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海洋の自然を解き明かし、その本質を損なわないようにｷﾞﾘ用、開発してゆく開発工学がｽﾞ橡と

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、海洋の調査研究や海洋の利用、開発をさらに実質化し拡大してゆくには、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ゆ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里亭となります。

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日に設立致しました。

本会当面の活動は、共同調査、擶日交換を行い、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)」というテーマで３回の活動報告会を行い、続いて第５

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掛け、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。

(社）石油技術協会、（社）土木学会、（社）日本建築学会、（社）日本資源・素材学会、

(社）日本水産工学会、（社）日本造船学会、（社）日本鉄鋼協会
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おはようございます。ただ今ご紹介頂きました佐久田でござい

ます。海洋工学連絡会の委員長を務めておりますが、開会にあ

たり一言ご挨拶申し上げたいと思います。

本日はお忙しいところ第７回海洋工学パネルにご出席頂きま

して誠にありがとうございます。私どもの海洋工学連絡会のこ

の趣旨につきましては、吉田前委員長が数回に渡りましてご説

明している記憶がありますが、改めて簡単に復習させて頂きま

すと、海洋工学に関係の深い７つの分野の学協会が横に連絡し、

各自の技術を深め、また境界領域の問題、各分野共通の問題な

どに対処したいということでございます。昭和６３年、５年前発

足した訳で、本日のような集まりも活動報告会、工学パネルと

いうのを合わせまして、通算で10回という回を重ねております。

この会が今まで取り上げてまいりましたパネルのテーマといた

しましては、いずれも幅広くできるだけ多くの方々に関心があ

るものを＆取り上げてきたつもりでございますが、前回のパ

ネルでは２１世紀に向けての海洋開発の展望というテーマでござ

いました。国の政策にも示しておりますように今後の人口増を

支え、また今まで通りの経済成長を維持していくためにはエネ

ルギーや食料資源の確保が必要でございます。そのために環境

問題を議論しながらの海洋開発の推進ということでございまし

た。この海洋開発の中から今回のテーマは石油開発技術という

ことに絞っております。参加学協会のひとつが中心になって進

めて頂けるような取り上げ方を（これは前回からでございます

が）やっているわけでございますが、今回は石油技術協会さん

に大変ご面倒をおかけ致しました。本日お話し頂く先生方には

佐久田



ご多忙の所、テキストなども豊富にご用意頂きまして、その点

心から感謝する次第でございます。世界的にも海洋開発は石油

開発がリード役を務めてきたような感じが致します。また事実、

私の専門とします構造物関係でも海洋石油開発というものがリ

ードしてきたような感じが致します。資源の中で石油は当分の

間エネルギーの主力であると思われますが、一方では、昨今の

タンカー衝突事故、海洋汚染など、厄介な問題を引き起こして

いるのも実は石油なんでございます。本日は石油の世界的な動

き、生産システムや技術の現状、移送上の問題など、広く海洋

石油開発上の基本的なことにお話をまとめるような形で勉強し

ていきたいと思っております。

最近、世の中不況が伝えられまして、環境問題とか資源問題

というのはひと頃ほど騒がれなくなったきらいがございますが、

決して問題が解決されたわけではございませんで、逆に解決を

迫られている問題が多く、大きくなったというふうに考えたい

と思います。私どもは専門分野は各々異なっておりましても技

術課題に向けて協力し、努力していかなければなりませんし、

今後も引き続きさまざまな角度からこのような恰好で討議して

いきたいと思っております。いずれ今後のパネルのテーマとか、

会の進め方などにつきましてはまた皆様のご協力、お知恵をお

借りしなければなりませんが、後日本日のパネルにつきまして

のご意見など、多数お寄せ頂ければ非常に幸いだと思っており

ます。午前・午後、いずれもパネラーの先生方のお話の後、十

分討議の時間を持つようにしたつもりでございますｑ活発なご

討論を期待しております。

最後になりましたが、恒例によって懇親会を夕刻用意致して

おります。最後までご協力頂きまして、この会の趣旨を十二分

にご理解頂きまして、盛り上げて頂きたい、そして皆様方にと

りましても貴重な一日になることを希望し期待しております。

ありがとうございます。
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昨年の１０月下旬から１２月の上旬にかけては、米国、中近東、東南アジアな

