現在の大学の中味についてそれだけの認識

を得ているわけでなく、その評価は他に任せるべきだろう。ただ、ここで問題にしたいことは水産が、な

かでも水J産養殖が、日本の実情とは関係なく、今、世界で最も注目される産業のひとつになろうとしている

ことである。当然といえば当然だろう。食糧蛋白質のような絶対的必需品の需要がその･供給を圧倒的に

上回るようになったわけである。企業家として見れば、こんなわくわくするようなチャンスは滅多にな

いと言えるだろう。

こうした事態に日を輝かせているのは、水産養殖が急速に発展しつつある欧米と、ＡＳＥＡＮで指導的立

場をとるアジアの国々である。「獲る漁業」と言われる従来の漁船漁業はこれらの国営でも限界にあり、水
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まさしく［つくる漁業」は世界的広がりを見せて発展し、新

本論では、これらの国々に続々と登場する新技術に着目し、水

産養殖がその新しい担い手となっているロ

しい水産を担う概念になったわけである。

産養殖の将来を占ってみる。

１．水産養殖の世界的発展と試練

アジアとヨーロッパで、内陸の自然の池を利用していっともなく始まった水産鎚殖は、おそらく数百年

の歴史を刻んで来たに違いない。しかし、この２５年にその様相は一変した。２００海里時代を迎え、ノ

ルウェーなど欧州の伝統的水産国や日本が、あい前後して、制約された漁船漁業の減収を補うかのように

サケやブリなどの海面養殖に脳み込んだからである。これら海面の網いけす養殖は、イワシ類を中心とし

た多獲性小型魚の付加価値を向上し、それが大きな利潤をもたらすことを証明した。

当初の海面養殖は、入江のような静穏域を網や土手で仕切った囲いの中で行なわれたが、その後、現在の

ように、海面に浮かべた網いけすが使われるようになった。そのことでいけすの水の循環が保証されるよ

うになり、自然にはありえない密度で魚を収容することが可能になった。これに触発された内水面誕殖も

その集約化が急速に進み、鍵殖は生産を海の自然に託すことから、自然の海を管理する生産手段に発展し

た。

こうして、人工的に餌を投じる給餌養殖に限っても、サケ・マス、タイ・スズキ、ヒラメ・カレイそして

オヒョウ、プリ類、フグ、エビ・カニ類、アワビ、また淡水魚ではウナギ、ナマズ、テラビア、コイ類、

ニジマス、チョウザメチなど多数の魚が養瀬されるようになり、盤殖技術が定着したほとんどの種で、義殖

魚の生産が天然魚の生産を上回るようになった。今では、ハクレン、ソウギョ、コイなど中国で数百万ト

ンに及ぶ内水面の養殖魚を別にしても、大西洋サケの養殖生産塾は４０万トンに、テラピアが６０万トン

に、そしてエビ（ブラックタイガー）は、実に８０万トンに及ぶ。

けれども、こうして集約化した養殖は、ほどなくして、その現場にさまざまの問題を引き起こした。海

底に堆積した多量の残餌や魚の糞によってＢＯＤ（微生物が酸素を消費して分解可能な有機物の濃度を表わ

す単位）の負荷が養殖場のいたるところで上昇し、自然の浄化能力を超えるようになり、健全な海の生態系

を傷つけた。まず水中に溶け込んだ酸素（溶存酸素）が低下し、魚の成長を阻害するようになった。日

本の駿河湾のような急峻な海でさえ、同じ場所で数年、養殖を続けると、同じ期ｉｌ１１の魚の成長が半分に低下

するケースが生じた。

しかし、最大の問題は魚の病気（魚病）の避延である。損傷を受けた生態系は水中の微生物社会を乱

し、病原バクテリヤやウイルスを運ぶ忌まわしいバクテリヤを墹長させるようになった。養殖魚はこれら

の病原菌に犯され、溶存酸素の`低い息苦しい環境での生活を強いられ、次々死んでゆくことになる。養殖

に適した水深の深いフィヨルドを養殖場としているノルウェーでさえ、魚の成長と歩留りが年々低下する

傾向が生じ、同じ場所の養殖場としての寿命は３～４年とされ、生産性を維持するための漁場の沖出しが行

なわれるようになった。制度や資金の制約で、容易に沖出しのできない日本の養赦は、それゆえ、生産性

と歩留りが低下し、経営採算を圧迫し続けている。日本の養殖魚を代表するようなプリ菱殖では、稚魚か
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ら成魚までの生残率が５０％程度に低下することも珍しくないとされる。こうした惨状は網いけす養殖の

ケースに留まらず、陸上の人工池を使ったエビ養殖場にも波及した。日本から東南アジアに至るほとんど

の地域と生産量では世界第２位を誇るエクアドルで、発光ビブリオやホワイトスポット゜ウイルスによる壊

滅的な打撃を被ったのは記憶に新しい。

環境社会から来る圧迫も見逃せない。生活排水や工業排水それに石油流失事故などから生じる海洋全般

的汚染の進行、そして、それらがもたらすプランクトン生態の異変（赤潮）が、養殖場の安全を脅かしてい

る。地球物理的海況変動による小魚資源の変動も、餌料価格の地域差をもたらし、しばしば、小規模養殖

漁家の経営を圧迫している。食繊問題を解決する手段のひとつとして養殖に大きな期待がかかる今、世界

の関係者はこれらの問題をいかに克服しようとしているのか。その将来性を測るために、餌料、魚病それ

に水質問題に着目し、最近の注｢'すべき成果について以下に論評する．

２．養殖の概念を霞えす餌の改善

日本のブリやタイなど主要な海面養殖で使われる餌はつい最近まで国内産の冷凍イワシがその主役にあ

った。ブリの海中養殖が登場した１９６０年代から８０年代にかけて、イワシ、サバ、オオナゴなどの

生魚を1M切りにしたり、ミンチ状に砕いた餌が使われたため、それらは総じて「なま餌」と呼ばれた。餌

の需要が増大するに従い、餌魚の産地である東北、北海道から多量に運ぶ必要が生じ、それらの餌魚は冷凍

品に変わっていった。折から日本近海のイワシ資源の著しい膨張と重なり、なま餌の時代は長く続いた。

その後、こうしたなま餌にフィッシュミールを基材にした配合飼料を混ぜあわせ、ペレット状に固めた混

合餌料も使われるようになった。この餌は水分を含んでいるのでモイストペレットと呼ばれている。

1988年をピークにイワシの漁漉が急激に減退し、最近その価格が餌として成り立たないほど高騰すると、

ようやく世界的に餌の主流となっているドライペレットを受け入れるようになった。ドライペレットは

その名が示すようにほとんど水分を含まない。このような餌の形態の変化は、海面養殖が技術的に進んだ

北欧でも、同じような道をたどったが、なま鯛とモイストペレットをここまで長く引きずった国は日本をお

いてほかにない。日本より約10年遅れ、１９７０年代後半に登場したノルウェーのサケ養殖の餌が80年代の

前半までにほとんどドライペレットに切り替わったことからすれば、日本の餌料のドライ化の遅れは世界的

に見て異常であったと言える。冷凍イワシが安く入手できたことはその理由のひとつであるが、他の無視

できない理由にそのような世界情勢への無関心が上げられる。と言うよりは、養殖に関して後発国の多く

が、はじめから、北欧諸国に習ってドライペレットを採用したのに比べれば、日本の養殖業界はそういう情

報すらもっていなかったのである。

ドライペレットは衛生、保管、給餌作業性の利点が歓迎さ〕n普及していったが、やがて、メーカーが自

由に内容を調整できる利点を生かした品質の開発競争が激化し、そのコストと機能は著しく改善された。

餌の良さを示す尺度として、一般に、増肉係数（ＦＣＲ：魚の体重の増加に寄与した餌の重量Ｋg/Kg）

が使われる。大西洋サケを例に上げると、ドライペレットが登場した初期、４．０程度だったＦＣＲは現

在では１．０程度まで改善されている。言い替えれば、同じ大きさに育てるために、１／４の餌の量で済
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むようになったわけである。このような改善の実績を持つ餌メーカーによると、この成果は餌の栄養成分

の比率の変更によってもたらされたようである。餌料が商品化された当時は蚤白質が蛋白質をつくると言

う先入主にとらわれ餌の成分として蛋白質が多く使われた。しかし、今では、魚を早く成長させるためエ

ネルギーが亜要という考えに変わり、下表のように、エネルギー密度の筒い脂肪が餌に多く含まれるように

なった。この傾向は今後も進み、サケ漣殖用の餌に含まれる脂肪の含有量は、やがて'10～４５％まで増え

るだろうと言われている。

サケ用餌料の栄養構成比

炭水化物， 蛋白質 脂肪

１９７５年 ２４％ a８％ ８％

１９９５年 １１．６％ ４０％ ３２％

このような努力は、‐股に魚の成長速度に反映されている。ノルウェーのスタパンガーにある世界の

飼料最大手、ニュートレコ社の養殖研究所のデータを信じれば、１９９４年に於ける大西洋サケの成長（体重

増加）の[,しさは、その５年前の水準の２倍に達している。広大な海を索餌する野性のサケと比べれば３倍

以上も早い成長となる。

このような鯛の改瞥は他の魚繩についても積極的に進められており、ウナギ、ヒラメ、エビそれにアワ

ビのための改良成果は、後述のような陸上に於ける完全循環式水槽謹殖の実現に大きな役割をはたしてい

る。餌を使った病気対策も[｣常化し、ＥＰＡ、ＤＨＡなどが病原菌に対抗するために、その細胞膜強化剤

として使われている。鎧近は環境､保全のために、糞を減らす研究に熱が入る。養殖に於ける餌の研究は

まさに生化学工場のものであり、養殖のイメージをまったく新たに榊簗する必襲がありそうである。

３．魚病の克服をｐ指して

海外の先進諸国が魚病対策に力を注いだ足跡を辿って見ると、日本の従来の獲殖場から魚の病気を追放す

る可能性はきわめて低いと言わざるを得ない。境界のない海の中で盤延した病原菌を撲滅するためには、

政治的にも社会的にも、大きな決断が要求される。要するに、人間社会の伝染病と同様の扱いが要求され

るわけである。しかし、残念ながら、i-l本の養殖は体制的にも、規模的にも、社会的にもそれができるシ

ステムになっていない。

魚病が発生したとき、それが病原菌によるものなら、第１にしなければならないことは保菌の可能性のあ

る魚の焼却である。放置すれば多くの魚に蔓延するおそれがある。しかし、何千何万といるいけすの魚

を保菌者と感染していない魚とに区別することは容易でない。さりとて、全部まとめて焼いてしまうのは

小規模経営の多い日本の謹殖業者には、できない相談だ。畢寛、彼等は運を天に任せるしかないのであ

る。全部死ぬことはないだろうと言うわけである。ましてや、隣のいけすに発生した魚病のために自分

のいけすを丸ごと焼却できる人はいないだろう。日本の養殖はこうして魚病と共存する産業になってしま

ったのである。
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８８年には早くも効果を発揮し、抗生物質の使用風を減らす役割をはたしている。１９９０年に起こったフラ

ンキュロシス病はさらに強力で、それまで右肩上がりの生産増を一時期低迷させたほどである。しか

し、これも新しく開発されたワクチンが片をつけた。当時ノルウェーの指導筋はワクチンの開発を奨励

し、抗生物質の使用量を1995年までに当時の愚の５０％に、２０００年には２５％に削減する計画を上げ公表

した。しかし、うれしい誤算ならいつでも欲迎されるだろう。ワクチンは予想以上の効果を上げ、抗

生物質を完全に倉庫の隅に追いやってしまった（以上、前ページの図参照）。

1993年秋、ノルウェーは魚病克服宣言を行ない、サケの免疫技術の勝利が確認された。この結果、免

疫技術は他の多くの魚種についても精力的に展開され、養殖を新たな成長段階に導いた。最近では、免疫

効果を引き|｣｣す餌料の成分についても研究が進み、前述のようにＤＨＡなどの脂肪酸や海草が餌の成分と

して利用されるようになっている。まさに、魚も人間並みの扱いであるといって良いだろう。

４．生産性を飛躍的に向上させる水質管理（陸上養殖の台頭）

水質が蝋の成長に及ぼす影郷はもっと刺激的である。その魚緬に適した健全な水質条件を維持してさえ

やれば、魚は餌さえ十分なら、信じ難い早さで育ち、しかも、病原菌がない限り病気になることはない。

その必要条件はその種が最も好む水温、塩分、PITそれに常に飽和状態の酸素、そして汚れていない水であ

る。汚れていない水とはゴミや濁りや、もちろん鉛や水銀のような毒性物質がないばかりでなく、魚の

排泄物やその分解によってできる有機物すなわちアンモニア、WilMi酸、リン酸jlii[などをほとんど含まない

水を指す。動物が存在する以上、こうした有機物が存在しないことは存りえない。そこで、これら有機

物の濃度をひとまずそれぞれ10ppm以下として置こう。この条件は、実は、自然の海そのものである。

ところで、養殖による水中物質の代謝作用を通じて、際立って消耗するのは酸素である。そこで酸素

を例に義姉のインパクトを想像してみよう。

今、仮にlHaのウナギの池（深さ１ｍ）があったとすると、酸素は一般に８０Ｋｇで飽和することにな

る。この中に１０トンのウナギがいると、消饗される酸素を経験的に１時間あたり８Kg程度にみることがで

きるので、わずか1/1000の飼育密度でも、たった１時間で自然水の飽和量の10％も酸素を消費してしまう

ことになお。そうすると、垣れ以上酸素をWli磯するのは危険であり、水は少なくとも１時間で総入れ替え

が必要になるだろう。こうしてみると、自然水の収容力はそれほど満足できるものでない。

網いけすに飼われているブリやタイについては、筆者はその酸素消費のデータを持ち合わせていない。

しかし、その酸素消餐はウナギよりもっと大きいかもしれない。それらのいけすでは、夏の海の穏やかな

||や、魚が多量の酸素を使う擬餌の後などに、溶存酸素が大幅に、危険な状態にまで-ﾄﾞがってしまうことは

しばしばあるからだ。実際、日本で、台風を避けるため入江に避難したたくさんのいけすの魚が酸欠で全

滅した例は１度や２度でない。このような経験から得られた網いけすの魚の最大収容密度は、内外を問わ

ずいけすの容積の0.7から1.5％程度とされるようになった。

もし、独殖業者がこの収容栴度で満足するならば、養殖の未来に夢はないだろう。養殖の現状に飽き足

ら１思いJ､質の夢の原点は、実はここにある。圧倒的な生産性を手にするための挑戦が始まった。魚を陸
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上の水ＩＷで飼う用水循環式水槽獲殖時代の開幕である。

この新しいシステムの実現は、結局のところ水の浄化と再利用に関する技術開発の成り行き如何にかかっ

ている。そして、その成果は飼育密度を決定づけることになる。

デンマークがその最初の挑戦者となった。ノルウェー海に浮かぶデンマーク領の島フェロー諸島で

は、アイルランドやノルウェーの後を追うように、早くから大西洋サケの海面養殖に乗り出していた。し

かし、デンマーク本土ではそれは不可能だった。冬の水温が低すぎるからである。代りにとられた方法

は陸上で河川の水をくみ上げるかけ流し式の水槽養殖だった。まだ、１９８０年代に入って間もない頃であ

った。ニジマスやウナギが養殖されるようになり、またたく間に養殖業者は５００軒以上に膨らんだ。

これに水をさしたのはデンマーク政府である。養殖は川の水を使いすぎるし、排水は海も汚すと言うわ

けだった。義殖を続けたい人には完全循環式のシステムへの改装が義務づけられた。１１１岳地をもたない

デンマークでは、‐且国土を汚染したら回復させる手だてはないとされ、有無をいわせぬ処澄だった。お

よそ半数に上る蒋伍者が出たけれど、夢と自信をもつ人々が留まった。１司Ｄ様なIilil土の鞭IWfを抱えるオ

ランダがこれに続いた。

フランス政府は養殖業者に範を示すため、全国に海洋研究のネットワークを持つ有名なＩＦＲＥＭＥＲ

（国立海洋研究所）のすべての水産試験施設を循環式にすると宣言し、実行した。このようなヨーロッパ

の動きに遅れをとったアメリカも、３年前に、このような陸上謹殖の普及を目指したアメリカ鎚殖工学会を

旗揚げし、新しい動きに敏捷なアメリカの面目躍如たるところを示したものだ。

こうして、１１t界のいたるところで完全術環式の水槽養航システムの開発が行なわれ、今や、デンマー

ク、オランダ、ノルウェー、イギリス、フランス、アメリカ、シンガポールそして台湾を加えたコスト・パ

フォーマンスの激しい国際競争の時代に突入した。ここで言う完全循環式とは、蒸発や養殖の日常操作の

過程で失われる水を補給する以外、用水のほとんどを循環利用するシステムを指す。一般に、１日の水の

補給量は水槽の水の５％以下に納まる。

この様な完全術環式養殖装置の実例は、今や、［ＡＴのウナギ循環式瀧殖の特徴比較

どこにでも挙げられるが、ここでは、この分野 （対象区は地に'｡海地域の年産２００トン養殖jiii設）

養殖池｜流水ｼｽﾃﾑ｜ＤＩＡＴ
のパイオニアとなったデンマークに敬意を表し

その養殖会社のひとつであるＤＩＡＴ(Damsh

InstituteofAqL1acultL1reTechnology）が２

年前に公表したウナギ養殖のデータを右表に紹

介する。この技術のロ進月歩の歩みを反映し

養殖密度や成長速度で既にいろいろな改善が

競合各社からアピールされているがそれはそ

れで、この循環式養殖システムのデータはな

お従来のシステムとの対比に関して十分説得

力のあるデータであると言える。ちなみに、

総水鼠（㎡） 50,0001３，０００１１，５００

毎日消費水量(､、14,5001136,000 1日

所用敬地（㎡）’６０，０００１７，０００１１，１００

養殖密度(Kg/㎡） 3５１２０Ｃ２

109-Ｍ０９饗殖月’１６～２０１１６～２０１９～1２

必要従業員数 6～８１５～６１２～３

水温調節 LimitedlZerolOptinluul

水質汚染リスク｜ＨｉｇｈｌＨｉｇｈｌＺｅｒｏ

－２０－

養殖池 流水ｼｽﾃﾑ ＤＩＡＴ

総水量(㎡） 50,000 3,000 1,5Ｃ

毎日消費水量(､f） 4,500 136,000

所用敬地（㎡） 60,000 7,000 Ｌ１０

養殖密度(Kg/､f） ２ 3５ 2Ｃ

109-Ｍ０９鍵殖月 16～2０ 16～2０ 9～1２

必要従業員数 6～８ 5～６ 2～３

水温調節 Limited Zero Optinluul

水質汚染リスク High High Zero



このＤｌＡＴの養殖施設は、厳重な防熱壁で囲まれた_'二場内にあって、その水温は工場内の空調管理によっ

て間接的に制御されている。生産規模は、ここに示した２００トンのウナギに加え年産３５０トンのヒラメ

を養殖していたが、このほど、日本の大商社と提携し、日本向けウナギの生産のため年産1000トンの規模

に改装中であることが、先に新聞を通じて紹介されたばかりである。循環式水槽養殖の生産性は明らかに

自然の環境を利用した従来の方法を陵駕しつつある。このような方式を採用した養殖システムは、今で

は、ウナギ、ヒラメのほか、サケ、ニジマス、タイ、スズキ、テラピアそしてエビなどの獲殖に利用され

るようになっている。これらのチャレンジが大規模の養殖にも摘要されると、広い土地とマーケットを持

つ国に新たな食繊戦略を導くようになるだろう。

おわりに（高まる養殖の地位）

上述の基本的な技術に加え、最近は、染色体や遺伝子の操作による育種の改良、バクテリアを使った環

境の改善（プロパイオティックス）など数年前には想像もできなかった技術が登場し、謹殖の未来を信じ

る人々を勇気づけている。同時にそのような技術的成果に加え、社会的にも文化的にも養殖を擁渡する議

論が浮上しはじめた。オランダ・トランスナショナル研究所の有名な農業社会学者のスーザン・ジョー

ジは、ヨーロッパの中規模の有機磯法経営によって１Ｈａの土地から１年に収穫できる畜産物は肉で600

Kg、牛乳は平均５０００リットルであると言っている。それと比べれば、ＤＩＡＴの生産性はその]／１０の

広さで、樅ﾉ曜雌は実に200トンに及ぶ。ＤＩＡＴのウナギの飼育密度は｣二表では２０％とされているが、

今では、３０％を達成しているところもあり、謹殖の生産性は、まだ天井知らずの状態である。ノルウェー

のオスガードとオーストレング氏によれば豚の餌からのエネルギー保持率はサケの1/２程度に過ぎないとし

ている。さらに両氏は、1994年８月オスロで開かれた「持続性のある養殖に関するシンポジューム」

で、食物資源の合理的利用に係る水産養殖の波及効果が極めて高く、養殖を単に小魚を餌にして大型魚をつ

くると言うような単純な図式で語る時代でなくなったと言い放った。

アメリカのテキサス大学医学部の頭足類研究所は、人間の神経系の研究のモルモットを得るためにイカの

養殖技術を開発したが、日本人がイカを食,ljAとして利用するのなら、食料生産としての採算の確保を新たな

課題に加えたい、としている。同様にミネソタ大学医学部でも、魚病の発生を防ぐため、遺伝的に抗体を

もった魚の研究が進められている。研究のためスポンサーを必要とするアメリカの大学ならずとも、養殖

魚の病気を防ぎ、世界の食綴問題に貢献するのも医学部の仕事のうちだと言うわけである。

東南アジアの国々も水産養殖が今後一層その重要性を増すことを疑わない。タイ国有数の資本集団ｃＰ

グループは、３年前、蔓延するエビの病気を薬なしで防ぐ技術に挑戦し、見鋼に成功させた。縫例ｌｌｉ池には

びこる発光ピブリオを善玉バクテリアを使ってその封じ込めに成功したのである。プロパイオテイック

スの輝かしい成果である。同じ効果がインドネシアでも確認され、一昨年、シンガポールの国際会議で紹

介された。これで８０万トン（３兆円）のエビが救われるｌ何という朗報だろうか。いったい80万トン

のエビなどと言うものは自然の海のどこにいるだろうか。

政略的にもいろいろなＰＲが踊る。２０１０年までに２０００Ｈａの鍵殖場の開発計画をもつマレーシアが
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そのことで水産物愉入'1Jから輸出国への転換を目指し、自国をハイテク養獺の|世界のリーダーの￣角に位置