どへの出張が続きまして、日本にいる時間のほうが少ないような状況でしたが、

そんな中できようのこのスピーチをお引き受けすることになってしまいました。

「海洋工学パネル」の何であるかも知らないまま、必ずしも皆様とは問題認識が

同じではないかも知れない私が、こんな席に出てまいりまして、ご迷惑をかける

のではないかと心配しております。

司会の手塚さんからのサゼッションで、地球上における石油資源の分布状況、

その面での海洋に対する期待度、ならびに最近の石油探鉱・開発の動向について

という事ですので、そういう線にそって話してみたいと思います。

はじめに、サウジアラビアのキングサウド大学のモフタール・エルガシール博

士の｡Wherewillfuturebarrelscomefrom?,という論文、これは私ども石油

公団の雑誌「石油の開発と備蓄」の１９９１年１２月号に訳文が「石油資源：そ

の将来について」と題して掲載されておりますが、その論文の冒頭の部分を紹介

しておきたいと思います。

「世界の石油埋蔵量は、極めて早い割合で減少している。１９８９年における

石油消費量がこのまま続けば、現在の確認されている石油資源は、およそ２０な

いし４４年のうちに枯渇することになると思われる。このような比較的短期間の

うちに、今日の確認埋蔵量の全部が枯渇してしまうことになるのである。（略）

おそらく、西暦２０２４年までには、現在の確認埋蔵量の６５％以上を占有し

ている中東が、世界唯一の石油産出地域となるであろう。そのような短期間のう

－１－



ちに世界の石油が枯渇してしまうことが、世界にどの様な影響を及ぼすのであろ

うか．」

西暦２０２４年までに、中東が世界唯一の産油地域となるということは、当然

その他の地域がすべて非産油地域になってしまうということを意味します。そう

した地域の国々の中には、国家財政を石油の生産・販売のみに頼っている石油モ

ノカルチャーの国々もあります。例えば、東南アジアの１つの産油国から石油が

完全に消え去った時のことを想像するだけで、事の重大さ、恐ろしさがわかりま

す。勿論、石油枯渇までのシナリオはそう単純ではないでしょうが、もし地球上

で東南アジアが真っ先に石油枯渇に近づいたとしたら、それはアジアに大きな政

治的不安定要因をもたらすことになることでしょう。

一方、１９８５年以来、ＯＰＥＣ諸国は次々に自国の石油埋蔵量を大幅に上方

修正して発表しており、その修正量は全体で３３０５億バレルで、修正前の８０

％増にも及びます。この上方修正は、国力を誇示するための政治目的のものが多

く、技術的背景は大部分が不明であります。

１０６０億バレル

６８８

４６７

３９６

３６８

３２６

３３０５億バレル

サウジアラビア

アラブ首長国連邦

イラン

イラク

ベネズエラ

クウェート

合計

また、ベトナム、イエメンが産油国に加わり、中国、ノルウェー、コロンビア

などの産油量が増加して、これらが旧ソ連の近年の大減産を補って余りあること

から、供給が需要を上回る状況がこのところ続いております。そして、つい２年

前までは「１９９０年代半ばには需給が逼迫して油価は高騰する」と述べていた

評論家たちも、すっかりロをつぐんでしまいました。

このように、石油の埋蔵量、あるいは生産能力に関するまったく正反対の認識

が、まさに並存しているということです。埋蔵量というものは、グローバルな観

－２－



点で評価し、論じる分には特に問題は生じませんが、あまりに詳細に論じますと

時には外交問題ともなりかねません。それは、国家の安全にかかわる問題だから

です。従って、学会などの場で発表される究極埋蔵量、残存埋蔵量などの数値は、