付けると世界に向けて宣言している。クアラルンプールに世界一高いビルを建てはしたが、それが古い時

螂代の象徴であることを１番良く知っているのがマハテイールかもしれない｡彼のことだ、完全循環式水槽

養殖なら、ほどなく、その土地の開発さえ不要になると気づく筈だ。なにはともあれ、水産存国を掲げる

この国のグローバルな発想に、奥に国際化の中で生きようとする姿勢を見てとれる。

アメリカはさすがにもっとジェネラルなやり方が似合うようだ。世界に君臨するアメリカの、アグリ

ビジネスの象徴的存在である大豆農協がミネソタ州でテラビアの陸上養殖に乗り出した｡アメリカには

既に、大規模な完全循環式養殖施設が存在しているが、この件は、強力な臘業団体が養殖を戦略的に取り

込もうということである。ミネソタ州磯政部の措導のもとにミネソタのピートコーン、斐鶏それに本職

の養殖組合を動員したプロジェクトとなり、今春、その完全循環式の試験護殖場が始動する｡世界の漁獲

量が頭打ちで、陸上養殖にしか希望を託すことが出来ないなら、ミネソタ州には土地や水がいくらでもあ

る。どうせやるなら穀物市場を制したように、先ずは世界戦略の榊築からはじめようと言うわけである。

今、世界では、少なくとも食糧産業の世界では、養殖について語ることがナウイ゜養殖に縁のない人

は時代遅れとされるだろう。ここに述べてきた数々の輝かしい科学的成果に関する情報もなく、イワシ

を餌にブリを飼う日本の謹殖システムが気に入らないと言う人々や、蛋白質をつくるのに蛋白質を消費する

のけしからんと、２０年IMIの考えにまだしがみついている人々には、ぜひ、目を覚まして欲しいものである。

人間が生み出した水産獲殖という文明は自然の生産性を遇かに凌鶴し、かつて農耕や牧畜が果たしてきた

ように、人類の未来に貢献する殿大の産業をもたらしつつあるのである。

了
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園討論１

●原田（日本大学）藤谷先生にご質問いたします。ちょっと気になりましたのは海洋

牧場の目標漁獲高というのは、いつ頃の時点で、どのぐらいを期待していらっしゃるの

でしょうか。先ほどの守村講師のお話でも､200万トンがいっこうに変わらない。１兆円

以上も投資していて、いまだに変わらないというご指摘もございましたけれども、どの

ように考えていらっしゃるのか、教えて下さい。

●藤谷先ほど時間の都合もあったものですから、要するに食糧危機、食糧安全保障に

対処する方法を申し上げなかったのですが。１つには多獲性魚類という、イワシ、アジ、

サバというわれわれの食糧の糧となるもの。これは人工的に生産しようとしても、とて

も出来る話ではないのです。ですからこれは自然の恵みをどうやって持続的にするか。

先ほど守村さんからお話があったように、魚の資源というのは貯金の元金と利子のよう

な関係でして、利子だけ使っている分には元金は減らないのです。魚の資源も同じよう

なことで、増えた分だけ獲っていれば、ずっと永久的に続いていくわけです。生産性と

いうのは、今の日本の金利のように１％とかゼロコンマ何％とかではありません。場所

によっては７％とか、それぐらいになるわけです。その辺りを上手にコントロールしな

がらやっていけばということです。先日の京都会議でも－番に挙げられたのはその点で

して、いわゆるサステーナプル゜フィッシヤリング、持続的な漁業をどうやってやるか

ということでした。そのための漁業管理をどうするかということです。基本的な食糧と

いうのは、おそらく自然の恵みを上手に管理しながらやっていくしかないということで

す。

２番目のいき方としては、増やせるものは増やしてみようではないかという考え方で

すね。これがリソース・エンハンスメン卜と称して話題になったことなのですが、海の

利用というのはまだ十分利用されていないところが随分あるので、そういうところをも

つと利用したらいいのではないかという話です。それが先ほど私が申し上げた話につな

がってくるわけです。私も私のお話ししたことがすべてとは思っていないわけです。こ

ういう方法もあるし、守村さんがいわれたようないろいろな方法があると思います。そ

れが将来いろいろなことをいろいろな人がやって、それを上手に組み合わせてやってい

けばという話になると思います。

３番目は、やはり自然を保護しないときちんとした生産は上がらないので、環境保全

ということが非常に問題になるということで、きちんとした環境保全をしていこうでは

ないかということです。

４番目は、人間が利用していないものというのが海にはたくさんあるわけです。最近
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は利用、加工の技術が随分発達しまして、昔はとても食物にならなかったようなものが、

十分食べられるようになってきたということがあります。それから習慣的に食べなかっ

たものなども、結構インターナショナルになって食べるようになったりしています。そ

ういう食糧として未利用のものがまだかなりあるはずです。そういうものをいかに利用

していくかという、この４つの柱を立ててやっていくしかないのではないかというのが、

先日の京都の会議で、世界的なコンセンサスになっているわけけです。

日本の場合はどうするかということなのですが、確かに養殖生産は200万トンを前後

していますが、この辺りは今までそれほどそのつもりになって食糧をどうやって増やす

かというようなことはやっていません。ですから先ほど申し上げたことは、食糧は天然

の資源を上手に使って依存するしかないだろう。それから食品生産ですが、いうなれば

グルメ志向的なものがあるわけですが滝そういうものも含めて、これも20年先、５０年先

の我々の子孫には、とにかく栄養のあるものだけ食べさせればいいということではなく、

多少おいしいものを食べさせてやらないといけないのではないかと思いますが、そうい

うものはどうやってやっていくかということです。そういうことになるのではないかと

思います。

ですから、これはいろいろな考えの人がいて、いろいろなやり方があると思いますが、

私は今の段階でどれが一番良くて、どれが悪いという話をする段階ではぱいのではない

かと思っております。守村さんのお話は今のお話をしておられるわけですが、私は50年

先の話をしているわけで、その辺りのギャップもありますけれども、おいおい増やして

いって、まさに先ほど申し上げましたように、日本が1,000万トン必要で、どうも800万

トンぐらいを漁業者が獲ってくれるのが、これから先、そう飛躍的に増えるとも思わな

いのです。そういうことで、今は200万トンですけれども、なんとか20年先ぐらいまで

に、これを400万トンぐらいまでに持っていくことが出来れば、なんとか飢えずにすむ

のではないかと考えています。ですから今のものにプラス200万トン、あるいはそれ以

上になれば結構ですが、単純にいうとそういう感じでやっています。

●木下（東京大学生産技術研究所）お二人の先生に伺いたいのですが、まず藤谷先生

のお話で海洋牧場のことなのですが、ある領域を海洋牧場にして、ソイやクロダイとか

１つの魚種が特に増えますと、他の魚種への影響というものがあり、全体的な生産高か

ら見てどうなのかという点が１つ。それから守村さんの話の中では、養殖工場という話

がありましたが、水を管理してうまく出来るだろうということなのですが、それの飼料

の話ですが、すると蛋白生産という考えでは片手落ちのような感じもするのですが、そ

の辺りのお考えを伺いします。
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●藤谷実は、ご指摘の点が最近問題になってきているのです。というのは、種苗生産

の技術なり、我々の技術が拙劣な時代は、例えば作った種を全部放流しても何事も起き

なかったわけです。たかだか200万とか300万というものでしたから何も起こらなかった

のですが、今は技術がかなり進歩しまして、物によっては作ろうと思えば幾らでも出来

るようになったのです。するとやはりその辺りの問題が出てまいりまして、いわゆる生

物多様性の問題とか、パイオダイバーシティーとかいって、今ご指摘のようなことを世

界中からいろいろ質問をもらい、確かにそういうことが事実としておきてきました。

これは余談になるかもしれませんが、これから１つの生態系、世界で生態系というも

のに対するものの考え方がいろいろとあります。いわゆるナチュラリストと称する方々

がいらっしゃい先祖から受け継いだ生態系というのは、できるだけそのまま子孫に繋

ぐべきだと考える方々がいらっしゃる反面、やはり我々と同じように人口が増えてくる

と食べるものが無くなりますから、それなりになにか考えないといけないのではないか

という方々もおられる。今、我々が基本的に考えているのは、受け継いだ環境はできる

だけ変えないように、最低限必要な環境を変えることはできるだけ留めながら、できる

だけ謙虚にやっていくしか仕方ないと思います。たしかに自然はきれいだけれども、食

物がなくて人がどんどん死んでいったのでは、情けない話のような感じがいたします。

今日はお話をしませんでしたけれども今、複合型の海洋牧場といいまして、１種だ

けではなくて多少ビヘイビアの違った魚を一緒にやったらどういうことになるかという

ことで、岡山県笠岡市に白石島というところがあるのですが、ここでマダイ、クロダイ、

キジハタ、メバルと４種類の魚を同じ場所に放流しました。そしてやはり基本になるこ

とは、キャリングキャパシティーが一番の問題でした。キャリングキャパシティーに見

合った放流をしないといけないということで、今だいたいその辺りの段階までです。と

いって、今、放流したために生態系が大幅に乱れたとか、変わってしまったというとこ

ろはまだ起きていないのです。

正直にいいまして、日本はある意味では応用的な意味のプラクティカルなところはわ

りと突っ走って進んできたのです。ところがそれに対応するバックグラウンドになる生

態学なりというものが多少遅れているという感じがいたします。ところが、アメリカは

そういう基本的なところを研究しておられる方がたくさんいらっしゃいまして、産業面

での応用ということでは伸び悩んでいるということがあるのです。それで日本とアメリ

カの問で天然資源に関する日米会議がありまして、その中で水産増養殖のパネルがある

わけです。これは25年も続いているのですが、今年から新しいプロジェクトが発足する

ことになり、今の点についてお互いに足りないところを助け合いながらやっていこうで

はないかということになりました。それでバイオダイバーシティとかあの辺りは、アメ
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リカのノースカロライナ大学の人と京都大学の先生が一緒になって研究し対技術につい

ては養殖研究所と日本のフィグラントとの関わりでお互いに支え合いながら、学問的な

面でも技術の面でももう少し勉強しないといけないのではないかという段階になってい

ます。

ですからご指摘の点というのは起これから先、よほどよく考えながらやっていきませ

んと、とんでもない思い違いをやったばかりに、かけがえのない自然が壊れてしまった

ということになっては困りますので、その辺りは注意しながらやっていかないといけな

いのりではないかと思っています。

●守村ご質問は餌を食べさせるということですね。要するに餌を食べればいいのでは

ないかという意味を含んでいるのですね。餌はもちろん対まさしく先ほどお話をしまし

たように脂肪、炭水化物、蛋白質を主体にした餌であるわけですから、当然ある部分は

植物から、ある部分は動物から取るということで、そういったものを構成して作られる

わけです。ですから陸で飼われる魚も海で飼われる魚も、基本的には変わらないという

ことになります。

ただ最近、養殖の市民権、地位を向上させたいという人がたくさん出てくるようにな

りました。それは今までローカルな、水産全体から見たらまだ小さい存在だった時は、

そのことに対する大義名分を作らなくてもすんだわけですけれどもこのようにまさに

食糧生産の主流になりつつある、多くの国では完全に逆転してきているという時代にな

りますと、やはりフィロソフィーが必要になります。少くとも自然にある蛋白質を餌に

して、異質の蛋白質を作るという行為が本当に適切かどうか。日本でもよく７キロのイ

ワシを餌にして１キロのハマチを作るのはけしからんではないかという声があったので

すが、そういうことに関するいろいろなフィロソフィーが次第に出来つつありまして、

最近の国際会議ではそういう問題がかなり出てきます。

そうして見た時に、例えば有名なオランダのトランスナショナル研究所のスーザン・

ジョージさんというご存じの方が多いと思いますが、その方の意見では、今、フランス

の中規模のきちんと管理された牧場で、１ヘクタールで取れる肉が１年間に600キロ、

牛乳が5,000リットルといっています。それに対して先ほど写真にあったヒラメの養殖

工場、あるいはウナギの工場がありましたが、あれはだいたい10分の１の面積で５００ト

ンとか600トン取るわけです。すると生産性が1,000倍ぐらい違います。水産物の方がそ

ういう点でも早く育ちます。

それから、今度は人間が食べる時に利用するエネルギーとしてどれだけ蓄積出来るか

ということになりますと、例えばサケはブタの2.5倍ぐらい蓄積出来るのです。つまり、
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そういう本質的な議論が行われてきています。あるいは切り身にして人間がどれだけ利

用出来るかとなりますと、例えば10キロのタラを使って、最後に人間が食べる切り身に

した時に、その切り身の持つエネルギーを計算すると、１０キロの野性のタラは最終的に

0.7キロの切り身になって、３メガジュールのエネルギーになります。それに対して、

サケは同じ10キロを使うと2.8キロの切り身が出来て、２８メガジュールのエネルギー、

つまり10倍ぐらいになります。そのように原資をいかに人間が利用出来るかという、質

の研究にも入っています。

そうして考えた時に、食べ物の貴重な時代に、自然に勝手に動物を自分たちの考えで

人間が食べ物になるようなものを獲って、マグロがサバやイワシを漣ってもらっては困

るという、人間が「ちょっと待て」という時代に間違いなく入ってくるということが予

感されます。

●藤谷今の餌のお話で私はまた違った考えを持っているのですが、養殖、我々の給餌

養殖、餌を与えてやるというのは、先生がご指摘のように、今すでにアメリカ辺りでは、

だいたい畜産で行われており、日本でやっているような配合飼料を食べさせて牛を飼う

ことは、スイス辺りでもやっています。これが牛を１キロ作るのに餌が８キロ要るわけ

です。ニワトリですと２キロぐらいですみます。そういうことがあって、人間が必要と

する食糧の絶対量が不足する世の中が来た時には、やはり人間が食べられるものを動物

に与えて、多少かかなりかは分かりませんが、質の良い蛋白質を作るということはいけ

ないとか、いいとかいう話ではなく、出来なくなるのではないかと思います。

先ほど少しお話をしましたけれど、中国は魚粉を100万トンほどｉ鮒入しました。彼ら

はそれを何に使っているかというと、トリを飼うのに使っています。いろいろと中国の

中で検討したのだそうですが、牛を飼うと８キロ要る。トリなら２キロですむからトリ

にした、ということまで現実に起きてしまっているわけです。そういうことでこれから

先、ご指摘のような魚に餌を与えて作るという話は、餌は人間があまり利用しない物を

使う方向に行かないと、成り立って行かないのではないかという感じがするのです。で

すから今の時点、あるいは３年、５年、７年、１０年ひょっとすると20年ぐらいはいいか

もしれませんが、そこから先、こんなことがあったら困るのですが、食糧が無くなった

ということを仮定しますと、それは出来なくなるのではないかと思います。

それで水産の中でもそういうことはひょっとすると難しくなるので、これから大事な

ことは、そういう産業を維持していくためにどうやって餌を作るかという話です。それ

が１つの課題になるのではないかということです。

これは私の単なる私見なのですが、例えば昆虫の幼虫のようなものがいます。今はゴ
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ミがたくさん出てくるわけですから、バイオを`使ってハエの大きなものを作って、ハエ

を飼うとウジがたくさん生まれます。ハエのウジだというと皆さん嫌がりますから、昆

虫の幼虫だと思って頂く。中国辺りではハチの幼虫、毛虫、蝶、ガ等の幼虫を食べてい

ます。日本でもカイコのサナギ等を食べていた時代もあります。けれどもどちらかとい

うと、一般的にあまり人の食べるものではないという感じになっていますから、そうい

うものを発想を転換して作って行かないといけないのではないかと思っています。確か

に養殖技術は進んできておりますし、この技術は未来永劫できれば続けていって、私は

いわゆる家庭の方の食糧生産だとは養殖は思いませんが、食品的な生産としては、どう

しても必要なものだと思います。

ですから今とにかく３０年、５０年間の間がありますから、その間に誰か我々の後輩の中

から何かいい知恵を出して、養殖用の魚の餌も心配ないということになってほしいと思

っています。

韓佐久田（日本大学）この会議にお集まりの皆様方はだいたいエンジニアの方々と申

し上げていいと思いますが、両先生のお立場から、海洋工学に関するエンジニアリング

に対する要望といいますか、何かコメントがありましたら、せっかくの機会ですので簡

単に聞かせて頂きたいと思います。質問もコストの問題とかいろいろとありますが、時

間の関係がありますので、それは省略させて頂きます。

●藤谷たくさんお願いしたいことはあるのですが、まず今日のように我々と専門分野

の違った方々といろいろとお話が出来る、あるいはお話を伺える機会を下さったことは

大変ありがたいことだと思っています。先ほどの私の話の中でも申しましたが、海洋牧

場というのはかなり学際的な技術も含んだ総合的な科学技術の集計だと思っています。

先ほど表でお見せしましたように、海洋建築であるとか、海洋土木であるとか、いろい

ろな我々と違った分野の方々のご理解とご助力がないと発展しないと思っています。こ

ういう機会を利用させて頂いて、ぜひいろいろな意味でと思っています。

現在私がお手伝いさせて頂いているマリノフォーラムには海洋牧場の研究があります

が、これは産学官が共同でやっていきましょうということで行っているのです。かなり

いろいろな分野の方々に入ってきて頂いています。会員になっている方が企業の方の方

が多いわけです。やはり学際的な部分が必要だと申しましたが、そういう方面を専門に

研究されていらっしゃる先生方と、できるだけいろいろな場を通じて交流をさせて頂き

たいと思っています。－部非常に熱心な方もいらっしゃって、我々と分野が違った方も

水産の勉強をされ、いろいろと我々の仲間に入って下さっているのですが、これは私だ
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けかもしれませんが、必ずしもそういうことは歓迎していないのです。私は我々と違っ

た分野の専門の方は、変なたとえですが、外国人として我々のやっていることをどのよ

うに見て下さるのかということが一番大事なこと、ありがたいことだと思っています。

ですから、大変失礼な言い方ですが、妙な水産の勉強の仕方をして頂いて、水産的な立

場でものを言って頂くよりは、まったく水産のことなどご存じなくて、パッと見て頂い

て、あれはおかしいのではないか”私たちだったらあんなことはしないという話が、実

は我々は聞きたいのです。ところが我々技術者、研究者の中には、もう少し水産のこと

も勉強してという方もいます。私は純粋に、まったく外側から見て頂いて、それであん

な馬鹿げたことをやっている、あれはおもしろいとか、そういうご意見を頂ける機会が

あると大変嬉しいと思っております。

私事で申し訳ないのですが、私は一昨年に佐久田先生のところでお手伝いをさせて頂

いて、あそこで学生さんに海洋生態学を非常勤講師としていろいろと教えたことがあり

ます。その中でも折りにふれて佐久田先生とか大学の方々とお話をする機会があって、

つくづく我々とは専門、立場のまったく違った方々のご意見というのがいかに大"切かと

いうことをしみじみと感じております。これからぜひ忌'陣のないご意見と厳しいご批判

を頂ければ大変ありがたいと思っております。マリノフォーラムを通じてということに

なるかも分かりませんが熟そういうことでいろいろとまたご助力頂ければ大変ありがた

いと思っております。

●守村私自信、エンジニアだったのですが、今はエンジニアと言っては口幅ったいぐ

らいなにもしていないのですが、かつては皆さんと同じようにモノを作る、あるいは開

発したり、性能を評価したりといった極めて普通のエンジニアであったわけです。そう

いうことで、私はぜひ皆さんに思い出してほしいのは、もう税金を使う時代ではなくな

ったということです。今の日本の経済不振というのはいろいろな見方があるわけですが、

はっきりいえる－つに基礎技術がない。基礎技術がないために技術を発展させられない。

従来から持っている会社が営々としてやってきた事実にしがみついているということが

いえると思います。そうでない例外的な会社ももちろんありますけれども、一般的には

そうだと思います。そういう点で基本的に基礎技術が必要です。それをどんどんやって

頂きたいということです。

それからこれは一朝にしてなかなかまとまりませんが、しかし企業はたえず社会に貢

献していかなければ生活していけないので、やはり真似でもいいですから、情報を身に

つけ、先端技術に関与してほしいと思います。そして、しかもそれを自社開発費でやっ

てほしい。税金を使うことに頼ってはいけないのです。日本は借金だらけですから、き
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ちんと世の中に、社会に貢献する効率のいい技術さえ編み出せば、いくらでもお金は集