精度にかなりばらつきのあるものを並記したり、時には意図的に操作された数字

があることも覚悟しなければならないでしょう。

さて、前置きが長くなりましたが、世界の石油埋蔵量の話に入ります。地下に

存在する石油の量を示す概念として、埋蔵量と資源量の２つがあります。前者は

存在が確認された量、後者は未発見量を含む量を示します。

既生産量（累計生産量）

確認十推定埋蔵量（残存）

末発見資源員

究極資源量（合計値）

６２９０億バレル

１兆０５３０

４８９０

２兆１７１０億バレル

これは、１９９１年１０月にブラジルで開催された第１３回世界石油会議にお

いて、米国地質調査所のマスターズ博士らが発表したものですが、この種の推定

値ないし予測値は多くの学者によってこれまでに４０数回発表されており、地球

上に存在する石油の究極資源量は２兆バレルであるというのが通説となりつつあ

ります。ちなみに、石油鉱業連盟が１９９１年６月に公表した数値は１兆9７８

０億バレル、また、マスターズ博士らが１９８７年の第１２回世界石油会議で発

表したものは１兆７４４０億バレルでした。

これらの量はすべて可採量、すなわち地下から地表に採掘（生産）可能な量で

す。２兆１７１０億バレルのうち１兆６９２０億バレルがすでに発見され、その

３６％は生産済み、未発見で将来発見され生産されると期待される量が４８９０

億バレルということです。地球上の究極資源量（可採）の７７．５％は発見済み、

３０％は生産済み、残るは２２．５％ということにもなります。また、人類がこ

れまでに消費した量（既生産量）を中心に考えれば、その量の１．６倍の埋蔵量

は残存している一方、今後の努力で発見される（と期待される）量はその量の８

割弱しかない、と言えます。この未発見資源量の４８９０億バレルから見ても、

ＯＰＥＣ諸国の上方修正量の３３０５億バレルがいかに大きな数字であるかわか

ると思います。

－３－



さて、生産量に目を転じてみますと、１９９０年の世界の年間の生産量は２２

０億バレルで、このうち５５億バレル（２５％）が海洋油田から生産されました。

日産量で言えば、世界で６０３２万バレル、海洋で１５１７万バレルとなります．

海洋の占める割合は、中東や北米ではむしろ少なく、多いのは西欧（96.3%)、中

南米（48.9%)、アジア／オセアニア（37.6%)、アフリカ（32.5%)などです。

石油の生産量はかなり高い精度で掌握され、統計値として知ることが出来ます

が、埋蔵量の方はそう簡単にはいきません。一部を除けば、油田の埋蔵量はその

発見時および開発移行時に大まかに発表されるものの、生産段階に入ると殆ど伏

せられてしまいます。埋蔵量は石油会社の資産であり、石油会社が自分の懐の中

身をやたらに公開しないのは当然といえば当然のことです。統計表の中には、既

生産量が発見時の埋蔵量を上回っていたり、逆に生産開始後２０年経っても発見

時の埋蔵量の５％も生産していなかったりという矛盾がよく見られます。従って、

埋蔵量を陸と海とに分けて示すのは困難ですし、まして未発見資源量を陸と海と

に区分するのは困難以上のものがあります。しかし、大ざっぱに、一般的に言わ

れているのは、究極資源量については海洋の比率は２５％以下、未発見資源量に

ついては同じく４５％以下です。

石油鉱床は、「堆積盆地」と呼ばれる地質区の中に存在します。この堆積盆地

が陸と海とでどんな比率で分布しているかを見てみましょう。米国の著名な石油

地質学者であるハルポウテイ氏が､pFuturePetroleumProvincesoftheWorldp

(1986）という本の中で堆積盆地の陸／海の面積値を示しており、地球全体では陸