まってきます。ですから、そういうことを肝に銘じて頂きたいと思います。

●司会（松田）それでは時間も超過してしまいましたので、この辺りで午前の部を閉

めさせて頂きたいと思います。おこ方、長時間どうもありがとうございました。もう一

度拍手でお礼をしたいと思います。
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園国際会議報告

●司会（増田）午後の部、前半の司会をします露石油技術協会の増田です。よろしく

お願いします。まず初めに、国際会議報告として、日本造船学会の所属で東京大学生産

技術研究所の前田先生から報告をお願いします。

⑪前田（東京大学）東京大学生産技術研究所の前田です。それでは国際会議報告、情

報ということで、昨年行われた何件かの国際会議の内容報告と、この後予定されている

国際会議あるいは海洋関連の会議の情報をご案内いたします。

国際会議報告として､｢ＯＣＥＡＮＳ９６｣、「ＴＥＣＨＮＯ－ＯＣＥＡＮ９６｣、「VLSF

WorkshopatShonan｣の３件について報告します。

まず初めにＯＣＥＡＮＳ９６ですが、この会議は昨年の９月23～26日に、アメリカ・フ

ロリダ州フォートローダーデールで行われました。この場所はマイアミから北に50kmほ

ど上ったところに位置し、保養地というか別荘地というような非`常にすばらしい場所で

あります。ここは水路が非常によく発達しており、陸上のタクシーを使うより、海上の

タクシーを使うといった場所で、レストランへも海上タクシーを使って出かけるといっ

たような場所です。

このＯＣＥＡＮＳ９６は、アメリカ電気学会の海洋部会とＭＴＳの２つのグループが共

催で行っております｡今回のテーマは｢CoastalOceanProspectforthe21stcentury」

であり、海洋沿岸域開発も視野に入れたテーマで会議が開かれました。この地区の会議

場が会場になりましたが、非常に広いところで、８つの会場を使い、約80のテクニカル

セッションが行われました。論文発表は300件近くあり、参加者も400名程度ありました。

また、同時に約130社が集まり、展示会を開いていました。中では、海洋の計測関係の

展示が多かったようですが、こちらのほうが賑わっていたようです。

そもそもこの「ＯＣＥＡＮＳ」というグループは、大きく分けると４つの項目に分け

られます。それは、「UnderWaterAcoustics｣、「RemoteSensing-I、「UnderWaterVehi-

cle｣、「BuoyTechnology」です。この分野では我々が世界をリードしているという気概

を持ってやっているグループであります。こういったところを本分とし、これらの応用

に関する論文を色々と発表し、情報交換を行ったというものです。

この応用の分野として「RealtimeObservingSystem｣、「ImageProcessing｣、「Ocean

Measurement＆Instrumentation｣、「CommunicationNavigation｣、「OceanPollution｣、

「OilSpill｣、「0ceanManagementGovermentProgram」といった幅広い内容になって

います。この中でも幾つか面白そうな論文がありましたが、その－つとして数年前から

の傾向でしたが、アメリカの軍関係の海洋に関する技術がたくさんあり、それをテクノ
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ロジートランスファーと称し民闇へ転用しようということで、内容をどんどん発表する

ようになってきています。それと今回「ナホトカ号」の油流出事故がおきましたが、

オーシャンポリューション、オイルスピルは、アメリカで非常に関心があると見え、こ

のオーシャンポリューションは、アメリカでは一般に油の流出だけでなく一般の廃水流

出を含めて、これの評価法をどうしたらよいかといった議論がされていました。また、

それに合わせて、アメリカのエクソン・バルデス号の油流出事故以来、オイルスピルと

いうものをアメリカは非常に問題視している分野であります。こういったところが我々

にも非常に参考になるかと思います。特に、オーシヤンポリューションに関しては、日

本では海に構造物を作ると、何を計ったらよいかという決まりきった項目があって、た

だひたすらそれらを計るということを行っているという印象が拭えません。それをどう

やって評価するかと力､、その計り方も実験計画法的にムダなく計るにはどうしたらいい

かといった内容の論文もありました。

もう一つアンダーウォータービークルに関してでありますが、一昔前には、アンダー

ウォータービークルは制御方法がどうか、性能を上げるにはどうしたらよいか、パワー

ソースに新しいものを開発したといった、アンダーウォータービークルそのものに関す

る論文が多かったのですが、今回、特に沿岸域ということを目指しているせいか、沿岸

域の濁ったところでビークルを役立たせようという苦労があり、これからの利用分野の

．世界として、どうやって役立った形で使い得るかといった関連の論文が目につきましたｃ

こういった内容で、この会議は特に我々の海洋工学連絡会のグループが対象としてい

る大型構造物や大型の沿岸域開発工事とはちょっと違っていますが、海洋計測関､係に特

に分野を絞ったという会議であり、一つの特徴を持っていると思います。

今年の「ＯＣＥＡＮＳ９７」は、カナダのハリファックスで開かれます。この会議は毎

年開かれ、今年の論文の締･切は１月末となっていましたが、２月14日までにアブストラ

クトの締切日を延長しましたので、ぜひ多くの方に投稿して下さいとの誘いを頂いてい

ます。

次に「ＴＥＣＨＮＯ－ＯＣＥＡＮ９６」ですが、これは昨年の10月に神戸で開催され、

参加者約400名、論文発表数約120件、外国からも10カ国ほどからの参加がありました。

ここでは沿岸域開発の問題やメガフロートが話題として取り上げられました。この会議

は、日本が海洋工学関係の国際会議としてスタートさせた唯一のものであります。結果

としても、盛況のもとに開かれました。

それからもう一つ報告するのは、「VLSFWorkshopatShonan｣というものです。

これはクローズドな会議でありましたが、運輸省の船舶技術研究所が主催し、大型浮体

のワークショップということで、日本のみならず海外からも参加者を呼び輪９０名程が参
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加し60件程の論文が発表され、非常に活発なディスカッションがなされました。ここで

はアメリカ、ノルウェー、イギリスという海外の情報もありましたが、特に話題の中心

となったのは大型浮体構造物メガフロートでした。もう一つアメリカ海軍がMobileOff-

shoreBaseといいますか、航空壜母艦とは違って、海洋構造物で海上の軍事施設を作ると

いった計画がありました。これは我々も話しには聞いていたのですが、その論文を本当

に持ち込んで発表してもらいました。色々なセミサブタイプの海上の大型施設で１，０００

ｍ程度の長さのもので、これをどうやって連結するか、どういう問題を感じているのか

といった発表があり、大変参考になりました。我々から見まして、技術的にやはり日本

のほうが進んでいるのではないかという感覚を持ちましたけれど、情報交換の場として

非常に有効に使われたと思います。

続いて各会議の予告についてですが、「OMAE97-Yokohama｣、「ＯＣＥＡＮＳ９７｣、

「ＵＴ９８｣、「日本沿岸域会議講習会」のご案内をします。

ＯＭＡＥ９７はご存じの通り、海洋工学と極地工学に関する国際会議ということで、ア

メリカの機械学会と今回は日本造船学会が共催するものです。その他にCo-Sponsoring

Societiesとして､海洋工学連絡会の運営をしている学会の皆様にご支援を頂き、共催と

いうことで進めさせて頂きます。この会議は今年の４月13～1811に、パシフィコ横浜を

会場にして開かれます。この会議では330件程の論文発表が予定されており、その他に

「PlenarySession｣、「Workshop」等､色々興味のあるものが行われます。プレナリーセ

ッションとしては､大型浮体海上施設の安全を念頭に置いた色々なテーマについて､ヨー

ロッパ、アメリカ、アジア地区からの話しを行うことを予定しています。ワークショッ

プでは、メガフロートのワークショップがあります。また、海洋石油関･係のワークショ

ップとしては、MarginalFieldの石油開発問題やDeepWaterの石油開発の問題等、これ

らのワークショップを石油公団がホスト役になって開かれます。これら以外にも、港湾

施設を含めた海上施設に対する地震に関するワークショップも予定されています。

ＯＣＥＡＮＳ９７は先程申し上げましたように、今年10月にハリファックスで開かれま

す。ＵＴ９８は「UnderWaterTechnology」の会議で、アメリカのＩＥＥＥのＯＥＳと私

どもの東京大学生産技術研究所が共催で行う会議で、会場は東京大学生産技術研究所と

なります。これは水中音響やアンダーウォータービークル関係の会議ということです。

アブストラクトの締切は10月としています。

ご紹介の最後となりますが、「日本沿岸域会議講習会」は２月11日に、中央大学の駿

河台記念会館で行われます。ここではミティゲーション等の話しがあります。

最後に昨年11月に沖縄の海上へリポートというのが話題になりましたが、幾つかの提

案が出され、ＱＩＰ（QuicklnstrationPlatform)という桟橋方式の海上施設で、長さ
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が1,500ｍ、幅が500ｍくらいの物も出されました。これ以外にポンツーンタイプとして、

堤防を加えた物やセミサブタイプといった物が出てきました。新聞にも出ていますが瀞

技術的に実現可能な物としては、現在３つのものがあげられています。政府としても３

つの実現可能な物として、今年の12月までに調査することになっています。その後、埋

立て方式といった物が急に浮上してきましたが、現在、国としては、桟橋工法、浮体ポ

ンツーン式、浮体セミサブ式を案として考えています。これが本当に実現するとよいな

と考えています。

以上簡単ですが、国際会議報告を含めて終わらせて頂きます。

前田先生、どうもありがとうございました。⑪司会（増田）
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新エネルギー・産業技術総合開発磯柵太陽技術開発室

１．はじめに

自然エネルギーは、在来型のエネルギーと比１校すると、恒久的なエネルギー源としての特長はある

が、エネルギー密度が低く、変動性に課題がある。しかし、将来のエネルギーと地球環境保全の視点

から考えると、非常に有効な未利用エネルギーであるといえる。特に資源の少ない我が国においては、

古くから研究が進められており、自然エネルギーの利用は永遠の魅力的な課題であり、技術の進歩や

適材適所の使い方によっては有効利用が図れる可能性を多いに秘めている。本稿では、自然エネルギ

ーの概要、特徴と利用方法について整理し、海洋エネルギーの現状特に波力発電について述べる。

２．自然エネルギーの概要、特徴と利用について

現在我が国で研究あるいは実用化されている自然エネルギーは、太陽、海洋、風力、地熱の各エネ

ルギーである。表－１に各自然エネルギーの種類と利用形態の総括表を示す。

表-１各自然エネルギーの種類と利用形態の総括表

利用形態等種類

太陽エネルギー l）光利用太陽電池

2）熱利用ソーラーシステム

海洋エネルギー’1）波浪：波の上下運動エネルギーを利廊

2）潮汐：干満差によって生じる位置エネルギーと潮流の運動エネルギーを利

雁

3）海洋温度差：表層海水を温熱源、深層海水を冷熱源として利用

4）海流・潮流：海水の流励による運動エネルギーを利用

5）塩分濃度差：塩分の位置の濃度差による浸透圧、濃淡電位差を利用

風のう重動エネルギーを利用風力エネルギー

古くから風車，帆船等で利用

地表近くに存在する地下の溶融岩石が有するエネルギーを利用地熱エネルギー

温泉、温泉製しとして古くから利尿
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種類 利用形態等

太陽エネルギー l）光利用太陽電池

2）熱利用ソーラーシステム

海洋ｺニネルギー l）波浪：波の上下運動エネルギーを利用

2）瀬汐：干満差によって生じる位置エネルギーと潮流の運動エネルギーを利

用

3）海洋温度差：表層海水を温熱源、深層海水を冷熱源として利用

4）海流・iWI流：海水の流励による運動エネルギーを利用

5）塩分濃度差：塩分の位置の濃度差による浸透圧、濃淡電位差を利用

風力エネルギー 風の運動エネルギーを利用

古くから風車，帆船等で利用

地熱エネルギー 地表近くに存在する地下の溶融岩石が有するエネルギーを利用

温泉、温泉熱として古くから利用



各自然エネルギーの概要、特徴と利用方法について以下にまとめる。

(1)太陽エネルギー

地球に降り注ぐ太陽エネルギーは、全世界で１年間に消費されるエネルギーを約３０分程度でまか

なえるほど膨大でかつ恒久的なエネルギーである。また、地域によって多少の差はあるものの、陸上

海上の場所的な区別なく利用可能である特徴を有している。しかし、実際利用する場合の問題点は、

在来型のエネルギーに比鮫して①エネルギー密度が低いこと、②定常性が得られないことがあげられ

る。地表が太陽から受けるエネルギーは、１㎡当たり１ｋＷで、年間エネルギー麺（全天日射量）にし

ても我が国では１㎡当たり1200からMOOkw1l程度である。多斌のエネルギーを得るには広い日射面積が

必要であり、日射１ｆｔが時１１１１柵、天候、季節等によって左右されるため、なんらかの形で貯徽する必要

がある。従って、太陽エネルギー利用施餓はその目的、地域性等を考慮し、最適な規模、形態、方式

とする必要がある。さらには従来の大容戯発遜所のように集中的に電気あるいは熱エネルギーに変換

するだけでなく、小容逓でも分散して広く変換利用すべき性質のものであるといえる。’

(2)海洋エネルギー

海洋は、地球表面積の約７割を占め、波浪、潮汐、海洋熱などの形で膨大な自然の物理的なエネル

ギーを包蔵している。しかし、海洋エネルギーも太陽エネルギーと同様に在来型エネルギーと比較す

るとエネルギー密度が低く、変動性があるため、効率的にエネルギーを利用することは容易ではない。

しかし、他の自然エネルギーに比較すると有利な点は以下の項目である。

①我が国が位置する中緯度の海域は、波浪、海流、温度差エネルギーに恵まれている。

②波浪、潮汐、海流・潮流などの力学的エネルギー形態のものは、電気・熱エネルギーへの変換効

率が高い。

③自然エネルギーの中では魑度が高い。

１)波力発電

我が国近海では、海岸長１ｍ当たり約７ｋＷ、海岸総延長では約３６００万kWの波浪エネルギーが|戯存

すると試算されている。図－１は運輸省の高橋氏が作成した日本周辺の波のエネルギーの賦存量分布

（波パワー分布）である。

'百万－，
０．９９
(0.79】
15.97」

、蕊
図－１日本周辺の波のエネルギー賦存避の分布（波パワー分布）
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波浪エネルギーを電力に変換する方法としては、波の上下運励、横方向運Iltlj、回転運utl)、圧力等を

利用する方法が提案されているが、主として波の上下運動を利用した開発が進められている。これは、

図一２のように波の上下遮りujを空気室の圧縮、膨張の作用を利用して空気流に変換し、その空気流で

タービン巻回Ｉ順させ発Niするシステムである。

波の下降(谷）
WalerLevGIFalls（valley］

波の上昇(唾）
Wale「LevelRises（Peak】

角
凶証mTAirDucl

川筑井・

A1rOIIlIplVDlvC

駝蘓fiiRl吸気弁
Airlnl61

吸気弁
AIrlnln

~型、

ＺＺ小R､ZZだ､S､ ”へＶZだく､§、

図－２波の上下運動を利用した空気流への変換の仕組み

２)潮汐発醗

潮汐現象は、他の自然エネルギーの源となる自然現象と異なり、天候に関係なく一定周期で常に定

期的に現れるものであり、あらかじめ正確な予測が可能であり、エネルギー回収の視点からは大きな

利点を有している。しかし、潮位差がアウトプットである発趣遮力魅に大きく影響し、５m以上の潮位

差が必要であり、我が国での適地は限定される。

３)海洋温度差発電

太陽エネルギーの海洋への入射エネルギーは、毎秒約50xlOの12乗kWと言われており、このエネルギ

ーが海洋の表厨水に蓄えられ、海水淑度を高めている。海水の熱伝導率は小さく、また表層海水の鉛

直方向運動は水平方向に比べてかなり小さいため、表面の熱エネルギーは深層部まで到達しない。海

淳の温度は、表層から約100mまではほぼ同温度であるが、100m以深では急激に低下し、約1,000m以深

で一定となる傾向がある。これを利用した方式であり、２０℃以上の温度差があれば実用的なエネルギ

ーが取り出すことは可能とされている。我が国では黒潮の影響で世界の同緯度の海域と比べ水温が高

いことから、四国から九州（沖縄）周辺の海域は適地と考えられるが、使用擬器が大型となり、プラ

ント建設費が割高になるなど克服すべき問題点が多い。

４)海流・潮流発電

海流・潮流は、ともに海水の水平方向の流れであるが。発生原因は異なる。海流は、対流作用と地

球の自転により地球規模で生じるある一定幅をもつ一様な流れであるのに対し、潮流は潮汐現象によ

り地域的に生じる流れであり、周期的に流向が変化する。システムは大別して海流・潮流の運勵エネ

ルギーを水車によって回順迦動に変換する方法と、ファラデイの魑磁誘導の法則による趣磁流体発愈

とがある。段階としては提案および性能確認の基礎実験レベルである。

５)塩分濃度差発電

海水と淡水の間には塩分濃度に差がある。この濃度差もエネルギーであり、濃度の異なる溶液中に

は、浸ﾗ透圧、濃淡電位差、さらに混合による希釈熱、吸収熱の形態で現れる。これらの原理を利用し、

河口において海水と淡水による塩分濃度差を電気エネルギー等として変換するものである。方法とし
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て、①浸透圧利用機度差発電、②濃淡電池法、③メカノケミカル法などがあるがエネルギーを有効に

取り出す技術は碗立されていない。

以上のようにある程度技術が確立し、実用化への実証実験が多く行われているのは波力発趣であり、

３章でその現状を述べることにする。

(3)風力エネルギー

風は、太陽の放ﾙｫで暖められた空気の動きと、地球の自鵬とにより鱗起される。風力エネルギーは、

地球全体でz3xlOの3乗GWと推定され、潜在的に広範囲に賦存する。しかし､エネルギー密度は希薄で

小さく、風向き、風速などのⅡ邦{}的変動がきわめて大きく間欠的であるという欠点を有する。

風力で風車（原励|雛）を回iliRさせ発電する方法が風力発砺であり、ポイントは風rlZとなる。風力エ

ネルギー変換装悩としての風Jlｴの種類は、様々なタイプがあり、それぞれの特徴を生かして適用され

ている。ダリウス型、プロペラ型風車は出力係数は大きいがトルクは小さく、高速回幅するので発電

用に適している。またサボニウス型，多翼型風車は、出力係数は小さいがトルクが大きいので揚水動

力に適している。工業技術院の柵迩では、年平均で4m/sec以上の風速があれば、出力1000kW以上の発

電が可能であり、そのような地域が500箇所あると報告されている。従って、風力発電は、各地域ごと

のローカルエネルギーに適すると考えられる。

(4)地熱エネルギー

火山地帯の地下数I<mに存在するマグマ溜りと呼ばれる'000-1200℃の癖融岩しょうに浸透した雨水は、

200-300℃に熟せられ、熱水や蒸気として地上に噴出、あるいは地中に貯留される。地熱貯留層には、

地表下lOOO-1500mの深さに存在する浅部熱水系と、100万年前の火山活動により2000-4000mの深さに形

成されたとされる大深部熱水系がある。この地下の溶融岩しょうが持つエネルギーを地熱エネルギー

とい1,,、地上に噴出する蒸気や熱水、あるいは地下の地熱貯留厨に存在する蒸気、熱水を汲み上げ、

これを原動力として発電する方式が地熱発電である。現在地熱発職は、従来の火力発電とほぼ同じ方

式で浅部熱水系の蒸気のみを利用して行われている。浅部熱水系より得られる蒸気、熱水の物理的、

化学的性質は、採取地点および同一採取地点でも深さによって異なる。

現在実用化されている地熱エネルギー利用は、すべて地熱発電であり、ほとんどが商業運転中であ

る．。発電所の平均稼働率は約95%であり、その運転は比較的安定しており、50,000kW規模の発電所は、

建設費用320億円(64万円/kW)、発電コストは、約17円/kWhである。一方、適地綱査に多額の費用と長

期間を要するという経済面、発砿機器の耐久性向上に関する技術的な課題もある。

３．波力発電の現状

波力発電に関して、波エネルギー変換装置の開発の歴史は古く、我が国においては広井勇博士が波

浪エネルギー利用の研究に取り組まれ、1918年から1919年に大東崎で現地実験を行っている。その後

多くの人々により各種の波浪利用装|図が試みられた。現在実用化している装臓は、航路標纐用電源と

しての波力発電ブイである。この出力は６０Wと小さいが、国内のみならず海外にも輸出されている。

波力発電が大出力を目的とし組織だった研究の対象となったのは1973年の第１次石油危機以降のこ

とである。その後、数多くの装臓の提案とともに、日本、イギリス、ノルウェーが中心になり、基礎

理論の確立が図られ、現在は実槻の開発が進められている。すでに実海域実験を実施したシステムは、

海洋科学技術センターの「海明」、新技術開発事業団の｢沿岸固定式波力発遮システム三瀬式」、

通産省の外郭団体であるエンジニアリング振興協会の「定圧タンク方式波力発電システム」、関西電

力の「下部支持型振り子板式」、運輸省の「波力発電ケーソン（防波堤）」などがある。現在実施中

のものは、東北電力の「水弁集約式波力発電システム」、海洋科学技術センターの「沖合浮体式波力
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装職（マイテイホエール）」である。

これらのシステムは、波のエネルギーを変換するために１次変換装置と２次変換装置で構成されて

いる。１次変換装魁とは、波エネルギーを他の力学的なエネルギーに変換するための装置であり、波

によって動揺する可1lb物体、｜辰1ltlj水柱、受圧面などを含む概念である。通徽、１狄変換装極によって取

り出されたエネルギーはそのままでは利用し難い。そこで２次変換装置は、こうしたエネルギーを我

斉の利用し易いエネルギー形態（例えば遮気､熱）に変換するするものであり、それには平滑化や貯蔵

の機能も含まれる。表－２に１次変換装腫の分類を示す。

表-２１次変換装圃の分類

上下運動

回転運動

水平運動

達成運動

連結浮体運動

可動物体型

波による装置の連動

(波連動の直接的利用）

一空気流

振動水柱型

一水流

一次変換装置 受圧面型

一水流

波の変形一 一越波型一

(波運動の間接的利用） 一貯水

以下に波力発電の現状として実海域実験が終了したもの､現在実験中のシステムの中から数例を紹介

する。

(1)定圧化タンク方式波力発遁システム

1981年度から研究開発に諭手し、1988年３月から実証プラントの運娠が開始され､1989年３月我が国初

めての通産省認可の波力発電施設となったものである。実証プラントは、千葉県九十九里阿片貝に建

設され､発電した電力は、ヒラメの養殖場の動力源として供給された。発電は､電圧200V,周波数50Hzで

商用電源と同質の電力を出力し、最大出力は、３０kWであった。システムを撫成する主な装瀝は図－３

に示すようにエネルギー吸収装置、送気管、定圧化タンク、エアクーピン・発電機、送電設備である。

このシステムは、まず波浪エネルギーを複数のエネルギー吸収装蔽によって空気圧に変換して吸収し、

この空気を送気管を通して定圧化タンクに集め、波浪によって変動する空気圧を、このタンク内で一

定圧力とし、定圧化された空気毬エアターピン・発電機に送って苑蝋するものである。

3.エネルギー平滑化

EnergySt旧ｇＢ
ａｎｄＥｖｅｎｎｅ聖

2.エネルギー伝違

EnergyThansmissloln

4.発趣

GBneraIiDn

１．エネルギー吸収

EnergyCcnver二iＤｎ

5.送麺
⑰Ｆ

ＩＩｕ【IEjIIL盾己iUm

波浪エネルギ

ＷａｖｅEnergy
■←＝－－－－■－－－．ロ

【室蛍圧に璽喪

図－３システムフローと擬成機器
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システムの特長は、

①定圧化タンクによって空気圧を一定にし、

質の良い空気流をエアタービン・発電機に

送り込むため．、質の良い甑力が得られる。

②空気流が安定しているため、従来の波力発

電に比べてより効率のよいエアターピンを

設計できる。

③空気エネルギーが定圧化タンクに集荊され

るため、従来のものより大容iikのエアター
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200

180

160

Ｍｎ

積
算
電
力

０
０
０
０
０
０
０

２
０
８
６
４
２

１
１

Ｈ ６８１０１２２４６３１０１２２４６Ｂ１０１２２４６８１０１２２Ｕ１
●●守Ｐｑ￣５■I

月）
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ピン・発電機を使用でき、発電コストを

下げることができる。図－４祇算電力

④波浪エネルギー吸収装腫は、消波工としての樅能もあり、背後に静穏な海域を創りだすことができ

る。

⑤海中に設置される装置は波浪エネルギー吸収装慨のみであり、システムの維持管理が容易である。

図－４は、1989年４月から1993年４月までの積算篭力を示したものである。４年間でL6x10の５乗kWt

送電を行った。

写真－１に波力発懲実証プラントの全景を示す。

、

写真-１実証プラント全景

(2)波力発電ケーソン

運輸省港湾技術研究所では1982年より波浪エネルギーの利用に関する研究を実施しており、その中

で波力発電ケーソン防波堤の基礎的実験を実施している。1985年および1986年度の関係機関や民間企

業とともに波力発電ケーソン防波堤による波浪エネルギー利用について調査を実施した。

これらの成果をふまえ、運輸省第一港湾建設局では、波力発電ケーソン防波堤の現地実証実験を山

形県酒田港で1987年から1994年度までの８ケ年実施した。実証実験では、1989年12月に防波堤および

発鑪システムが完成し、1995年３月まで発電の計測、波浪の観測、ケーソンに作用する波力の観測が行

われ、その後も発電運転が行われている。実証実験は三期に分けられる。第１期(1987年度から1991年
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度）では、波エネルギー変換装置および防波堤としての設計法の検証を主たる目的として実施された。

第２期（1992年から1994年度）では、本システムの実用化のための発電電力利用技術の開発を中心に行

った。第３期は、1996年度から実施され、実験施設がまだ運転可能であるため何年運転が可能である

かを実際に運転する経年劣化の検柾を行い、2003年度までの予定である。

写真－２に海上部の全鑑を、また図－５に波力発,壇防波堤の概要図を示す。

波力発電ケーソンは、’'１iiiが20.0m，

奥行きが24.5m,高さが27.ODIであり、

良質な砂礫地盤上水深14.5Ⅲまで秋

み上げられた捨て石マウンドの上に

設置されている。本方式は、波エネ

ルギーを空気の流れとしてIiliらえる

ものであり、タービンは、直径1.3,,

16枚の翼からなる60kWのタンデム型

ウエールズタービンを使用している。 写真－２海上部全景

図－５波力発電防波堤の概要図

(3)水弁集約式波力発電システム

東北電力は、水弁式集約方式と呼ばれる防波堤利用波力発電装置を1996年８月に完成させ、福島県原

町の東北電力原1HT火力発電所の防波堤に設置し、運転研究を開始した。発趣出力は、130kWであり、稼

働中の波力発電装髄としては、現在世界最大級の実証実験設備である。写真－３に全景を示す．

波力発電は、防波堤を利用

することにより発篭設備の

製造コストを低減できるた

め、その将来性は期待され

ているが、従来、多数のプ

レートバルブが使用されて

いるため、,信頼性に問題が

あり、大型化は困難とされ

てきた。そこで本システム

は、水を弁として動作させ、

複数の波力変換空気室で発

■

ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ

、
甲
判
可
甲
毎
印
Ｉ

踊蕊

ハロ

‘ｌ白1繧藷r：
P■-

■■￣

緯H1！
IP-｢
￣￣‐

リ１１．
Ｍ

曙

１１』
、－

ご』一一

》雫認弥一

蝋
蝋

馴誇如熱且
一
一

画潤一蝿・韓琴錘

ＪｒＵ〕Ｐ』
課
Ｊ
Ｌ
ｌ
・

》
や
安
翠
・山一 讓繼:叢遂一ま浬葛瞬聖窪￣＝

写真-３全景写真

－４１－



生させたユネルギーを集約して、－台のタービン・発遮機を駆動するものである。

このシステムは、次のような特長を有する。

①複数の波力変換空気室のエネルギーを巣約できるので大出力化が可能である。

②波力変換で得られる往復空気流を整流して利用できるので波力発砿用空気タービンに高効率の軸流

タービンが使用できる。

③空気エネルギーの集約に水井を，使用しているため、柵械的故臓がない。

表－３にこのシステムの主要項目を示す。

表－３システムの主要菰目

波力発晒ケーソン部

形式 上部斜面堤型２空気室組込み式

函数 ２函（計４空気室）

函寸法 長さ２０８５m，llIi24uI，高さ241Ⅱ

発電装{Ⅲ部

振動水柱型水井集約式発電方式

４空気室１タービン・発電機運転

タンデム式軸流型空気タービンタービン

横軸かご形誘導発電機、２速（６種/12極）発電機

定格 130kW，交流，400V，３相，５０１１Ｚ

6kV趣力系統遮系発電電力

図－６にシステムの概念図を示す。

【上

図－６システムの概念図

(4)沖合浮体式波力装置（マイテイーホエール）

海洋科学技術センターは．波浪エネルギーを高効率で吸収すると共に、海洋科学技術センターは、波浪エネルギーを高効率で吸収すると共に、装騒背後に有効利用可能な

静穏海域の創出が可能な浮体式波力装置マイテイーホエールの研究開発を1992年度より実施している。

－４２－

波力発晒ケーソン部

形式 上部斜面堤型２空気室組込み式

函数 ２函（計４空気室）

函寸法 長さ２０８５nLllliil24ul，高さ２４１１１

発電装歴部

発電方式 振動水柱型水井集約式

４空気室１タービン・発電機運転

タービン タンデム式軸流型空気タービン

発電機 横軸かご形誘導発電機、２速（６種/12極）

定格 1301(W，交流，400V，３相，５０１１Ｚ

発電電力 6kV遡力系統連系



図－７にシステムの概念図を示す。

このシステムの実海域実験用プロソトタイプを製作

し、実海域実験を行うことにより、装圃の実用化（事

業化）のために必要な実海域における波浪エネルギー

吸収・変換特性、消波特性の把握、構造および安全性

の確認を行い、また水産などを含めた沿岸海域の有効

利用に関する検討を行っている。プロットタイプ装

腫の形状は、長さ５０m,IWii30mであり、三重県五カ所湾口

付近に、本装樋を殻IHtし実海域実験を行う予定である。

併せてこのシステムの出力を利用し、沿岸海域浄化装

髄と組み合わせた海域の浄化データも収躯腿理し、実

用化をめざす。表－４に年次計画を示す。

i弱ZlIiRミ

灘FIQrD￣ぞ

･襲雫ii:i鑿il鼠i篝i篝篝篝!；：蟻講
lＵ１

ＩＩＦＴ厄乙

眉ニニご妬ｺﾞｰﾆﾆﾖ

し

図-７システムの概念図

表－４年次計画

０Ｉ

■
＄ ７

０
０

‐
Ｉ

９ １１１０

(1)システムの検討

(2)装置の製作

①「ﾏｲﾃｨｰﾎｴｰﾙ」の製作

②タービン・発電機の製作

③計測装置の製作

④環境システム

(3)海域調査・実験

①海域調査

②海域実験、曳航・布設

(4)沿岸海域潔境に関する研究

４．おわりに

自然エネルギーの概要通述べ、さらに海洋エネルギーの中から波力発電について現状を述べた。

地熱発電のように実用化が進んでいるものもあれば、基礎実験レベルにある多くの海洋エネルギー利

用もある。我が国のエネルギー問題を考える時、自然エネルギーの活用を図るべきであろう。特に焦

点を絞った形で紹介した波力発電は、各組織が地道に取り組み徐々に成果を上げている例であろう。

自然エネルギーは、地球環境保全の観点からクリーンで再:生可能なエネルギーである。我が国だけで

なく、東南アジアをはじめとして開発途上国などへの分散型エネルギー源として広く展開できる技術

として完成されることを期待したいと考える。

－４３－

１０ １１

(1)システムの検討

(2)装置の製作

①「ﾏｲﾃｨｰﾎｴｰﾙ」の製作

②タービン・発電機の製作

③計測装置の製作

④環境システム

(3)海域調査・実験

①海域調査

②海域実験、曳航・布設

(4)沿岸海域職境に関する研究

篭－ウ



南シナ海における石油開発-JHN陸豊ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

小林功

石油資源開発株式会社・作井部

Ｌはじめに

１９８４年１１月、中国海洋石油総公司は、中国珠江口沖合

い地を対象として「第二次国際入札」を開始した。

1985年６月、南海石油開発(株外華南石油開発鰐）、

珠江口神石１１]開発（株）の3社は珠江沖16/06鉱区へ応札し

同鉱区に関する石油契約に調印、１９８６年１月１日同契

約は発効した。

日本側3社は連合で本プロジェクトの現地作業のために

共同操業会社「JHNOilOperatingCompany」（JHNC）を設

立し探鉱作業を開始、探鉱第１段階でLF13-LLFl3-2構

造で出油を見た。

その後、探鉱第２段階において、LF13-1の微造評価を

実施し、各種技術的・経済的検討を踏まえ、以下の設計思

想の基に開発に移行することとした。

を購入、改造して使用することとなった。

2．立地条件

２．１油田ロケーション

陸｣:iil3-1油田は、香港の東南東250kｍ（陸豊の南200ｋｍ)、

ＪＨＮ事務所のある深ｶﾞ１１市蛇口工業区からはヘリコプター

を利用して、約１時間20分の海上に位置している。

・ロケーション：Ｅ：116.09’25.126拝

N:21口3515.989"

P

b中一

§THW￣ロB山

Lｕｆｅｎｇｌ３－１
ｏｉＩＦｉｅｌｄ

【KpIIlgKOnR

l）生産から貯油、出荷までを一貫して行えるシステムと

し、フィージビリティー・スタディによって経済的に

も優位であることが判明した「浮遊式生産・貯池．出

荷設備（FPSOU)」を中心とした生産施設とし、タンカ

ーを改造しこれにあてる。

2）生産物処理は、その殆どのプロセスをFPSOU上で行

い、プラットホーム上の生産設備・搬器は股小限に抑

える。

3）プラットホーム上の主要設備は捌削関迎設備及び居住

設備とする。

4）施設の全容は、プラットホーム、海底パイプライン、

一点係留ブイおよびFPSOUで柵成する。

Ｏ｢iRiU1nlluSC人】6/川

ＳｏｌＢＩｌＩＣＭｎｎＳｃＩｌ

Ｐｕｍ･ＩｎｌｖｅＴＭＤｕｌｌｌｎ１１埒『、

Fiに．１－１陸豊ｌ３－１ｉｌ１]田位腿図

2.2気象海象条件

南シナ海の北端に位置することから、冬期間は大陸に

張り出す高気圧による北高。南低の気圧配置による季節

風、及び冬から春先にかけての前線停滞による雨期、初

夏から初秋にかけては、太平洋南西若しくはルソン島西

部に発生する台風のjill路となっているといった状況で、

海上工醐に適した期間は三月半ばから六月はじめの３ケ

月弱という状況であった。

上記設計思想に従って設計を完了した後、国際入札を実

施したが、何れも会社見積の額と大きくかけ離れたものと

なっており、１１M盤不可能なことから－時はプロジェクトの

継続すら危ぶまれたが、シェル社が韓国で建造したが国内

の環境問題による住民迎動のため据付出来ないまま、建造

ヤードに１年弱保管されている「JULIUSPlatE｡､､」Ｉカ

リフォルニア・サンミグル沖用)が競売にかけられたもの

また、パシー海峡、バリンタン海峡を境とした東側の

太平洋と西の南シナ海の海水温度差、塩分蝋度差、水深

差、潮汐やその他海象条件の影響よって発生すると考え

－４４－



５)UtilityModulel,２００ｔ（48.8率15.24*12.5m）

６)POwerModule l,130ｔ（48.8*1524*9.1m）

７)EngineModule ４５０ｔ（15.2*10.7*10.7ｍ）

８)L/Q(126人)＆Heli-deckl,050ｔ（30.5*18.3*15.2口）

９)DrillingSub.／Ski。４５０ｔ（15.2*12.2*61.0m）

10)MudPumpModu1e ５２０ｔ（229*10.7*9.1m）

11)MudStorageModule ５８０ｔ（22.9*12.2*9.1m）

12,Ｏ２０ｔｏｎ

ＶｉｅｗｏｆＭｏｄｕｌｅｓ

られるソリトン(日本語訳では孤立波と訳している)の影

響によって、「|]数キロメートルにわたって、波高は1.0

～1.5m程度と小さいが、１０分から長いときは二十数分

間、海面が波立ち、白波がさわぎ、潮流も一気に増大

(通常時で1.0～L5Knt程度のものが２．５から最大時に

は４Knｔにまで上昇した）し海中においても上下およ

び左右の反りlfi流が発生しジャケット据付に多大なトラブ

ルを引き起こした。

２３海底状態

設計当初に実施した海底土質綱査資料では、「比較的

平坦な状態で海底面は数メートルの緩い砂質土で劃わ

れており、その下も緩い粘性土と砂賀土の互層が数十メ

ートルにわたって続く」というものであったが、実際に

は「表層の砂質土は見られず、しかも海底面は巾20m～

３０画毎に2～3ｍのうねった非常に堅い珊瑚・貝殻混じり

の堆積物に圏われていた。そしてその下は(杭打ち時

判明したことであるが)杭の設計根入れ深度に至るまで、

ややソフトな土質が鏡いていた。

一IhIudPumpModul唾

９

ＲＩ［

3．プラットホーム「JULIUS」の娠用

上述の理由により、プラットホーム「JULIUS」を職入・

転用することとなった「JULIUS」は１９８５年ロスアンジ

ェルス沖に設置すべ<韓国の現代重工業㈱によって製作さ

れたが、住民の反対運動によって設趣できないまま製作完

了後(－部中断１７年間韓国・ウルサンエ場に保管されて

いた。

ジャケット等の櫛造物を転用することは、設計条件に大

きな差がなければ、それほど困難とは考えないが原油・ガ

ス処理設備を含めて砿用することはまれなケースと言えよ

う。

LF13-lとJULIUSの場合、原油性状に致命的な蓬がな

かったことから、約二ヶ月半の転用検討の結果、設備の改

造及びWi造補強は必要ではあるが転用可能であるとの結輸

を得た。

3.2ジャケット満造

ｌ)ジャケット・サイズ：上部６ＬＯｍｘ３ｑ５ｍ

底部91.4ｍｘ７ａ２ｍ

全高155.4ｍ

２)脚数：８脚

３)固定方法：スカート・パイル

１６本(72~ODx2~～2.25"×110m）

４)防蝕システム：アルミアノード(625ｔ。､〕

５)総重価：１３，６０８ｔoｎ

ａｌ陥入した設備

(1)上減設備

１)ModuleSupportFramG

２)WelheadModule

３)ProductionModule

４)ComDressorModule

3.3コンダクター・パイプ

２.~ＯＤＸ１~ｖｔｘ２２ａ６ｍ/ea.（15.24m*15)７０坑井分

ｔ（67.1*30.5*9.45m）

ｔ（48.8*15.2.*12.5m）

1Ｊ（57.9*15.24*12.5m）

ｔ（57.9*１５２４*12.5m）

''５００

１，５００

１，５５０

１，６４０

－４５－



4．プラット・ホーム改造

4.1設計条件の比較

JULIUSLFl3-1

１）Ｐ/F耐用年数０５年→９０年

２）股ＷＩ水深145.0ｍ一146.3ｍ

３）気象海象再現期待値１７５年→’００年

４）最iWi波獅18.3ｍ→24.0ｍ

周期15.0sec→16.5sec

股計流速1.81,ｔ－2.5kJ1ｔ

５）股計風速(2sec）73.0knｔ一100.0knｔ

６）地灘条件ＡＰＩｌｌｏｎｅイ→ＡＰＩＺｏｎ９１

水平加速度ｒａｌｊｏＯ､２５→０．０５

７）掘削坑井数７０スロット一１０スロソト

キ水深：＋１．３口 ＊耐用年数：－１５年

＊波高：＋５．７ｍ ＊地震条件：１/５

＊周期：＋１．５ｓｅｃ ｷｽﾛﾂ｝数１－５７スロット

ｔ風`速：＋27.0ｋnｔ

コンセプトの変更全搭載型掘削P/FiFPSOU

↓変更

全搭靴型十FSOU

４．２１Mi造補強

JULIUSのオリジナル設計図書を基に、LF13-1へのコン

バージョン・スタディを実施した結果、

・耐用年数の減少：疲労に対する条件の緩和

・地藤条件：水平加速度Ratioが１/５に緩和

・ｳｪﾙ･ｽﾛｯﾄ数の減少：受圧面積の減少による波力、疲労に

対する緩和

等の緩和条件及び、計算の結果強度が不足している、各

構造部材|特にジャケット)のミル・シートに記された降伏

点強度及び引っ張り強度を珊査した結果、ジャケット用鋼

材は日本のミル・メーカーの製品で、平均11%以上の余裕

が確認されたことから、補諭は必要であるが致命的な弱点

とならないことが判明、強度が不足する部材には以下の補

強を施すこととした。

４．３補強エ事項目

（１）ジャケット・レグノプレースの補強

波力に対する必要部材断面を増加するために２４ｲﾝﾁ×

１ｲﾝﾁwｔコンダクター・パイプを半割りにして溶接

(2)ジャケット底辺部プレース／二次部材の補強

パンチング・シヤー、座屈、疲労に対する補弥として

リング・スティフナーの取付、又底辺部材でスティフ

ナー取付の困鑿な場所は、バルブを取付おき現地据付

後、ダイバーにより海水を圧入

(3)波簡増大のためのエアー・ギャップ維持のためジャ

ケット上に上載櫛造支持のためのエクステンション・

フレームを製作設置

(4)その他二次部材の補強

JULIOSは７０坑井用に製作されており、コンダクタ

ー・ガイドが相当数設けられていたため、スラミンク

による疲労破壊の対策として、２４ｲﾝﾁコンダクター・

パイプによる補強が必要となった

4.4ジャケットの主饗改造項目

(1)余分なパイプラインｌＷＪ－Ｔｕｂｅの撤去(４本）

(2)スリング・ワイヤー取り付け用ステージ設置

(3)浮力用スカート・パイルの挿入110本）

(4)アップ・エンディング用海水注入ヘッダー取付

(5)マッド・マット面積拡張／支持部材補強

(6)浮力／グラウチング・バッカー用ダイヤフラム取り

替えI劣化のため）

(7)パイル長を110m(JIlLIUS)から120m～125mに改造

5．生産設備

５．１液体性状と処理条件(LF13-1）

（１）原油性状

・ＡＰＩ比重３０．５（27.1／32.1）

・流勤点３８℃（３３／４０）

・雲り点５５℃

・ハ・ラ7ｲﾝﾜﾂｸｽ分２５Ｗt%(１６／３０）

・硫黄分0.092Ｗt％

（２）ＣＯＲ８ＳＣＦ／６６１

（３）処理条件

・生産愚原油Max、23,0008Ｆ、

水Max、42,00OBP、

・生産原油中の水分０．５％

・排水中の油分５０ｍｇ/１

6．生産設備の改造・増設

高曇り点(ｸﾗｸﾄﾎﾞｲﾝﾄ)による改造

原油配管・犠器のﾋｰﾄﾄﾚｰｽ/保温強化＊＊

原i1i]加熱熱媒システム論化＊＊

-温水ヒーター、原油・温水熱交換器

慨換用ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･ﾀﾝｸ(10()kl)追加＊#

(ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ、坑井ｽｸｳｲｰｽﾞﾊﾞｯｸ用）

6．】

(1)

(2)

(3)
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(3)殻出・輸送6.2低ＧＯＲによる改造・増設

(1)Ｎ2発生装置増設

｜ベッセル内圧力保持、ブランケット・ガス用)料

(2)燃料用ディーゼル・タンクI250kl)増設＊＊

(3)ﾌﾟﾛｸﾞｸｼｮﾝ圏ｾﾊﾟﾚｰﾀを砺気式トリーターに改造＊＃

(4)不要設備の撤去|アミン・グリコール装糧）

＃印は全て海上において実施

l2MIB

改造・補強エ事

ジャケット構造

上瀬構造物

８．２

(1)

(2)

現代顕エ㈱、NcDermmot、

現代麺エ㈱、McDermmoI、

OPEC[海上)、NOTRMS(海上１

０PEC(海上)、BOC(海上)、

ToIalAu↓omaMonl海上)、

l1ATOCOJapan、CPEC(海上］

COMELLCRA1IR

(3)ﾌﾟﾛｾｽ及び配管

7．貯油出荷施設(FSOU）

７．１海底パイプラインIﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ・ﾀｲﾌﾟ）

（１）耐用年数１５年

（２）パイプライン総延長1,600田

ＬＤ１５．２４ｃｍ

０，，２９．１６ｃｍ

保温厚３３０ｃｍ

（３）置換用軽油タンクｌＯＯｋｌ

（４）パイプライン仕様

・設計圧lStartingPressure）6,205kpa

IEndingPressure）４１４ｋｐａ

,許容仕搬圧力10,204ｋｐａ

・温度(InletTemperaturc）８２℃

lEndingPoint）６５℃

（５）一点係留ブイ(SPM）：デイｽｺﾈｸﾀﾌﾞﾙ式ﾎﾞﾄﾙｸﾚｿﾄlDTM1

(4)ペッセル改造

(5)クレン

プラットホーム輸送

ジャケット：現代重エ㈱含むﾛﾝﾁﾝｸﾞ

ﾓﾃ'ﾕｰﾙ･その他：準星公司

WIJSMULLERTranspoTI

8.2

(1)