が５１２５万平方キロ、海が２６４０万平方キロ、すなわち陸域の堆積盆地が６

６％、海域の堆積盆地が３４％となっています。これは、石油の埋蔵量もこの比

率で陸と海とに分布していることを示唆するのでしょうか。

石油鉱床形成の条件は、観念的に言えば、「生成」、「移動」、「集積」の３

要素であります。このうち「移動」という現象は確認することが出来ないもので

すから、地質現象の姿としては、「厚い堆積物が分布していること」、「その中

に有機物に富む堆積層があり、これが一定の（温度ｘ時間）により熱化学反応を

起こしたと推定されること」、「石油をため込む粗粒の地層、亀裂の多い岩石が

．存在すること」、「石油をため込む地質構造が存在すること」が条件となります。

このような現象が起こるのは、地質的にある程度の不安定さをもつ地域です。

－４－



現在の海のうち、大陸棚と大陸斜面の一部はこうした条件をもつ、石油鉱床の

形成されやすいi地域と言えますが、大陸斜面の沖合いの部分、ライズ、深海底と

なりますと、条件は著しく悪くなります。まず、そうした海域には砂岩のような

粗粒の堆積物は殆ど分布せず、あってもそれは大陸棚などから２次的に流れ落ち

てきたもので、分布予測が困難です。また、サンゴ碓など粗粒炭酸塩岩の発達分

布も期待できません。強い地質構造運動を受けていることが少なく、背斜構造が

形成されたり、岩石に亀裂が生じたりする機会も少ないと言わざるをえません。

このように考えますと、深い海に大きな石油埋蔵量を期待することは危険であ

ると言えます。海洋工学技術の進歩に比例して、海洋油田も増え、石油生産比率

も海洋へ移行していくと単純に推測するのは「甘い」と言えます。勿論、海でも

大洋（oceans）と縁海（marginalseas）とでは条件がかなり異なり、縁海の中に

は水深は大きくても、上述の地質条件を満たしているものも少なくありません。

以上が、海洋への石油埋蔵の期待についての私の考えです。

次に、最近の石油の探鉱・開発の動向についてお話します。現在、世界の石油

会社にとって最大の関心事は何でしょうか。石油会社は、常にボナンザのチャン

スを狙っています。石油会社の生命は埋蔵量です。これが石油会社の資産であり、

これを食いつくした時がその会社の命がつきる時です。したがって、石油会社は、

新しい石油鉱床を見つけだすことにより、採収率を高めることにより、他社の油

田を買収することにより、時には他の石油会社そのものを買収することにより、

自社の保有する埋蔵量という資産を一定の水準以上に保とうとします。そのため

に毎年収益の何割という資金を投じます。この資金を何に振り当てるか、どこの

国に、どの地域に振り当てるか、これが石油会社の最大の関心事です。いま、多

くの大手石油会社は旧ソ連の各地を狙っています。石油会社が、経済的、社会的、

政治的に混乱している国をターゲットとするのは、そこに大きなボナンザのチャ

ンスが潜んでいることが多く、しかもそのチャンスを比較的安価で入手できるこ

とが多いからです。

旧ソ連に対する外国石油会社のアプローチの状況は、概略次のごとくです。す

なわち、ロシアにおいては、西シベリアについてAInoco，Shell，Conoco，Total，

Hobil，Pennzoil，ENIなどが、ボルガ･ウラル地区についてTotal，Deminexなど

が、ティマン･ペチョラ地区についてENI，Texaco，Total，Conoco，Occidental，
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などが、東シベリアについてPetrofina，Texaco，ＢＰなどが、それぞれ交渉臘中あ