(2)

8.4プラットホーム据付

(1)ジャケット撒造：McOemmotlnl2｢nationa］

(2)上蛾撒進物：NcOeTmmolUnterIl8lional

(3)ﾌｿｸｱｿﾌﾞｴ事：ＭＣ、CPE０，１１０ＭＳ

Ｉ現地業者）

(4)改造工事：CPEC、BMC、NORMS

(5)掘削櫓：JohnsoI1HiKBui1do「

7.2浮遊式貯油出荷施設

(1)中古タンカー職入

・130,000ＤＷＴオイルタンカー(船齢１５年）

・貯油タンク容量：88,ＯＯＯＢＢＬｓ

(2)出荷用タンカー係留設備：40,000～100,000ＤＷＴ

(3)原油保温設備

(4)居住区、ヘリデツキその他

タンカー改造は、シンガポール・ジュロンのセンバヮン

によって実施された。

FSOU関述

タンカー改造

ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ材料

SPM関連

ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ据付

SPM据付

８．５

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

M0DEC、Sembawan5

liIODEC＆COFLEXIP

N00EC＆SOFEC

CloughSLenaG｢oup

C10u:hStenaGr0up

10．据付工事概要

１０．１プラットホーム据付手順概要

（１）ｸﾚﾝﾊﾞｰｼﾞを､ｹｰｼｮﾝ上にｾﾝﾄ

（２）ＲＯＶで海底状況の脈認

(3)輸送品目の税関倹迩(海上）

（４）ジャケットのﾛﾝﾁﾝｸﾞ

(5)スルグ･ﾘｲﾔｰ取り込み/注水ライン接続

（６）ジャケット・７ｿﾌﾞｴﾝﾃﾞｲﾝｸ

（７）ﾛｹｰｼｮﾝ確認・瀞底

(8)スカートバイル挿入・打設/ジャケット水平確認

（９）パイル打ち止め確認

８エ瓢に関係した主請負業者iPrim1eConLlraotor）

8.1エンジニアリング

（１）ジャケット転用・改造・

補強工事：ベクテル、PMB、ABS

McDGrmmot

（２）プロセス・擬器・配管：ベクテル、日zlzprｲﾙｴﾝｼ`二

７ﾘﾝｸﾞ㈱、ABS、

Ｔｏｔ３１ＡｕｔｏｍａｔｉＤｎ

－４７－



(10）

(11）

(12）

(13）

(14）

(15）

(16）

エクステンション・フレーム設腫・溶接

モジュール・サポートフレーム設置，溶接

モジュール搭載・固定

フック・アップ

居住区たちあげ

設備の増設・改造

試迦娠・竣エ検査

＝□

■UrT、ｃｅｓｏＵＺｏｎ．＿何Ｐ

P，

ｍ亡Ｇｍｏ（sDL7ton

10.2据付工事時のトラブル

(1)潮流によるジャケット・ﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ時の|､ラブル

ロンチング後ジャケットはワークボート|タグ）２隻

によって、ﾙﾝﾊﾞｰｼﾞに接続されるが、前述のようにソ

リトンによる3.5knｔ以上の潮流の繰り返しによって

ジャケットをコントロールする事が出来ず、ボートご

と流される事故のため、バージ脚にジャケット，レク

をぶつけてしまい、プレース材数カ所を凹ませてしま

い設置後補修エ事が必要となった。

又、ＲＯＶの操作も海中部の潮流反転屑によってワイヤ

ー切断流失事故が相次いだ。

(2)モジュール輸送パージのムアリング時のトラブル

やはり、ソリトンが影響してパージをクレンパージに

横付け固定して、モジュールを吊り上げている間にバ

ージが動き、互いに傷つく事故が起こった。

［参考]ソリトン発生のメカニズムについては、海水の表

層下厨の温度差、海底地形I水深差)、月齢等々が

からみ合って発生するらしいということで現象と

しては、理解できるが、季節によっては発生しな

いこともあり、従来の測定方法では予測の困難な

場合が多い。本プロジェクトにおいても使用した

潮流計は表鬮、中層、海底の３基のみで期間も２

週間程度であったときいている。この繊な測定で

は十分なデータ取得は困難と考える。最近では、

ADCP(AcousticDopplerCurrentProfiler)を使

用して、水深600～700ｍまでは辿続して観測可能

になっており、普及もしている。

ソリトンに関する調査研究は、テーマとして非常

に興l味あるものである。

■

巳

R、、、い、ＷＴＩい、、Ｗ、、NNWT〈てて〈て

Ｆｉｇ．１２－２温度差による水粒子迦､Iのイラスト

10.2海底土質調査結果と実際の差異

最初のスカートパイル打設の際、海底面付近に入手デー

タからは予想し得なかった堅いコーラル質と軟弱屑の互

層があり、エアーハンマーで打ち抜いた際、自重でパイ

ルとハンマーが２０m以上自沈してしまい、ジヤケツト

レグと水平プレースに付けていたパイルガイドをもぎ取

る事故を誘発した。

＿既存データが非常に少ないことも原因であるが、気象

海象データ、海底地形データおよび土質データとも、

その作成方法、施工管理のあり方について考えさせら

れた－

【0.311i修方識

凹みの部分については、凹み量及び肉厚をi則定の上、部

分的に断面を縮小したモデルとして強度検討[局部座屈

を含む)を実施した後、必要に応じて母材にパルプを取

付破損部分にはクランプを取り付けた上で、セメントグ

ラウチングで完埴した。

11．プロジェクト遂行１時の問題点

１１．１プロジェクトコスト

プラットホーム建設費の主要エ事項目について国内のケ

ースと陸豊のケースを比較すると以下のようになる

国内例LFl3-1

１）Engineering７％７％

２）ProjManngement３％２％

－４８－



11.2保管品の問題点

シェル社のﾌﾞﾚｻﾞへ゛－ｼｮﾝ･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑは非常に綿密なもので

あったと評価できるが、７年の保管期間はやはり長いと

いわざるを得ない。外見上は非常にきれいに整備され

ているように見え且つ、機器内部もプレザペーシヨン油

が満たされ、計装システムには必要に応じて常時通電若

しくは定期的に巡爾、駆動槻も定期的に作動テストを繰

り返すなど保管に要した費用は相当な額であったが、実

際に購入して操業するときには、

１）回転樋機シャフトや機器ﾍﾞｰｽの微妙な変形による長

時間迎転時の振動発生

２）メタルタッチ部の微妙な狂い

３）外見からは目に付かない部分のシールの劣化(ﾒｶﾆｶﾙ・

ｼｰﾙ、ｶﾞｽｹﾙｼｰﾙの劣化）

４）計装・電子機器の絶縁の劣化と型式の古さ

等の故障、トラブルが発生し購入の品目だ増大した。

昨今、北海におけるフ・ﾗｯﾄﾎｰﾑ･ﾃﾞｺﾐｿｼｮｺｸﾞ問題解決の

一助として、移動可能プラットホームの販売運動がみら

れるが、他の油・ガス田に全く改造・修理無しに適用で

きるかは疑問であり、相当の闘謹を必嬰とする。

（購入以前に、全ての槻鯛・装慨についての操業テスト

が可能であれば問題ないが、時間的・経済的に不可能

であることを考慰しなければならない）

3）Mater，lPurcbase４１％１７％（*1）

4）Fabrication ２４％３８％（*2）

5）Transportation ２％３％

6）Installation ２３％２５％（*3）

7）StorageCostO１％（*4）

8）その他０７％（*5）

*ｌ：プラットホームl11f入質に製作時の材料附入擬比率を

掛けたコストと#ili強、改造の為に臓入機器・資材費

用をプラスした。

*２：製作に要した費用の比率で、陸上/海上での修理改

造費用を購入時の製作コストの比率にプラスした。

*３：据付費とフックアップ費用をプラスした。

*４；購入時から搬出まで韓国ヤード内に保管した費用

*５：その他費用の大部分は、プロジェクトマネジメント

費用関連の追加人件費が主体となっている。

新古Ｉ?)品を購入した事で、材料調達費用は新規製作の

ケースの４０％程度となったが、製作費用は改造、修理

費用を製作費と考えると５０％増しとなった(賦入時のみ

の製作劉率は８％程度であり、如何に修理/改造が多く

なったかを示している。

IUrIDI唾Ｋ１１ｊＩ,1互疋■、１

12．プロジェクトコスト増大と追加工事・費用増加の要因

１２．１プロジェクト・コスト増大の要因

（１）立地条件

入札に際してその金額に大きな影響をおよぼす要因と

してあげられるのが、その国の政治的、経済的国情で

あろう。また、エ事遂行の面からだけ見れば資機材の

調達の難易度、確保できる労働者の質、アクセスの難

易度等によって、エ事金額に数十パーセントのインパ

クトが考えられる。

（２）契約方式

（３）特殊術造の採用

水深が大きくなるほど、そのコストが期大することは

言うまでもないが、そのコスト削減のためにさまざま

な開発システムが研究採用されてきたが、特に極東地

域ではコンベンショﾌﾞｰﾙ・タイプのジャケット臓造が

主体であり、建設業者も特殊柵造には経験が少なく、

特にターンキィーペースlE､P.ｃコントラクト)での契

約の場合、業者にとってのリスクが大きいことから、

R化

別一舞に！＝がｅ

ｒ８ｗｎｐ
Ｉ;Y

Fig・l1-1-1LF13-1う゛ﾗｯﾄﾎｰﾑ･ｺｽﾄ比較

LP式■･ＵｄｒＩ子巴L●四F｣ＭｒｄＯｓ
●

■6

｢丙「 、１ｍ

凸で

Tmnnm｢Ｗ
空【

iＷ１

閃『 HＤＯ

FiRlO-1-2国内ケースのコスト比較

－４９－



コスト増となる傾向が強い。本プロジェクトにおいて

も、当初計画は極東地域で初のボトム・エクステンデ

ツトタイプとサプシー・テンプレートの組み合わせ

となっており、使用鋼材重蹴は非常に少なくなってい

たものの、製作、詳細設計経験が無く加えて、契約条

件として、材料のカットＡコープは元請け社が実施し

これを中国国内で組み立てる等の条件が付加されたこ

とから、コスト増につながった。

(3)特殊建繊を必要とする

オリジナル構造は、１２本のスカートバイルを打設す

る構造となっていたが、水中ハンマーが必要なことか

らこれだけで十数億円のコスト増が予想された。

(4)業者の仕事量Iマーケット・リサーチ）

プロジェクト・スタート時期は、東南アジアに展開し

ている業者は既に十分な仕事量を受注しており、満腹

状態にあったことが、コスト増につながった。

13．コスト削減対策

13.1契約・設計図書の整備

契約の意議を完全に理解し、対等な立場での契約を前

提として、エンジニアリングの重要性を認識し、準備

期間に十分な検討を実施すると共に、追加エ事発生を

防ぐ。

13,2現地業者の育成と櫛効活用

設備及び榊造物の建設,据付エ事といった巨大設備を

必要とする部門に関しては、離しい問題が多々あるが

今回のプロジェクトのようにフック・アップや改造が

主体でクレンパージ等重械・設備を必要としない工事

においては、あえて世界的な有名コントラクターに依

頼する事の意義はないと言える。但し、地元業者を使

う場合はエ事計画はもとより資機材調達、品質管理、

エ事管理を含めて発注者のワークロードlプロジェクト

,チームへの負担)が極端に増大したが、コストセープ

の観点からは成功したと言える。

12.2追加工事・費用増加の要因

（１）荒天待機

プラットホームの据付エヨJにおける、追加エ事の最大

の饗因は台風等によるｸﾚﾝﾊﾞｰｼﾞの待機費用であろう。

本プロジェクトにおいても、据付エ事エ程の25%を上

回る荒天待機が発生した。

（２）仕様書、設計図の不備に起因する追加費用

特に海外でのエ蝋に於いては、契約図書の整備とやむ

を得ず変更する場合の適時な処置は不可欠となる。

（３）エンジニアリングの重愛性

事前調査を含む設計・仕様書作成等に対する考え方に

ついては、国内と欧米ではかなりの差がみられる。

エンジニアリングが適正に完成すれば、７０％のエ程が

終了したと考えても良い。

（４）地理的な問題

本プロジェクトでは特に必要資機材の入手に手間取っ

た為のエ程遅れが目立った。

（米国内での仕繊のために製作されたものであるため、

当然ながら､欧米の微器・資材が多く部品澗達には特

に時間がかかった。また、製作から長時間経ってい

ることから、めまぐるしい米国Ｍ１ガス関迎事業状況

及びﾒｰｶｰの変化は想像以上で、７～8年の間に吸収・

合併・整理等により発注先すら判らないといった状

況にも多々遭遇した）

１３．３ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ･ﾏﾈヅメルチームの確立と意識改革

欧米のﾌﾞ１１ｼ蒸ｸﾄ･ﾁｰﾑと国内チームとの歴然とした差は

フ・ﾛｼﾞｪｸﾄ･ﾁｰﾑを柵成する人員数の差ではなかろうか、

「多いから良し」ということでは無いが、これは我が国

のプジェクト数が少なく、技術者の育成が難しいこと

と併せて、相対的に殺術関迎技術者数が少ないことに

起因している。その榔な状況下でプロジェクトを完

遂するためには、チーム全貝にプロジェクトの目的設

計/エ事内容を徹底し、プロジェクト・マネジメントの

あり方を理解させることが必要である。

13.4海外エンジニアの有効活用

国内石油開発会社がオペレータとしての開発プロジェ

クトは、現時点においては非常に少なく技術者の育成

・保持・技術の蓄積が非常に困難な頭から、施設設計

・施工管理関迦の技術者不足が目立つ、この問題に関

する将来の解決策は今後の抑題にするとしても、現時

点では経験豊富な海外技術者を有効利用することは現

時点では是非必嘆なことであろう。

－５０－



トランス。アジア天然ガスパイプライン構想の展望

平田賢

芝浦工業大学システムエ学部教授

東京大学名誉教|受

広域天然ガスパイプライン研究会座長

1．トランス・アジア天然ガスパイプライン構想の目指すもの

２１世紀後半の日本のエネルギー供給は，核融合と，太陽を中心とした自然エネルギーに依存するこ

とになろう。核融合の燃料は重水であるから、海岸線に恵まれた日本は資源保有国となる。核融合や

太陽電池で作られた大量の電ﾉLJや割!｢で水を分解し，水素を作って車やコージェネレーションの燃料と

することになるだろう。本講で提案する天然ガスパイプラインは，一度埋設すると寿命は半永久的と

言われるのでこの時代を迎えたときには水素をも輸送できる仕様にしてお力なければならない。

問題はそのような時代を迎えるまでのつなぎである。fllp6R環境問題がクローズアップされた今，そ

こまでのつなぎは核分裂型原子力と天然ガスに上1重を移さざるを得ないだろう。メタンを主成分とす

る天然ガスは同じ発熱鼠を得るのに石炭に較べて二酸化炭素の発生量が50％，石油に較べて35％減

となり，その供給の安定'１生から見ても，まことに貴重な燃lsl資源なのである。

図１は，1994年６月に通商産業省総合エネルギー調査会が作成した日本の長期エネルギー需給見通し

を筆者が図に表したものである。石71ｔlの輸入量を現状のままに抑える一方で，省エネルギーを徹底し

需要の伸びを抑え，2010年までに原子ﾉJへの依存量を現状（'92年度末で3440万kW，2230億kWh）の約

2倍（7050kＭ4800億kWh），天然ガスを約1.5倍（LNG換算4070万トンを5800万トンへ）まで伸ばして

行く計画になっている。天然ガスについてはインフラを劉擶し，輸入先を確保すれば問題は少ないが，

問題は原子力である。1995年末に起こった高速増殖炉「もんじゅ」のナトリウム漏れ事故のあと，原

子力発電所の建設計画をめぐって，1996年８月41｣に新潟県巻１１１Jで行われた|｣本初の住民投票は８８．３

%の投票率を記録し，反対6ｑ９%，賛成38.6%の大差で終わった。この結果は，今後の原子力発電ﾘT新設

計画に少なからぬ影響を及ぼし，国のエネルギー政策に抜本的な見直しをせまるものである。筆者は，

原子力船「むつ」の設計研究に貢献した故をもって，原子力安全功労者として1992年度科学技術庁長

官表彰を受けた原子力推進論者であるが，既に建設計画力確定しているものは別として，新規の立地

を求めることは殆ど不｢i・能になったと考えている。1995年９月ﾗ|観在、日本全国に営業運転中の原子炉

は49基，設ＯＩＩ溶量で趾’120万kWあるが，2010年までに残りの約3000万kＷ（約27基分）を建設してゆく

ことは極めて困難であろう。1995年９月ﾌK現在，建設中のものが3基，霞調審決定分が2基ある力《新規

の立地点を考えずＩ既存の原子力発電所の榊内に増設することを主体に考えて，あと数基の建設は可

能としても2010年には原子炉20基分ほどつまり2000万kW程度の電源設備の不足を生ずることとな

る。

－５１－
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図１．日本の長期エネルギー需；硯通し

一方，バブルの崩壊によって，このところ数年エネルギー需要の伸びはやや鈍化したカミ景気力匝Ｉ

復すれば1980年代後半(､需要のiflがの延長線上に戻ることが予想される。この政府見通しが想定した

ような省エネルギーを蕊|利するためには，格別の覚|雛以て鍛柵緩和を進め，エネルギー供給構造を

抜本的に変革しない限り，実現１１坏可能であろう。原子力発電所の建設は進まず,省エネルギーにＩ実

現困難となxrlば，このままの推移にまかせたときは，極めて重大な予測違いを犯すことになる。省エ

ネルギーと電源確保の緊急性は極めて深刻なのである。

これらの問題を，地球環境制約のもとで解決するためには,結局，原子炉の増調ご最大限の努力を

傾注する一方で，天然ｶﾖｽの輸入量を倍増し，コージェネレーションやリパワリング，スーパーゴミ

発電などの敵!i率のシステムエネルギー櫛荷の普及｡拡大を図ろ以外に方法はないと著者は考えてい

る。リパワリングも，例えば鉄鋼業界の協力を得て,通常の石炭焚きボイラー蒸気タービンに天然ガ

ス焚きの高温ガスタービンを組み合わせた「ハイブリッド・スーパー火力発電」，更には高温ガス

タービンと原子炉を組み合わせた「ハイブリッド・スーパー原子力発電」などのシステム技術を開発

し普及させなければなるまい。

わが国のエネルギー需給の問題もさりながら，より以上に鰍Ｉなのがアジアである。年率10％を超

える高度経済51ii長を続ける中国をはじめ，インド，ベトナムなどのエネルギー需要D伸びは，嘗て日

本力軽験した図１の1960年代における伸びiのように，指数関数的なものとなろう。通産省総合エネル

ギー調査会歴祭エネルギー部会が1995年６月に発表したアジア譜雪の需給見通しを図２に示弍2010年

におけるアジア地域11ヶ国のエネルギー総需要量は，1992年度の消費量石油換算15億トンの丁度2倍，

約30億トンになると予測しているが，こｵ罐図のように石炭を主体としてまかなうとすれば，地球環

境上もゆゆしき大事となる。中国における石炭の燃焼こよって発生するSOx，NOxは，今や中国国内に

留まらず，韓国，日本にも食酢なみの酸性度の雨や雪を降らせている。中国政府関係者は一刻も早く

－５２－
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図３．アジア地域の天然ガス

需要見通し

図２．アジア地域のエネルギー

需給見通し

石炭を天然ガスに転換したいという。

図３は図２の中から天然ガス需要の見通しを抽出したものである。2010年には，現状の約3倍となっ

ているが，石炭から天然ガスへCDgl騒換が進むとすればとても3倍では済まないだろう。因みに，図３

の総'１１の原7111換算百万トンは天然ガスの約10櫛Ｕ２に相当する。

アジア・太平洋地域CD諸国に，なるべく早く天然ガスを供給し，コージェネレーションやリパワリ

ングなどの省エネルギーシステム技術を普及させることによって，地球環境保全に貢献すること力１

先進諸国，鞠ニアジアに対する日本の責務であろう。

そのためには，アジア。太平洋|也域を縄:トランス。アジア天然ガスパイプライン網を早期に建設

しなければならない。図４の概念図に示したように，中央アジア，極東・東シベリア，アラスカ，東

南アジア，オーストラリア西岸などのガス田を供給地とし，アジア諸国をむすぶパイプラインを考え

ると，全長繩0,000kｍ建設費総額１０兆円程度と見積もられる。

ヨーロッパには，天然ガスの主要供給元である北海シベリア，アルジェリア，中近東から図５に

示すようにi1if線導管が1W;Z)目のように敷設されており，その全長は約800,000kmと言われる。因みに

このようにガスパイプライン綱力溌達したのは第１次オイルショック以降のわず力20年ほどのことで

ある。最近でも，西シベリアのテュメニ油田の北，ヤマル半島の巨大ガス田からヨーロッパ中心部へ

向けて7000km超のパイプ9ライン着工が報じられ，1994年８月には，中央アジアのトルクメニスタンから

イラン，トルコを経てギリシャのアテネまで，4000k1nのパイプqライン建設の合意力；世界銀行の保証

を得て成立している。一方，北米地域にも，440,000kmの幹線パイプラインが建設されている｡

今や世界のガス資源は争奪戦の様相を呈しており，アジア・太平洋地域の立＃三後れは明白である。

この地域は，あまりにもLNG（液化天然ガス）輸送に偏りすぎてきた。LNGによる輸送は，液化基地

輸送タンカー）受け入薊､基地など上一連のシステムの構築のために莫大な投資を必要とし，その回収の

ために，２０年以上の長婦|き取り契約（TakeorPay）とならざるを得ボ天然ガス価格の硬宣化を招

－５３－
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図４．トランスアジア天然ガスパイプライン幹辮圃の概念図

く。また液ｲ壁地は，；i豊j後に巨大なガス田を持つ場合しか成立しないが，そのようなガス田で海岸に

近いものはこの地域にl次第に少なくなっている。パイプライン輸送の場合には，ルートに近い中/lガ

ス｢1Jを拾って歩くこと力同能となり，天然ガスのスポットマーケットが成立する可能性が生じ，価格

に弾力性が生れる。

著者が座長を務める広りji天然ガスパイプライン研究会では，中国，韓国，サハ埒ﾛ国を東京に招い

て，1995年３月3日，第１回の「東アジア天然ガスパイプライン国際会議」を開催し各国の2010年に

おける天然ガス需要見通しを持ち寄った。まず，日洞ま先述のように，２０]0年に(妙なくとも現在の

輸入量の2倍，LNG換算8000万トン以上の天然ガスを輸入しなけうればならない。そり､内，通商産業省見

通しの6000万トンはLNG輸入の手動《出来ているものとして，2000万トン分（280億ｍ3）をパイプライ

ンによるガス体（以下PNGと略記する）でiliiii入しなければならない。

－５４－
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中国は2010年に3600～5700万トン（500～800億ｍ3）を必要とし，このうち国内産ガスで自給できる

分として1997年に200～220億ｍ3,2000年に250～300億ｍ3という数字を示した。国可産ガスの見込み

を，2010年まで外挿すると400～500億ｍ3程度と推定され，差し引き不足分’００～300億ｍ３（LNG換算

700～2100万トン）を輸入しなければならないことになる。韓国ま2010年に2160万トン（300億ｍ3）の

需要を予醐ルこれをLNGとパイプｑライン輸入を半々でまかなうという計画を持っており結局約1100万

トンがパイプライン輸入となる。

この３国を合計すると2010年において日本がLNGで6000万トン，PNGで2000万トン；中国力輸

入の全量をパイプラインでまかなうと仮定して，PNGで2100万トン，韓国がLNGで1100万トンとPNGで

1100万トン，計LNGで7100万トン（1000億ｍ3），PNGで5200万トン（730億ｍ3）を輸送する必要がある

ことになる。

先の図３に示したMITIの見通しでは，2010年において，アジア地域11ヶ国の域内供給可能量を，中

国330億ｍ３，アセアン6ヶ国1740億ｍ劇，その他を含め合計2100億㎡と見積もっている。従って，図３

の需要量2850億ｍｍを充たすためには，域ﾀ肋､ら750億ｍ3導入する必要があるとしている。日本，中国

（台湾，香港を含む），韓国以ﾀ|のアセアン6ヶ国の需要ll50m3はMITIの数値を準用し，これに上記

の我々の研究会予illIの日・rl:'・鱸ヶ国の需要量2210億ｍ3を加えると，2010年におけるアジア地域の

天然ガス需要量は3360億ｍ３となり，ＭＩＴＩの予測を総需要量において510億ｍ３（LNG換算3600万トン）

－５５－



上回る。域内供給可能量もMITIの数値2100億ｍsを準用すれば,差し引き不足量は1260億ｍ３（LNG換算

9000万トン）となり，これを域ﾀ肋､ら導入しなければならなしも

現在1二1本|輸入されているLNGは，インドネシア，マレーシア；ブルネイなどアジア地域内b､ら80%，

オーストラリア，米国アラブ首長国連邦など域外から20%程度の割合になっている。これを外挿して，

2010年における日本のLNG導入量6000万トンの80%，4800万トンは域内で手当ずみと仮定すると，残り

1200万トンと韓国lilUけ1100万トン，計2300万トン分遡NGで，残りの6700万トン（940億ｍ3）分をPNG

で導入しなければならないことになる。結局，280億ｍ3．年超（LNG換算2000万トン年超)の供給先

を3ヶ所ほど，極東＠束シベリア，中央アジアなどに見出して，パイプラインによる導入を図らなけれ

ば，２１世紀における北東アジアCD経済発展と環境保全は極めて厳しいものとなろう。この時点でLNG輸

送が日・韓向け砿'－１心に7100万トン，PNG輸送が6700万トンとなり，輸送｣:悴は棚a等量となる。

1996年９月22～24日，我々の広域天然ガスパイプライン研究会主催，中国石川J天然気総公司(CNPC）

および韓国汎アジア天然ガスパイプライン協会の共催で，CNPC国際会議場において第２回「北東アジ

ア・天然ガスパイプライン国際会議」が開かれ，ロシア，イルクーツク，ヤクーツク，モンゴル，中

国，韓国，二|翻鮮，マレーシア，米国，英国，カナダ：オーストラリア，ドイツ，イタリアの各匡ﾚｳ、

ら170人が集まり，熱のこもった討議が行ｵっ〔れた。中国の需要見通しが2010年には850～1000億ｍ3に

増大したので上記の数字は更にきびしくなる。この会議の第３回は1997年11月に韓国ソウルで,第

４回を1998年にイルクーツクのバイカル湖上で行うこととした。

2．極東・東シベリア，北東アジアの天然ガス資源量

先の図４に示したトランス・アジア天然ガスパイプライン綱は以下の7プロジェクトに大別される。

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

トルクメニスタンー中国一韓国一日本

（ヤクーツク）一イルクーツクー中国一北朝鮮一韓国一日本

（アラスカ）一サハリンー日本

ASEAN一中国

ASEAN域内

オーストラリア一ASEAN

トルクメニスタン，イランまたはオマーンーパキスタンーインド

これらのに|丁で，地理的に近く，中国，韓国が積極脚こアプローチしているイルクーツクのガス，及

び石7曲メジャーの手も入って計画が進んでいる中央アジアのガスの開発優先度が高く，ヤクーツクが

そのあとに開発されてイルクーツクラインにつながり，サハリンとともに'１:J1Ml計画ということになる

のではない力、図６にこれらを含むトランス・ユーラシアパイプラインの榊想図を示す。因みに，イ

ルクーツクーモンゴルー中国一戸|醐鮮一jl1iil国一北九州ライン4635kmに40～56インチ径のパイプを敷設

して，流量最大400億ｍ３／年，建設期間5年，２０年､鑓，利息6%，Ｉ[(Ｒ13%，ガスＣｌ:|二戸元コスト0.04

$／ｍ`として，北九州着のガスコストを概算すると，建設費総額13,280Ｍ$，ガスコスト0.13＄．ｍ３

または3.3＄MMBTUとなる。これに国内運賃を加えpても，LNG輸入価格と充分な競争力を持つであろ

う。

次に，この地域の天然ガス資源量について見てみよう。1991年のIllterfaxNewsによれば，トルク

－５６－



メニスタンの確認埋蔵鐘.７兆ｍ３（1994年８月の広域天然ガスパイプライン研究会調査団によれば，究

極埋蔵量が米国ベイマー社の調査で21兆ｍ３，トルクメニスタン自身の調査で15兆m3），カザフスタン

18兆ｍ３（カザフガスCDlfi字は3兆ｍﾖ），ウズベキスタン1.8兆ｍｍ（ウズベクネフテガスの数字|犯兆

、3）である。また，外務省のロシア極東・東シベリア調査団CD調査ではヤクーツクの確認埋蔵量

1兆1200億ｍ３，究極埋蔵戯１２兆ｍ３．サハリン周辺の大陸棚鉱床の確認埋蔵量が1兆8000億ｍ3，オホー

ツク海全体で5兆㎡となっている。

1995年９月の広域天然ガスパイプライン研究会調査団によればイルクーツクのコビチンスコエガス

田の確認埋蔵量が8700億ｍｍ，究極埋戯量7.5兆ｍ図である。280億ｍ３年の生産を30年間保証するとい

う。ここのガスはメタン90.3%Ｉ二酸化炭素014舩コンデンセート含有量67ｇｒｍ３という良質なガ

ス田である。

また，広域天然ガスパイプライン研究会の1992年11月の中国調査団の調査では，海湾1兆1000億

ｍ3，東シナ海（平湖）２兆ｍ３，海南島沖８～１０兆ｍ３，北部湾５～6兆ｍ3，中国西部のタリム，ジュ

ンガル，トルファンの`i:f盆地，四Ⅱ|省，青海省，西省などのオンショアガス田|瀝の剃音から鉄'一

倍の埋蔵量と見られている。

1995年３月の東京における第１団b東アジア天然ガス国際会議こおいて中国石油天然気総公司の史

訓知総経理助理が発表し7ボニデータによれば1994年末までに中国の11の堆積盆地で139の天然ガス田が

発見されており（台湾四ヶ所を含む）そのうち確認埋蔵量が100億ｍ3に及ぶ大・中ガス田力81ヶ所

（台湾2ヶ所）あるという。究極埋蔵量は中国全体画0兆ｍ3以上と見積もられ，５兆ｍ3を超える堆積

盆地がタリムとlIIjljll盆地､2ヶ所にある。１兆ｍ３以上の盆地は東Mii，鴬歌海，渤海湾，ジュンガル，珠

江口，キャン東南の6ヶ所にある。これらの数字は1996年９月の第２回会議で改訂され'995年には197ヶ

所のガス田から170臆ｍ３を生産したという。
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図６．トランス・ユーラシア天然ガスパイプライン網樅想

－５７－



結局のところ，ロシアも中国も資金不足のために探査が不充分で，どれだけあ動､，よくわからな

いというの力澳態のようである。中国が発表した天然ガス生産量170億m3／年という数字は,石油生産

に随伴するガスだけでもその１０倍は出ている筈で，パイプラインなどのインフラ盤iliが遅れているた

めに，使うことが出来すＩフレアスタックで９割以上無駄に燃やされてしまっているようだ。結論と

して，この極東・東アジア地域には，未開発のガス資源が大量に眠っているということである。資源

は地下に眠っている間I讃源ではない。これを開発し流通にのせて初めて資源とtj:ろ。豊富な未開

発資源を，パイプラインで需要に結び付けられれば,需要はいくらでも開発されよう。

3．パイプライン織想に対する各国の反応

広域天然ガスパイプライン研究会は1991年３月に米国，７月に欧州の先進事例調査を皮切りに，１９９２

年５月に韓国，台湾，タイ，マレーシア，インドネシア，シンガポール，1992年11月にサハリン，ハバ

ロフスク，香港，中国，1993年１月に米国の深層ガス及び水素パイプライン，1993年７月にハバロフス

ク，ヤクーツク（ビリュイスコエガス田）及びアラスカ（プルドーベイ石油・ガス田），1993年11月

には中国タリムとトルユ1994年２月にはオーストラリア，シンガポール；フィリピン，1994年８月に

は中央アジア3国，1995年８月にはイルクーツク（コビチンスコエガス田），モンコル’二|ｺﾞ国‘北朝鮮，

韓国と前後10回に及ぶ調査団を派if上して，関係各国CD実状調査とパイプライン構想に対する反応を探

ってきた。

に'二i国石油天然気総公１１(CNPC）王涛総裁をはじめ，サハリンのフィヨードロフ耐|事，サハ共7[1国

（ヤクーツク）のエゴーロフ前副首相，マレーシアのマハティール首相，インドネシアのハピピ科学

技術i相，モンゴル共和匡|のヨンドン通産次官とミシャ資源エネルギー省次官，朝j鰍民主ﾖ義人民よ帥

国（北朝鮮）の金正字鮒}経済委員会委員長，オーストラリアのヒギンズ産業エネルギー省次官，ア

ジア開発銀行の季副総裁など関係の要人達はいずれもこのパイプライン構想に積極的な賛意を示さ

れた。中でも，1995年|｣月に大阪で開催されたAPEC（アジアフホ平洋経済協力会議)のエネルギーワー

キンググループの議長国を務めたオーストラリアは，キーティング猷目が1993年秋にシアトルで開催

されたAPECの首脳会議CD直前，カリフォルニアNewportBeachにおける外相会議後の記者会見(l993

1Ll8.）で，このトランスアジアパイプライン構想に触れこのような構想がAPECの枠組みの中で議

論するのに‘唯一'1適合したテーマであると述べ，未だに軍備を増強しつつあるアジア・太平洋諸国

間の緊張をcooldowlTするのに役立つであろうと結んでいる。事実，シベリアからIZjqHIへ向けたパイプ

ラインは，冷戦の時代にも安定してガスを送り続けていたのである。

このような基本的認識を元に，前述のヒギンズ次勧戟々との会談の際に，次のように述べた。

「このトランスアジアパイプライン榊想はオーストラリアで|蛸名であり，実現されればAPＥＣ域内に

おける天然ｶﾘｽの需給１コ蔵大の利益をもたらすであろう。APECの組織は，このパイプライン構想の実

現に対して充分な貢献力牡|来るだろう」。

また，に|薊匡随７１１j天然気総公司王涛総経理は，1992年11月9日の我々の訪問に際し次のように挨拶

された。「このアジア・太平洋パイプライン構想は，ロシア・中国の膨大な天然力，ｽの潜在ポテンシ

ャルを引き'1(す意味で大きな意義がある。日本の友人と合作して是５１驍現させたし､先見の明のある

偉大な構想であり，しかも現実|鋤《ある。日本は原↑蛇中東に(衣存しているが，に'二束の資源は競争が

激しく不安定要因を多く抱えた歴史を持っている。ロシア・中国とパイプライン力結ばｵrlJtしば．長期

安定に資することとなり，多元化はまことに賢明である。私もかつて日本石油公団総裁に，ロシアー
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中国東北部一朝鮮半島経由のパイプライン輸入を提案したことがある。シベリア，カザフ，トルクメ

ン，ウズベク，中国西部の資源は極めて豊富であり，ソース1統分である。中国自身のガスは，これ

までパイプライン等のインフラ力撫かつたため毎年1300億ｍ3位利用出来rrに捨てられてい為パイプ

ラインが建設され，マーケットがあれば，1400億ｍ３年（LNG換算１０００万トン年）･位の生産は現状

でも可能である。この構霞はそのような意味でも，われわれの天然ガス生産の意{ijiを刺激するもので

あり，是非日本政府にも働きかけて欲しい」。

1995年９月の3度目のCNPC訪問に際しては史訓知氏は副総経理に昇任しておられ，イルクーツクの

コビチンスコエガス田から，モンゴルを縦断し北京を経由して中国東海岸の日照|至る3400kmのライ

ンとモンゴルを迂回じて中国粟|上部を経由する4500kmのラインとの２ルートを利一大きな掛図力応

接間にかけてあった。モンゴルを縦断するラインは大口径のパイプが5～6本通っており，ヤクーツク，

チュメニヤマルなどシベリア各地のガスを全てこのラインに集結して南に送る「アジア大幹線」の

構想であった。すでに，これら２ルートについては，現地調査が行われており，そのビデ}Ｚｒも見せて

くれた。史高騰経理は「このパイプラインI|輝想につ((ては，今やアジア。太平洋各国政府の共通の認

識になりつつあり，世嗣可のメジャー，財閥から関,幼く侍たｵTている。中国，韓国タイ，ビルマ等

アジアの需要は伸びる一方であり，マーケットに関じては全く問題はない。東南アジア，オーストラ

リア，中東の生産量でi坏足であり，アラスカ，ロシア，中央アジアの生産を期待しなければならな

い。中でも資金と距離を考えるとシベリアが最も有望である。このプロジェクトはアジア。太平鵬儲

国にとって誠に意義のあるものである」と述べられた。

最大の難関と考えてＷと北朝鮮訪問は1995年９月に実現した。朝鮮民主主義人民共和国対ﾀ膿済委員

会金正字副委員長とお会いしたが将来の首相候補と言われる方だけに立派な方てHjうった゜「この構

想は興味のある計ｌｉ１ｉである。３年前南朝鮮（韓国）のある会社と，ロシアからの1本のパイプライン

を建設する契約を結ん鐡〈，そのままになっている。つまり，３年前からパイプラインを国内に建設す

る意志はあった。２１世紀はアジア・太平洋の時代である。アジア゜太平洋の主人１Ｍま２１世紀の主人公

である。主人公はその役割を泉たさなけｵ1ばならなし、このようなパイプラインを建設することはア

ジア・太平洋の人々のためになることである。１日も早く成功させなけｵTばならない。我々も積極的に

協力する」と挨拶された。

1992年５月に韓|玉1を訪問した際に韓国ガス公社の副社長であられた鰈'二賢範氏がパイプラインを北

朝鮮経由で韓国に導入することを強く主張され，自らもヤクーツクから北朝鮮経由のルート図を描い

ておられた。その後退職されて現在はDaelim（大林）社というコージェネレーションやIPPの建設会社

の社長をつとめているが1995年７月には，鮮干氏を中心に，我々の研究会に似た韓国汎アジア天然ガ

スパイプライン協会を設立されﾌﾉﾋ。韓国はヤクーツク，イルクーツクと接触を深６t「ており］パイプラ

インのフィージビリティスタディ契約をロシア側と緒'(ﾉでいる。

1996年１月8～9日には北京において朝鮮半島縦WTパイプラインの可能|生についての第１恒南北朝鮮

会談が開か;れ大。両国c､強い要請に基づしTて開かれたものであるが広域天然ガスパイプライン研究

会の座長としての箙者と朝倉堅｣111事務局長がコーディネーターを務めﾌﾟこ゜北朝鮮111113:対外経済協力ｌＩｆ

進委員会ウィドク・リー局長以下6名，韓国側は鮮干社長以下5名で，共通語としての朝鮮語で友好樫

に熱Ｄな討議が交わされた。板門店以外で南北がテーブルについたのはおそらく;In6てであろう。こ

れを受けて1996年９月の北京における国際会議の前日に第２ITilの会談がＩｉｌ肋､れた゜直前に北戟鮮潜水iI儲

の韓国沿岸座礁騒ぎが起こり，北ロリメンバーの参加力危ぶま〕fl7i二が，非公式に4名が北京に参集し会談

は予定どおり行われた。図７に話し合われた朝鮮半島幹線パイプライン榊想図を示す。
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図７．朝鮮|§島幹線パイプライン構想

一方，カザフスタンは以前から夕リムのガスを国境を越えてパイプラインで輸入する言fi画iを持って

いたらしい。我々が考えているイリ河沿いのルートでkkなく，もっと北に寄っﾌﾟこアツフトが｢経由で鉄

道沿いに天山を横切るルートが彼等の地図に記入さ』ihていたのには驚いた。同国石油。ガス工業省エ

レマーノフ第一次官によればトランスユーラシアパイプライン計画に参加して目国産の

ガスも是非東へ出したいという。ウズペキスタンはもっと積極１勺であり，ウズベクネフテガスのサイ

ポフ理事長によれば，トルクメニスタンと等量のガスを出す用意があるという。｜睦，トルクメニス

タンの政府経済研究所バイラーモフ所長は2020年には，欧州および東方と南方へガスを2000億ｍs輸

出したいという。実にLNG換算'億4,000万トンであり，日本の現在の輸入量の3.5倍という膨大な量で

ある。中国横断ラインには少なくとも280億ｍ3は出したいという。

以上のように，関係柵刃は我々の訪問に対し，いずれも極めて積極H0な姿勢を示された。これらの

プロジェクトの実現のためには，関係国間の充分な討議と合意の形成b〈重要であることは言うまでも

ない。全般的な討議の場として尉薗な組ilWiがAPECであろう。APECのエネルギーワーキンググルーフツョミ

どの場で，上記のプロジェクトの優先順位などを議論し，アジア開発銀行や世界銀行，あるいは日本

輸出入銀行などが，そCD結論を尊重してファイナンスするというような形が最も望ましい姿であろう億
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4．日本国土縦貫天然ガスパイプライン構iiEl

北はサハリンから，南は中国や韓国からパイプラインで天然ガスの供給が行われるとなれば，日本

の中に国土縦貫パイプラインが必要となることは自明である。図８に'１M{想の基本的MH念を示す。北海

道から九州まで２本の国土縦貫パイプラインを整備する。既存もしくは新設のLNG基地を串刺しにして

補給を受けながら，臨柵１１の大粉肺，大工業地帯を結んで行く。管径１ｍ（40インチ），圧力70気圧

のパイプを，稚内から脚iL島ま~ご全長約3300km，南北に敷設するが、2005年までの第１フェーズプロ

ジェクトと，更に2020年頃までの簾２フェーズプロジェクトの２段階に分けて全休として“８の字,

型の構成とする。

高速道路など公有地矛|剛を原則として具体的に，第１フェーズプロジェクト3300kmの建設費を試算

すると，総計約3兆円となる。630兆円の社会資本投資を世界に公約しているわが国としては，決して

予想外の額でﾄﾞｺﾞない。３０年間の総Uを仮定して天然ガスの輸送費を試算すると15円，トン．kｍ程度とな

る。これらの数字は現実liLl2のある数字であるが，これを実現するためには利子補給や国家補助などの

公的なインセンティブカ泌要となろう。事業推進の主体や，その運営形態，資金囑朏を含めて，現

行の電気，ガス，熱など洛極事業法や，道路，鉄道など管轄省庁の枠を超えた，桜断的な「天然ガス

高度利用促進法」といった新たな立法措置を講じて国民総意の下で推進すべき次元D問題であろう。

００

図８．日本国士縦貫天然がスパイプライン機想
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図９．ﾄﾐl本流海底パイプライン方式CD簾（日本ガス協会lifil企画部長案）