るいは一部仮契約済みという状況です。カザフスタン共和国においては､ChevrOn

がテンギス油田の開発準備中であるほか、Hobil，Ｅ１ｆ，Deminex，現代(韓国)など

が交渉中です．アゼルバイジャンについては、Amoco/Unocalが沖合い油田の開

発契約を済ませたと伝えられます。

ベトナムは、ソ連の国家解体の影響を直接被りました。旧ソ連は、かってはベ

トナムから約１０億ドル・ルーブルの産品を購入し、これに対して２０億ドル・

ルーブルの支払いを行っていたと言います。現在のロシアは、２倍の値段で物を

買うどころか、ペトナムから１億ドルの物資を輸入することすらできない状況で

す。南北ベトナム統一後の石油開発は、ソ連の技術と資金で、Vietsovpetroとい

う合弁会社の手で進められてきましたが、１９９１年にベトナム政府は石油鉱区

の西側石油会社への開放に踏み切りました。これに対し、ヨーロッパ及びアジア

の石油会社が、とくに南部海域の鉱区取得にしのぎを削っています。日本の会社

としては、操業権を取ったアラビア石油・帝国石油グループをはじめ、６社が参

入を決めております。この海域では、これから数年間、地震探査及び掘削作業が

活発に展開されることになるでしょう。

閉鎖的な石油政策をとっていた国が鉱区を対外開放し、これに石油会社が殺到

した例として、１９９０年のミャンマー（主に陸域）、１９８７年のマレーシア

（主に海域）、１９８０年の中国（海域）などがあります。また、カンボジアも

１９９１年に鉱区開放し、日本の石油資源開発（株）が沖合い鉱区を取得して、

現在探鉱作業を進めております．

海洋での石油開発の現況と展望を、地域別に要約して申し上げれば、次のよう

になります。

北海：油田施設が老朽化しつつあり、古い油田の枯渇が始まっている。小規模油

田で開発に移行するものがある。英国側での探鉱は、落ち穂拾い的になっ

てきている。ノルウェー側での探鉱はなお有望性がある。

米国メキシコ湾：台風被災。油田施設の著しい老朽化。浅海部での大型油田発見

の可能性はなくなりつつある。深海部での油田開発は現在の油価では進ま

ない。
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米国カリフォルニア沖：強力な環境規制のため、現状維持がやっと、