国土縦貫といっても日本の場合国道などに埋設することを考えると現在の法律のもとでは，片1Ｍ

通行止にして昼間に工事を行い，夜間は埋め戻すことの繰り返しであり，工事の進行速度は遅く，単

価も著しく高いものになってしまう。ｋⅢあたりの建設費は約10億円と言われており，欧米の7～8倍で

ある。そこで図９に示すように，日本海(Ｍ１を海底でつないで新潟，敦賀，鳥取，二lblL州などの拠点で

上陸し，肋骨型のパイプラインで太平洋側に送るという案も検討さｵTている。

ところで，1992年９月に日本コージェネレーション研究会調整f団は，米国オクラホマのGHK社を訪問

した。同社のRobertA、Hefnerm会長は，1957年のオクラホマｿ1{立大韓I1jl質学専攻の卒業生であるが，

1969年，西背けクラホマワﾄﾄ|アナダ)レコ盆地でNo.１－１Green井戸を掘り，２<'’45牡ｔ（7,453m）に到達

当時の世界第２位の深EI記録を作った。この井戸は,21,600～22,600fｔ（6,584～6,888m）のガス層か

ら，地上圧力15,l50psi（1,065bar）という当時の世界最高圧のガスを産出し，現在までにl28B〔Ｆ

（3.6億ｍ`）のガスをLL産している。その後'97蝉には，31,441fｔ（9,590m）というRogersWellを堀

り，当時のiuill1l世界でのｌｉｉｔ深記録をjli脚立した。この深lii〔でも岩石のに'｡には'0数％の多孔度が存在し；

空隙はガス圧でバランスしている。採取されたガス付少量のエタン，硫化水素を含む純メタンであっ

た。先述のグリーン井戸のように天然ガスを毎年６BCF年（1.7億ｍ‘年）以上継続して産出する

井戸をGHK社は“superwGlr，と命名しており，既に同社は20本以上のsuperwellを発見している。今

日，全米に200本以上のsuperwell力《あるがその80％は“深lﾂﾞ:'二戸（deepwell），’である。因みに同
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表１．第８次国内>司由。天然ガス資源jﾖﾄﾞ鉱。開尋震|-画

平成７年度 平成８年度 平成９年度 平成１０年度｜平成11年度

対馬沖子吉川沖 五島灘 三・陸沖 南海トラフ

海 (秋田県沖） (長崎県沖） (長崎県i''１） (岩手県沖） 又は

深度5,000ｍ深度5,000面 深度4,000ｍ 深度4,500ｍ オホーツク

域 水深120ｍ 水深120ｍ水深２０ｍ 水深８５０ｍ 深度3,300ｍ

水深850ｍ

陸 馬追 東山西頚城 夕張｜小国

(北海道）(新潟県） (新潟県） (北海道）｜（新潟県）

域 6,000ｍ 5.500ｍ 6,100ｍ 5,000ｍ 6000ｍ

社は，深度に対してガスの圧力勾1m｣が急に変わる15,000fｔ（4,500m）で浅井戸と閑ｷ戸を区別してijS

叺同社の生産量は筏ﾁ|戸と深ﾌﾞﾆ|戸が約半々である。全米のｼﾞｨ病の５～10％が17,000～18,000fｔ（

5,100～5,400m）以上の深井戸で，その総数は約400本ある。

これらの実績を持つGHK社のHefner会長は我々の訪問に際し日本に於いて深部ガスの最も有望な

地域として，北海道を夢ﾌﾞ，特に夕張のように昔から炭鉱のガス爆発を繰り返した地域の深部を試掘

することを強く薦めた。幸い夕張の炭鉱が閉山するときすべての鉱業権および炭住の跡地などを

夕騎|丁が買b土げているなどの斜'二が揃い通産省は1995年度から始まる第８次石油・天然ガス資

源探鉱゜開発５カ年計画のなかに北海道馬追地区とともに畠､；礎試錐を盛り込んﾌﾟ１．６表１に試錐CD年

次計iHiiを示すｂ幸いにして，試掘に成功し北海道てｳk自量の国産ガスが産出されることになれば，日

本国土縦貫天然ガスパイプラインの重要性は一層重みを増してくる。

5．結語

イルクーツクからモンゴルを経て，中国韓国，二|蹴鮮，日本を結ぶパイプラインは，単に距離が

短いばかりでなく，以下のような理fIIで｣|謡Uに重要な意味を１審つ。

1995年11月，米国ワールドウォッチ研究所から出版された「エネルギー大潮流」（C・フレイビン＆

Ｎ､レンセン箸山梨晃一訳，ダイヤモンド社）に注目すべき粥諭が導力れている。天然ガスを燃料と

する高効率。分散型のコージェネレーションを普及させ，燃料を天然ガスから次第ご水素へ転換して

ゆく。2020年頃には，天然ガスに15%程度まで水素を混入したHythaneと呼ぶ混合ガスをパイプライン

で送る。太陽風力，水力などの自然エネルギーを利用して水を電気分解し水素を作り出す。このよ

うな戦略をとれば，ＩＰＣＣ（気候変動に関する政府間パネル）を始めとする大方の燕Uに反して，大気

中の二酸化炭素濃度は，図１０に示すように，現状6,860ppmから来'螂己半ばまで'約450ppmで安定し，

その後数十fl：i間で徐々に下降するというのである。:)k国の':|可でも辛1=1で知られる同1in:究所がこのよう

な予測を発表したことは我々の積み重jlgてきた努力の方向力誤りでなかったことを示してくれたも

ので心強い。天然ガスパイプラインは，－度埋設すｵTば半永久H勺な寿命を持つと言われるので，上述

のような水素の時代にも有効な，重要な社会資本なの｢である。
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平成７年度 平成８年度 平成９年度 平成１０年度 平成11年度

海
域

子吉)||沖

(秋田県沖）
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水深２０ｍ

五島灘
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水深850ｍ

南海トラフ
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小 国

(新潟県）
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水素を作るための自然エネルギーの中では，なんといっても水力力最も経済性力高いだろう。ロシ

アの潜在水力発電量は1兆～1.5兆kWhとされている(3)が，その大部分がシベリア｡極東に賦存してい

る。中でもアンガラ・エニセイ水系は豊かな水量を持ち，且つ随所に急勾配の傾鋤〈あり，地質条件

も水力発電に適している。ロシア科学アカデミー，シベリア麺Ｉｉの試算では，アンガラ・エニセイ水

系の経済的電力生産可#虚は2700億kWh（日本の全電力需要の組．３），出力合計6,000万kWとされて

いる。この水系には，ブラーツク発電所（410万kW），シユシュンスコエ発電所（640万kW）など|螺

最大級の水力発電所がﾘﾋﾞ'1識されているが，生瀧可能量p､ようやく１，３が開発されているに過ぎないと

いう。さらに東のレナ，アムールク(k系まで含めればl駄な未開発水力地帯である。言い換えれば，イ

ルクーツク近辺は，水調ｊｌｌ造に適した地域ｿ:』:のである。これらの包蔵水力を開発し水素に変えて

「アジア大幹線」パイプラインで南へ輸送すれば，オ藻エネルギー時代の幕を開くことが出来よう。

1995年９月のイルクーツク訪問口漂に，コビチンスコエガス田の開発権を有するRusiaPetro1euII社

のプラトノフ社長が示してくれた地図には鉄道沿いにモンゴル，北京，北朝鮮,韓国までのパイプ

ラインが描力れていたが注目すべきはパイプラインが韓国で留まっていた点であった。もう1枚のイ

ルクーツクからコピチンスコエガス田までのパイプライン図も示されたが，そのタイトルは‘Export

toChinaandKorea”となっており，Japanの字はどこにも見当たらなかった。日本はもは』Pカヤの外

であることに調査団メンバー一同はショックを受けた。

中国の李鵬首相は1995年６月末，ロシアを訪問してエリツイン大統領及びチェルノムイルジン首相と

会談して，中ロが協力してシベリアの天然ガス開発を推進すると発表している。また，同年９月末には

チェルノムイルジン首相が韓国を訪問して；イルクーツクのガス田開発を積極的にlIii進する旨の共同

声|ﾘﾘを出しプヒ。韓国からも李洪ﾌﾞ臓相が同年５月に訪に|訂している。とどめをさすように，

1996年４月25日にはエルソィン大紡領が訪ＦＩＬ江沢民Ei三席との会談を行いシベリアの資源；雛につい

ての覚書に署名を交わした。このl1flにロシア国内の151謹術も進み生産分与方式についても具体的に議

(ＤＤｍ）

nU6HO

蕊
lＰＣ

5hm目

HH010

Ｂ１Ｚ５

場l5HO

`し －」Ｉ
ロ

1950

ロ

2000l85C 1900 弧鵬、 2100 年

図１０．ワールドウォッチ研究所による大気中二酸化炭素濃度の子ijlU
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論ができるようになったｂここに到り，さすがに日zlszD石油公団も腰をあげ，資金を用意してイルク

ーツクの資源量の確認に加わることになった。また-リラハリン開発も動き出し，石１１１資源開発（株）を

中心に近海海底パイプラインで新潟に場け魁計画が発表されたｂ

追いつき追い越せのハングリー時代には海外の動きに敏感だった人々も，戦街0年を経て飽食の

間に，いつのまにか哲学や国際感覚を失って久しく，政治家にも経済人にも嘗て資源派といわれたよ

うなスケールの大きい人々が見当たらなくなってしまった今，海外のこのような動きに危磯感を覚え

る人が何人いることだろう。２１世紀のアジアのリーダーは中国韓国であり，日本は平和ぼけのまま，

衰退の一途を辿るのであろう。

地球環境問題はエネルギー問題を単なる一国の問題として考えるのでは不足であることを示してく

れた。いまや地球全体のことを深く本気で考え，近隣諸国と手を携えて行動に移さないと手遅れにな

る可能性がある。日本だけが衰退の途を辿るならまだよいが，日本の無責任が，アジア全体の，さら

には地球全IzlXの破滅へCD動きを力陸する可能性があることに気づいてからでは遅(のではないか。中

国韓国が我々の研究会のこれまでの活動に，一応CD敵意を表してくれている間にいま日本が果た

すべき役割は世界の大国中国と手を結/<ﾉでアジア゜太平洋地域の安全保障と経i覆澆展，更には地球

環境保全に資することを世界に向けて宣言することであろう。

本稿の執筆に当たっては「広域天然ガスパイプライン研究会」の研究成果に負うところが多大であ

ったことを記し深く謝意を表する。

(以上）
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園討論２

●増田（東京大学）平田先生にお伺いします。私も平田先生の本を読ませて頂いて、

先生の考え方にまったく同感しているのですが、日本の状況、例えば先ほど電力会社さ

んの方でバックアップを取ってくれなかったと。先ほどのようなガスのパイプラインが

出来ると、電力会社さんの利益がぐっと少<なってしまう。それから後は縦割り行政の

問題もあると思いますが、その辺りで何かございますか。私もそこを乗り越えられない

限り日本の将来は暗いと思うのですが、先生のお考え、あるいは善い方策がありました

ら聞かせて頂きたいと思います。

●平田核心を突いたご質問を頂きまして、最初からまさに本題に入ってしまうのです

が。一昨年の12月に電気事業法が改正になりまして、それまでは発電、送電、全ての電

気事業は電力会社の独占事業でした。しかしつい先日、佐藤通産大臣が口をすべらせて、

発電と送電の分離ということをおっしゃいました。途端に侃々誇々の議論が巻き起こり

まして、通産省の中でも大問題になっておりました。

一昨年12月の電気事業法の改正は先ほど地図をご覧いれましたように、電気を卸売り

する事業を認めたわけです。それは発電の一部が自由競争になったということでありま

して、今まで独占の電気事業の中にそういう風穴が開いたということです。それをさら

に徹底すれば、たまたま今朝の日経新聞ですが、電力会社の電気代が世界の電気代に比

べて３割高い。そのコストを下げるに当たっては競争原理を持ち込まないといけない。

そういうことが電気事業法改正の根本の思想であったわけです。

例えば、先ほど申しました独立発電事業（インディペンデント・パワー。プロデュー

サー：ＩＰＰ)､そのＩＰＰが日本での第一陣が昨年の10月に落札が決まりまして、１５社

20件のＩＰＰ､306万kWという発電が行われることになりました。それは製鉄会社、石油

会社等々がご自分の事業所の中に数十万kW級の発電所を持って、その電気を電力会社に

卸売りすることが認められたわけです。そうなるとかなり自由化が進んできます。同時

に．ジェネレーションは今まで電力会社から随分冷たくあしらわれてきたわけですが、

先ほどの卸電気とは違いまして特定電気事業と申しまして、地域再開発等々に際し、そ

こに．ジェネレーションを導入して、熱と電力をある地域に供給すると同時にそれを商

売として、そこの地域だけはミニ電力会社で事業をする。これの第一号は諏訪ガスとこ

ろがおやりになっています。だんだんそういうことであちこちに風穴が開き始めていま

す。すると、電力会社の独占形態がだんだん崩れてくるわけです。

そこで電力会社というのは新聞によりますと、直ぐに電力の質の問題、質が落ちると

おっしゃるわけです。しかし、日本の．ジェネレーションの質は決して悪いものではあ
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りません。それによって停電が増えるということは考えにくいのです。逆に言いますと、

今までの電力は消費者側はそんな電気を頼んでいなかったのではないか、オーバークオ

リティーの電気が来ていたのではないか。よってコストが高いのではないかということ

をいよいよ言い始めたわけです。私などは前からそれを言っていたのです。それでクオ

リティーを少し悪くしてもそういう独立電気事業やミニ電力会社がどんどん出来ること

によって、電気代自体が下がってくる可能性はあるわけです。そして電力会社がやって

いることまで受け入れられるようになったわけです。

さて、それで今申しましたように日本全国に天然ガスのネットワークができ、今まで

なかったところも全部コンバインドサイクルが入り始め、全部で発電が始まったとしま

すと、さすがに電力会社は脅威を感じるわけです。ですからまず基本的には、電力会社

は全部自分で、自分の必要な天然ガスはＬＮＧで全部手当てし、ＬＮＧの受入れ基地を

持ち、その受入れ基地の周辺に大きなＬＮＧコンバインドサイクルの発電所を持つとい

うことで間に合ってきたわけです。それ以上のパイプラインは電力会社としては必要な

いということが、基本的な姿勢だったわけです。日本の天然ガスの４分の３は、電力会

社向けに入ってきているのです。するとその電力会社が、おれたちはパイプラインは必

要ない、勝手にやれという姿勢ですから、まず通産省も動かない。差し支えがあったら

非常に申し訳ないのですが。ですから電力会社に楯突いて、通産省が自ら旗を振ってパ

イプラインというはずがないと思っているのです。それがまず第一点です。

次に、これまでは比較的大手のガス会社と一緒にやってきたわけです。当然ガス会社

さんはパイプラインが出来れば、非常にメリットがあると思ってやってきたのですが、

ガス会社さんが最近になって、よく考えてみるとこれは本当に自分たちのプラスになる

のかということで腰が引けているのです。大手のガス会社自身が、例えば今、東名、名

神のパイプラインを申しましたが、これはフリーアクセス、コモンキャリッジといいま

して、国が作りますから誰でもアクセス出来るパイプラインです。誰でもパイプライン

を使えるようになりますと、そういうコモンキャリアーのパイプラインが、例えば東京

ガスのテリトリーの中をどんと通る。そこに中小のガス会社のガスがどんどん流れて、

その先にどんどん需要がくっつくとします。すると、隣に走っている東京ガスのパイプ

ラインはだんだん需要が落ちます。よく考えてみると、コモンキャリアーの国が作るパ

イプラインは、大ガス会社にとってはマイナスかもしれないとお思いになりはじめたら

しいのです。

すると後に残るのは、これから天然ガスに転換したいと思っている中小ガス会社と今

まで大ガス会社に対して敵対してきたＬＰＧ業界、これがいよいよパイプラインの推進

者となってくるのではないかと、最近そう思っております。･世の中アゲインストの風ば
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かりで、なかなか日本全体がそれを押し切って通産省がやるはずがないのです。ですか

ら従って、東名と名神の下に一緒に入れてパイプラインを敷設したら、東名、名神の建

設費は250億円／k､かかりますが、２億円／k､で済むのです。これをまったく独立に建

設しようとすると、１０億円／k､以上かかります。ですから東名、名神のチャンスを逃す

と未来永劫、東海道を横に通るパイプラインは出来ないでしょう。この機会を逃すとど

うしようもないのですが、どうも状況としては逃しそうなのです。極めて悪い。なかな

か国は動かないし、大ガス会社は腰が引けているし、電力はもともと動かない。そうな

りますと、やるのはどこかと。いくら私が旗を振っても、なかなか世の中は動かない。

そういう状況です。

●小林（ＩＨＩ）小林先生に－つ伺います。まず、現在の出油量がどのくらいになっ

ているのか。それとどんな質の油が出て、どんなところが引き取っているのかというこ

とをお伺いしたいと思います。それから平田先生には、現時点では仕方がないのかもし

れませんが、もし内部開通型のＰＦＣ、高分子電解質型の燃料電池ができ、家庭に水素

が配れるような時期が来たら、家庭用の．ジェネレーションにはＰＦＣが一番向いてい

るのではないか。作動温度が家庭用でちょうどいい辺りになるので祁将来性が非常にあ

るのではないかと思っているのですが、その辺りの見解をお伺いしたいのでよろしくお

願いします。

●平田まさに今、高分子型の固体電解質の燃料電池というのは本命だと思います。特

に２１世紀の後半に入ってきて水素の時代になってくるということになりますと、各家庭

にまさにおっしゃいましたように、例えば３kWの燃料電池が入って、そこで電気を出し、

排熱で風呂に入る、暖房するというシステムが各家庭に入ってきます。私は各家庭の台

所と風呂場でエンジンが回る姿が理想だと申しましたが、よく考えてみるとそれは理想

でありまして、各家庭の台所と風呂でエンジンが回りだしたら、メンテナンスをする人

たちは走りまわらないといけない。今でも、ガスエンジン駆動のヒートポンプは何万台

と売れていますけれども、これは東京ガスも大阪ガスも別のメンテナンス会社をお作り

になっています。それで必死になってメンテナンスをしています。ピストンエンジンと

いうのはメンテナンスを考えますと、各家庭に１台ということをいうことはいえるので

すが、しかし、姿としては燃料電池の時代に入っていくことは間違いないということで

す。

もう一つは駆動用。自動車も当面はＣＭＧ、やがて水素の時代になった時にそれがど

ういう形で運ぶかは別として、それで燃料電池側はコンスタントに一定状態で駆動して
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常時電池か何かに蓄めておく。そして駆動そのものは電動ですね。ハイブリッド化、そ

れが一番望ましいと思っております。

の小林ご質問にありました原油の性状はどのようなものか篭それから現在の生産量と

いうことにつきましてご紹介します。

まず原油の性状としましては､ＡＰＩ比重にしまして､だいたい30.5度、流動点で38°Ｃ、

クラウド・ポイント（曇り点）ということで55℃、パラフィンワックス分が25Ｗt％、硫

黄分で0.092Ｗt％、ＧＯＲは先ほど言いましたように非常に少くて８ＳＣＦ程度。生産

量につきましては、マックスを23,000バーレル／日ということで出ておりまして、だい

たい4,000キロ弱ぐらいを想定して設計しております。現在だいたい20,000バーレル強

がコンスタントに出ているということが報告されております。

あとは水が意外と早く付くのではないかということで、工事の当初にはまだ設置して

いなかったのですが、将来設置しようということで、先ほどスライドで見て頂きました

デリックを２基載せる、売却したエリア、あそこに水処理設備を置こうということで計

画していたのですが、まだそれほど大きな水が付いてきていない。思ったより状況がよ

いということになっておりまして、先ほども申しましたが、流動点、クラウド。ポイン

トが非常に低いということで、パイプラインのラインの保温とヒートトレース等々かな

り設備をしたわけですが、実際には冬場にほんの僅か使う程度で、殆ど夏場はヒートト

レースも必要ないような性状だということで、今現在出ている性状については、私は担

当部署が違うものですから詳しいことは聞いておりませんが、また、まとめが提出され

るまでには調べて追加させて頂こうと思います。

あと、販売先につきましては、第一便については私は立ち会ってみたので分かるので

すが、その後についてはその場を離れてしまいまして、これもどういうところにという

ことは分かりません。ただ、中国国内でも販売しておりますし、後は日本国内はジャパ

ンエナジ一さんにも販売しているということを聞いております。

●山本（鹿島建設）広域天然ガスパイプライン研究会の発足当時から平田先生のコン

セプトの片棒を担ぎまして、日本縦貫パイプラインというものを提案してきました。今

いろいろと考えてみますと、日本でパイプラインを引こうとすると、とにかく事情がよ

くない。ということは、先ほど平田先生のスライドに出てきました新潟一仙台パイプラ

インとか、あるいは長岡でパイプラインを引いておりますが、交通量が少い６ｍぐらい

の道路があって、半分締め切ることが出来れば、軒先にパイプラインを入れられる。そ

のぐらいでも安く出来るというのが日本の実情なのです。国道などは殆ど手がつけられ
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ないということですが、外から開削してパイプラインを引くなら、シールドでトンネル

を掘った方が安く出来るというそんな状況なのです。ですから、新潟一仙台パイプライ

ンをつけたというのも、地方の狭いところ、交通量の少いところを選んで、やっと設置

しているわけです。これを東京や大阪の周りでやろうとすると、とても難しいというこ

とになるわけです。

結局将来的に考えますと、先行投資的に道路を作る時に、パイプラインだけでなく、

通信回線もどんどん不足しているわけです。パワーケーブルでもそうですし、上水道で

も、基本的に共同坑のようなものを道路にインフラとして設けるという発想がないとな

かなか難しく、政府がそういうことを出来るようにならないということが非常に大きな

ポイントだと思います。社会資本としてそういう発想に立った、統合的な感覚でインフ

ラを構築出来るかということ。そこが大問題だろうと。もしそれが出来れば、非常に機

能的な都市計画が出来るだろうと考えております。

●司会（吉田）どうもコメントありがとうございました。

●守村（国際養殖産業会）平田先生のお話は、まったく思いがけない、そういう話を

伺ったことがないものですから大変新鮮で楽しく聞かせて頂きましたし、非常に感銘い

たしました。それでいろいろとお困りになっているというように感じられましたので、

アマチュアですから検討･違いかもしれませんが、少し申し上げたいと思います。

日本は外圧に弱いわけです。どうしても行き詰まった時は、外圧を使うのがよろしい

のではないかと思います。例えば今、実際に二酸化炭素の問題は非常に大きな問題です

が、日本人はそんなに感じていない方が多いのではないかと思います。メタンガスの問

題やニトロオキサイトの問題等いろいろとあるのですが、それはプロの方たちが言って

いるだけで、国全体の動きにはならないということがあると思います。そういう時に思

想的には、今、ワールドウォッチやフランスの企業とか、世界市場国連合とかいろいろ

なたくましい外圧があります。もう一つそれに技術的な外圧が加わるといいのではない

かと思います。例えば今の方がおっしゃった軒先に通すということではなく、高い技術

を要する巨大な技術。ですからまさに日本を縦断する技術が日本にはぱい。もし海外に

すばらしい技術があるとなれば、そういう方向に持っていったら可能性が出てくるので

はないかと思います。

というのはだいたい日本にないとか、新しい、初めてという物はやってしまいます。

大きな橋を作るとか、トンネルを掘るという印象の強い技術は意外と日本の政府も採用

するということで、日本縦断のパイプラインということに新技術を持って行かれるとか、
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これからでも出来るのではないかと思います。これは素人のアドバイスということで申

し上げたいと思います。

●平田このパイプラインの研究会も発足して10年ぐらいになるのですが、一生懸命に

山本さんと苦労したことを思い返しているところです。今、大変いいアドバイスを頂き

ましてありがとうございました。

今日お話をしようとして忘れていたのですが、結局アジアはどうして船で液化天然ガ

スを運ぶというスタイルに定着したかというと、海があったからです。海洋工学の皆様

にとってみれば液化して運ぶのが安く、一番良かったからです。海面がこれだけある。

従ってパイプラインの必要性が無かったという面があると思います。ただ、液化して運

ぶためにはＬＮＧとして、液化するための基地を作らないといけない。これが膨大な投

資であります。それから今度はＬＮＧのタンカーが１隻300億円ぐらいします。また、

こちらに着いてからこれを気化するプラントが必要で、全体を通しますと膨大な投資が

必要になります。その投資に見合う、つまりせっかくそれだけ液化のための基地を作っ

て、その隣にガスがあっても、それがあっという間に枯渇したのでは投資したことがム

ダになるわけで、非常に十分なガス田で、しかも海岸に近いところに持っていて彌それ

で液化の投資に見合う巨大なガス田というのは、このさすがのアジア太平洋地域でもだ

んだん無くなっているのです。

それで一番大きかった、かつての西オーストラリアのダンピア、インドネシアのア

ルーンという大きな基地があったわけですが、だんだんそういう海岸に近いガス田が無

くなって、シベリアなどは完全に内陸になっています。それを液化するにしても、パイ

プラインで海岸まで持ってこないといけない。そこで液化をして運ぶと。例えばサハリ

ンのガスもコルサコフで気化してＬＮＧで運ぼうという案もあります。先ほどご覧に入

れたパイプラインは一つの案です。そういう大きなガス田が無くなってきているという

ことが－つ。

そうなりますと、やはりパイプラインで繋ぐということですが、アジアはこれだけの

海水面で、海中パイプライン、普通は海底を先ほどのように寝かせて行くのでしょうが、

海中に浮遊させるパイプラインというのが、今は京都大学の土木に移られましたが、私

どもの研究会の最初からのメンバーだった鴻池組の小野先生が、海中浮遊パイプライン

ということを言っておられました。それには２つのやり方があって、一つは比重が重い

場合には浮きに吊るす。軽い場合には海底に止める。このような海中パイプラインとい

うのをぜひご検討頂ければと思います。これは国際法上あまり問題はなく、例えば潜水

護が引っ掛かるとかアンカーでやられるという、そういう心配さえなければ、ぜひ海洋
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工学の皆さんに、一度技術的にご検討頂きたいと思います。

それから外圧というお話がありましたが、海中パイプラインというのはあまり例がな

いと思いますが、どこか大きな技術を持っていて､あるいは海底パイプラインも3,000,

級になりますと特殊技術ですので、まさに外圧というのはありうるかと思います。今、

インド洋では水深3,000ｍの実験計画をしております。

鰯坂（サカコンサルティング）小林さんにご質問いたします。ＪＨＮの概要は私も存

じあげているのですが、ここに書いてあります「Julius」の購入価格や補強。改造工事

がどのくらいかかったか、据付工事がどのくらいかかったか、概算でいいのですが、可

能ならＵＳ$表示でも結構ですので教えて頂きたいと思います。もしだめなら、生産開始

までのこういったもろもろの購入、改造、設置を含めた建設コスト、初期投資額、キャ

ペックスが概算でどのくらいか、そのうちのそれぞれの購入価格、補強。改造工事、据

付け工事の比率が何％ぐらいか、ざっとでいいのですがお教え下さい。

それから当初は、おそらくＦＰＳＯＵを新規に新しく作ろうという考えだったと思い

ますが、それをここに書いてあるような予算オーバーとかのもろもろの事情でシェル社

から買われたと聞いております。買ったことによって、また、買って改造したことによ

って新造の場合に対してどれくらいコストダウン出来たのか。これが２番目です。

３番目は、当時としてこのＦＰＳＯＵの設備にされたわけですが、当時、革新的技術

だと言われるような技術はあったのでしょうか。あったの゛でしたら繭どういうところが

あったのかをお伺いします。

もう一つは生産上の克服すべき問題や課題が当時あったのでしょうか。もしあったの

でしたら、どのように克服したのかということをご回答頂ければと思います。

●司会（吉田）いかがでしょうか。微妙な問題も含んでいるようですがｃ

●小林まず金額についてですが、プロジェクト全体でいくらだったかということにつ

いては中国の方との関係もありまして、お話し出来ないということで、先ほどもお断わ

りをしました。

まずプラットホーム自体、シェル社が作った金額、これはだいたい１億2,000～１億

3,000万ドルと聞いております。これをだいたい３分の１程度の金額で購入したという

のが現状です。ただし、先ほどご説明したのですが、舌足らずだったのかも分かりませ

んが、途中でシェル社も据え付け出来ないかもしれないということが製作の段階から分

かっておりまして、途中で製作を中止して手を抜いたところがかなりあるわけです。そ
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ういったものを韓国のヤードの中で新たに作らないといけなかった。我々は当然モノを

買うわけですから、シェル社と我々とジョイント゜インベントリーということで棚卸し、

アメリカ、韓国、インドネシア等いろいろなところにそういった製作品を置いてありま

すので行ってみて確認はしたのですが、細々としたところは無理だったと。これは先ほ

どのプロジェクト。マネージメント・チームの数の少さにも起因しているのです。大き

なチェック項目、大きなものは出来るけれども、細々したところが出来なかったという

ことで、韓国勢に対して数千万ドルの改造費、自分のところで改造していても保管料を

よこせという話で、物があそこにあるので、嫌というと持ち出せないということもあり、

言い換えれば人質に取られているようなもので、かなりお金がかかった。

そういう形で行きまして、新しく作って、先ほど入札金額が予算の2.5倍ぐらいだっ

たというお話をしたのですが、この時に韓国勢はだいたい予算とどんぴしやの値段を出

してきたのです。これはなぜかと云うと、当時、中韓の国交回復の動きがある時期でし

て、油会社同士で韓国と中国の総公司の方で我々の予算が全部筒抜けに出ていたのです。

これでやりますと。やるからよこせという言い方がありまして、そういわれても根拠が

ないじゃないか、出来るという証拠を出せということからいろいろなトラブルもあって、

結局は我々がまともにはじいていくとそれでも倍ぐらいになってしまうことがあって、

結局買いましょうという形に踏み切ったわけです。2.5倍で実際に安かったのか、高か

ったのかということになりますと、船の方の改造につきましては、今日もモデック社の

白石さんがこちらにみえておられますが、モデック社の方の金額については増減がなく、

改造はシンガポールのセンパワンを下請けに使ってされたのですが、殆ど増減なく終わ

りました。この辺りがイニシャルコストが多少高くても、国内業者さんだとそういう芸

当が出来るわけです。けれども海外の業者を使うと、イニシャルコストは非常に低くて

もチェンジオーダーがどんどん増えてきて、高いものになるという現実を我々は確かに

感じています。

そういったところで、トータルでプロジェクトにかかった費用から船、パイプライン

の費用を引くと、だいたい当初の計画金額ぐらいになってしまっています。するとチェ

ンジオーダーけで取られた分、それから台風待機鈴これで1,000万ドル近い金額がスタ

ンバイでいっていますので、その分程度が安くなったのかと。従って1,000万ドル程度

が安くなった分で、それほど安くならなかったというのが終わって閉めてみて感じてお

ります。

それから、当時の技術的な新しいものというもので、パイプライン、生産設備につき

ましては、技術的にそれほど目新しいものはありません。生産設備につきましても、あ

れから４年経っておりまして、その７年前ですから十数年前に設計されたものというこ
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とで、これもたいしたものではない。技術的にはコンベンショナルな、使い古された技

術であったろうと感じております。

オペレーション上の問題点というのは、当初の油の性状が非常にシビアな結果が出て

きて、従って産出流体の性状の確認というのは当然のことながら大事なのですが、実際

に出てきたものと、性状で確認して我々が設計のデータとして｡使ったものとの間にかな

りの差があったのです。この辺りはあの中国というエリアでサンプルをどのような形で

輸送し、どのような検査、試験を行ったかということについて先ほど申し上げましたが、

86年からプロジェクトが始まって、９１，９２，９３年の３年間で実際の工事をしているので

す。９１年からジョイントしていませんので、それ以前のことについては分からないこと

があります。その意味では過大な設備投資をしてしまった。実際にはこんなに要らなか

ったというのにということがあります。

ただし、上載物の改造につきましては、現地業者を育成するという意味も含めて、現

地の中国人のコントラクターを使って溶接から何から、全部洋上での改造工事はさせて

おります。これによって我々が見積もった金額で、言い値でやってくれるなら出す。そ

うでなければ海外の業者に出しますという交渉の中でオーケーしてもらいました。従っ

て改造工事はかなり安くあげたと思っております。結局何をするにしても、彼らにとっ

ては新しい技術ということで、プロジェクトチームのメンバーの労力はすさまじいもの

があったわけです。マクダモットが据え付けをしたといっても、リビングクォーターが

立ち上がるまで待ってはもらえませんので、置いただけで逃げてしまった。リビングク

ォーターを立ち上げるのから何から、アコモがない状況から中国の業者と我々のプロジ

ェクトチームが現場に乗り込みました。汚い話ですが、トイレに水も流れないという状

況で、ビニールを敷き込んで筑後で捨てるということをやりばがらやったのがスタート

でした。その意味では中国の業者もうまく使ってやってもらえれば翰非常に低コストで

あがる。こういうことをマネージメントには怒られるのですが、実験にはなったと思っ

ています。

⑪司会（吉田）第一線のお話が今少し出たようです。もう少し時間があるようですが。

●原田（日本大学）先ほど小林さんのご説明の中に、ソリトンという現象があったと

聞きました。初めて伺って興味深く思ったのですが、突然現われてくるものなのでしょ

うか。それとも予兆があって、またどのぐらいの速さで押し寄せてくるとか、その様子

を知る記録はお持ちでしょうか。
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●小林だいたい冬場にはあまり聞いておりません。ただ、原因のはっきりしたことは

まだ分からないというですが、先ほども簡単に申し上げましたが、塩分濃度、海水の温

度、それと私が－番思いましたのは、太平洋の深いところ、南シナ海は比較的浅くなっ

てくる。そういう段差と潮汐、潮流の関係、そういったもので発生するのではないかと

考えています。だいたい通常時で表面の潮流は１～１．５ノット程度なのですが、これが

来る時には突然、海面がざわざわ騒ぎ始め、一斉に白波が立つという状況で襲ってきま

す。だいたい潮流にしまして表面で4.5～５ノット近くになってしまう。そういうこと

で船のタグボートのコントロールが効かなくなる。短い時で10分、長い時ですと20～３０

分ぐらい継続して発生します。それが終わると、また何時間かは平穏なのですが、また

起きる。

－番大きなソリトンが発生したのはやはり大潮の時、いわゆる満月の月のきれいな晩

に突然そういうことが起きたというのが印象に残っています。我々も興味がありまして

調べようということからＡＤＣＰ、音響の潮流計を手配しようとしたのですが、工事の

方が優先で予算との関係もありましたので出来ませんでした。今だに今回のようなご紹

介しか出来ないのが残念だと思っています。近いうちにこれについてはもう少し、油会

社の土木屋という意味ではなく、海洋関係のことを勉強するという意味で、興味のある

テーマだと思っています。

の原田幅はどのくらいの幅でしょうか。

3D小林現実に測ってみたわけではないので何ともいえないのですが、ヘリコプターの

上から見た範囲では４～５キロから６～７キロあったかなと思います。白い帯が流れて

いるような形で進んでいくのがヘリコプターから見えました。我々の事務所があります

深j;111市蛇口工業区からプラットホームまでヘリコプターでＬＯＯＯｍぐらいの上空を飛ん

で行くのですが、３～４本ぐらいは確認出来る状況で繋がっていくのが見えておりまし

た。

、原田ありがとうございました。

●前田（東京大学生産技術研究所）平田先生のお話はアジア地区の中での壮大なプロ

ジェクトで、元気の出るお話を聞かせて頂いてありがとうございました。実際、今度は

国内でそれを実現しようとするとなかなか難しいというお話で残念な感じがいたします

が、実は同じような話を海洋工学関係の国際会議で、以前シンガポールでやりました時
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にオーストラリアの方が、やはりトランス・アジア・パイプラインという構想をお話下

さいました。それは先生もご存じかと思いますが、オーストラリアのガス、あるいはイ

ンドネシアのガスをパイプラインを引いて日本まで運んでこようというものです。その

場合は、海底の水深が１，０００ｍよりも浅いところで全部のパイプラインを結べますから、

それは実現しようと思えば出来るというお話だったわけです。それは結局お金が問題に

なりまして対何兆円かかるプロジェクトか分かりませんが、最終的には日本に持っても

らえ』Kいかということだったと思います。非常に壮大なプロジェクトで、私もその時に

は感銘を受けたのですが、先生のお話と結びつけますとさらに大きな、面白いことが出

来るのではないかという印象を持ちました。

もう一つ、国内でパイプラインの件を実現しようと思うといろいろと難しい問題があ

るというお話だったのですが、先ほどのシベリアからのお話ですと、海底を結ぶパイプ

ラインのお話がありまして、海底を結ぶと陸上のいろいろと難しい問題点が解決出来る

かという感じもします。私が個人的に思っているのは篭海底パイプラインをエネルギー

の輸送という観点もありますが、それ以外に物流ということを見ますと、通産省の管轄

から運輸省の管轄に入るかと思いまして、気体のみならず液体、石油ですと液体で当然

流せますし、実際にパイプラインのメンテナンスの時にピグートのものを流しています

から、固体も当然送ることが出来ます。そうしますと、船とは別途に海底で物流が可能

ではぱいかと考えられます。それは世界的なネットワークにも出来ます。もう一つは国

内のネットワークが何とかならないかということです。国内ですと高速道路網が発達し

ていますが、日本の経済もいろいろと苦しいという状況の遠因の一つが蒲有料道路代が

高いことです。輸送コストが非常に高くて、アメリカの３倍とか、ある国の10倍とか、

それがひいては空洞化現象の原因にもなっているのではないかという話もあるぐらいで

すから、国内輸送も含めて、物流をもう少し合理的にする必要があるのではないか。そ

の時に海底パイプラインもあるいは可能性が出てくるのではないかという感じを持って

います。それからもう一つ、水中パイプラインのお話をし下さいましたが、これは似た

ような構想の水中のトンネルというのが、ノルウェーのフィヨルドを渡るので計画され

ていまして、技術的はおそらく可能だと思います。そういう水中のパイプラインですと

地震にも強いだろうし、海底パイプラインもよくスコアリングが問題になりますけれど、

それもクリア出来るのではないかという感じがします。やれといわれれば技術的にいろ

いろなことが出来ると思いますし、実際にやることでいろいろと新しい研究課題が出て

くるのだろう思います。いずれにしてもどこかがお金を出して実現しないことには、な

かなか面白い話には結びつかないかと感じております。
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⑪司会（吉田）貴重なコメントありがとうございました。

●高石（日本大学）少し現実的なお話を伺いたいと思いますが、平田先生の構想で天

然ガスを日本に持ってくる場合に、パイプラインと船で運ぶ場合と、だいたいどのくら

いの割合になるのだろうかということと、もしその場合、パイプラインの大きさという

のは、例えば東京一大阪間、東名、名神のところに引く場合、どらくらいのダイヤのも

のを何本ぐらい必要になるかということを、もしイメージがございましたらお伺いした

いと思います。

●平田まず、日本に持ってくる天然ガスの量が、液化天然ガス（ＬＮＧ）換算で現状

が4,000万トン強ですので、2010年にはその２倍ぐらい入れてこないといけないとしま

すと、その内6,000万トン分はＬＮＧで全部手当てが済んでいます。従って、2,000万

トン分がパイプラインで入ってくるというぐらいの割合だと思っています。

もう一つ、今のご質問に関連して、日本に入着する時の距離にもよりますが、北京ま

でだいたい3,000キロです。シベリアのイルクーツクから例えば北京を越え、中国の東

海岸へ出て、海底パイプラインで800キロで韓国辺りを経由して日本に入ってまいりま

すと、北九州辺りで5,000キロ弱になります。それでこれらいろいろと仮定を置きまし

て、－番最初の天然ガス価格がいくらという計算と、それから途中で先ほどのようにモ

ンゴルで降ろし、中国で降ろし、日本に入ってくるとしますと、数カ国に対して通行料

を払わないといけません。そういうものをカウントして、降ろした分だけの量が減って

きて、最後に日本に着く。そういうものを全部カウントして、例えば北九州に入って、

日本国内の輸送費用を全部入れます。例えば東京なら東京でＬＮＧでどちらが安いかと

いう問題があるかと思います。今、5,000キロぐらいの距離ですと、国内の輸送費まで

含め、途中のロイヤルティー、各国への支払いを含めて、パイプラインガスの方が少し

安いはずなのです。

もう一つ大事なことは、パイプラインガスというのは先ほど少し申しましたように、

ＬＮＧですと大きなガス田が必要なのですが、パイプラインが通りますと途中の中小ガ

ス田は比較的簡単にパイプラインに繋ぐことが出来ますので、それでルートに近い中小

ガス田を拾っていくことが出来ます。すると日本の中で気のきいた人が、中小ガス田を

も手当てして、そして安いガスをそこへ入れる。ＬＮＧですとどうしても弾力性がない。

20年間で価格は固定化しますけれども、パイプラインの場合は非常に弾力性が出てきま

す。,価格にしても安くなる可能性があります。ＬＮＧに比べ入着の時に、仮定によって

いろいろと違いますが、パイプラインガスの方が安いのではないかと思います。
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次に今の口径と圧力についてですが、だいたい今、私どもで試算しておりますのが７０

気圧のパイプラインでだいたい口径が50インチ篭1.5ｍぐらい。その前後のものを１本と

考えております。いろいろと考えますと、特に最近議論が起こっていますのが、韓国と

の間に２本入れる。例えば先ほどのサハリンからのガスを日本経由で韓国に送り、韓国

から中国を経由したガスが入ってくる。どちら向きのガスが流れるかわかります。それ

らか日本国内のパイプラインも東名、名神に埋めた時に、それに繋ぐのはパイプライン

ガスで入ってきた、輸入されたガスだけでなく、途中で液化天然ガスをガス化したもの

がブーストされるような形で入ってきます。するとガスそのものが、例えば名古屋近辺、

静岡近辺でどちらに向いて流れるか分かりません。場合によっては大阪に行くでしょう

し、場合によっては東京に行く。それらを含めて、だいたい口径は１．５ｍ前後のものが

70気圧で、取り敢えず１本、韓国との間は２本と考えております。そのような試算をし

ております。

●司会（吉田）予定の1時間が来ております。まだご質問やご意見はおありかと思いま

すが、ここで一応打ち切らせて頂きたいと思います。

小林さんには南シナ海での石油開発、第一線の技術的な内容をお話頂き、また平田先

生にはアジアをまたぐ壮大なガスパイプラインの計画とその基礎技術のことについてお

話頂きました。大変ありがとうございました。皆さんの拍手でもってお礼を申し上げた

いと思います。ありがとうございました。
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閉会の挨拶

海洋工学連絡会運営委員会副委員長原田宏

今日は－日朝早くからお疲れさまでございました。午前中は水産資源についてマリノ

フォーラム21の藤谷さん、国際養殖産業会の守村さんからは、商売として成り立つ養殖

漁業があるというお話を面白く聞かせて頂きました。午後は、恒例の国際会議情報を東

京大学生産技術研究所の前田先生からホットニュースをお伺いすることが出来ました。

ＮＥＤＯの近藤さんからは、自然エネルギー、海洋エネルギーの現状について伺いまし

た。石油資源開発の小林さんからは、南シナ海における石油開発についてのご苦労話を

伺うことが出来ましたし、最後にアジア天然ガスパイプラインの展望について大変重要

な、しかも遠大な計画を平田先生からお伺いいたしました。海洋工学パネルも、はや１５

回を数え、各学会、各分野で広く深く研究がなされていることを実感した次第です。

昨年末はロシアのタンカーの沈没に伴って、重油の流出の問題がありましたが、エク

ソンのパルディース号の時や湾岸戦争の時を思い返しますと、あの時は我が国にとって

彼岸の火事のような受け止められ方でありましたが、この度はわが身の問題、いかに対

処すべきかが毎日新聞に載り、私どものメンバーである水産工学会の中村･充先生がいち

早く三国港の海岸でインタビューされておられる姿を拝見いたしまして、大変心強く思

った次第です。私どもの海洋工学連絡会の存在価値が大変大きいことと痛感した次第で

す。また、私どもでは４月にもたれますＯＭＡＥに、初めて海洋工学連絡会のパネルを

展示する予定にしております。時代の大きなうねりのような、まさに新しい変化が始ま

っているように存ずる次第です。来年は、ポルトガルのリスボンで海洋をテーマにした

万国博覧会が開かれると伺っております。できれば私どもの連絡会から調査団を派遣し

てはどうかという話題も出ております。

本日は本当に長い間、どうもありがとうございました。これをもって閉会のご挨拶と

させて頂きます。
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