中東アラビア湾：着実に現状を維持。イランがどう出るかが鍵。

東南アジア：探鉱・開発は南シナ海を中心に展開。インドネシアは今後を模索。

西アフリカ：生産中の油田を中心に、近傍油田の開発、近隣海域の探鉱という堅

実な操業が続く。

カスピ海：アゼルバイジャンのバクー油田の沖から対岸のカザフスタンに連なる

沖合い油田の開発、ならびに北部での探鉱。

メキシコ・メキシコ湾：着実に現状維持。鉱区の対外開放にいつ踏み切るかに世界

が注目。

豪州：ギプスランド（パス海峡）は減退傾向。北西海域は孤立した中小油田で苦

戦。

インド：ボンベイハイ油田などは生産ピークで、２次回収のための投資を継続す

る必要。探鉱の活性化には、外国企業が開放鉱区にどれだけ関心を示すか

が鍵。

カナダ：現在、カナダには沖合い油田はまったくない。ニューフアウンドランド

沖のハイパーニア油田の開発は難航しており、生産開始は大幅に遅れる。

北極海での活動は凍結状態。

パレンツ海：NorskHydro/Conoco，BritishGasなどが交渉中だが、本格的には

ロシア陸上プロジェクトの決着後。ノルウェーとの境界問題あり。

(以上）
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Ｌはじめに

地下の石油を開発するための油田開発は１９世紀から始まった。そして石油を

求めての開発活動は２０世紀中頃より海洋へもその活動の場を広げ、大陸棚から

大陸棚斜面さらには深海底までもその対象に含めようとしている。

一方、地球内部の構造を明らかにすることを目的とする学術研究のための掘肖Ｉ

も近年積極的に行なわれるようになった。海洋底での地殻の厚さは陸域のそれに

比べてかなり薄いことから深海の海洋底下のサンプル採取には特に注目が集まっ

ている。

こういった背景をふまえて現在行なわれている海洋掘削の技術が将来の更に深

い水深応の掘削を行なうためにはどのような問題が存在するのかを中心に考えて

みる。同時に、現在の主力である海洋掘削リグの１０年後の動向についても考えて

おきたい。

2．海洋掘削装置（リグ）の種類

海洋の石油掘削では、波，潮流，風等によるリグを動かそうとする力が、たえ

ずリグに働いている。一方、リグでは掘進中その位置を変えないことが必要であ

り、これらの点を考慮して様々なタイプのリグが開発されてきた。図－１に海洋

掘削装置の種類を示す。表－１に移動式リグの一般的特徴を示す。

3．海洋掘削技術の動向

海洋の石油開発はこれまで比較的開発が容易で石油が偏在する大陸棚を主たる

舞台として行われてきた。しかし経済的にみて優位なこの地域での開発が終わる

と石油を求める探鉱活動は、より条件の厳しい地域、すなわち開発のあまり行わ

れていない、より水深の深い地域や水深はそれほどではなくとも気象・海象条件

の厳しい地域あるいは経済性から開発されることのなかった小規模な油田の開発

へと向かわざるをえない。特に現在のところ油価の低迷から、それほど活発化し

ていない大水深での開発については、今後石油に代わる代替エネルギーの発見が

なく、油価が上昇し経済的に採算があうようになれば確実に探鉱活動の地域に含

まれることが容易に予想される。ただしそれにはまだ少し時間がかかりそうであ

る。
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4．海洋掘削装置（リグ）の動向

それほど遠い未来でなく、ここ５～１０年という単位では、海洋掘削リグはどの

ような変化を見せるのだろうか。

現在海洋の石油開発で使用される掘削リグは、ジャッキアップ型とセミサブマ

ーシプル型が主力となっている。ドリルシップについては、以前はその移動の速

さとかデッキロードの大きさで競争力を有していたが、セミサブ型リグの改良に

より現在はその競争力を失いつつある。大水深用のダイナミックポジショニング

システムを有するドリルシップでさえ新世代のセミサプ型リグとの競争では生き

残りは難しく２１世紀に入っても活動を続けるドリルシップは数基にすぎないとい

う予測もある。それでは主力であるジャッキアップ型やセミサプ型のリグについ

てはどうであろうか。図－２にみるように現在の市況ではくあきらかにリグのオ

ーバーサプライである。このリグの需要と供給のバランスは原油の価格の変動に

よって大きく変わってくるものであるが、現在の経済状況に基づき単純にリグの

機械的引退年令から掘削リグの動向を予測すると以下のようなものになる。

（１）ジャッキアップ型リグ

現在活動中のリグは旧世代のものが引退してしまった後に造られた比較的新

しいものと考えられろ。しかもジャッキアップ型のリグのデザインは基本的に

1970年代初め頃からあまり大きく変わっておらず、技術革新によって世代交替

を迫られることもないので、ここ10年くらいの間でリグの需要が回復し新しい

リグの建造が活発化することはまずないだろう。

西暦2000年を越える頃より船令25年を迎えるようなリグが漸増し、リグの供

給が減少することから、リグの建造が活発化することは予想される。

しかし、この時点では大水深用（400フィート水深以上）のリグや厳しい気

・海象に対応できるリグに対する需要はまだ主流とはなりえず、標準的な

300フィート水深クラスのリグに対する需要が最大のものである。

（２）セミサブマーシプル型リグ

セミサブ型のリグの場合、建造の年代によってリグのデザインが違っており、

古い年代に造られたリグはその対応水深やデッキロード・容量、曳航スピード、

安定性能などで後代に造られたリグとはっきりと差が出る傾向がある。従って、

ジャッキアップ型リグと比べるとリグの世代交替年令もやや早まるはずである。

現在活躍中のリグの建造年代から見て、ここ３～４年の間にもセミサプリグの

サプライ過剰傾向は解消の方向へ向かうことが予想される。そして、そのこと

によりデイレートが回復するとリグの建造や改造によるリグの補強が活発化す
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る。ただし、セミサプにおける技術の進歩は古いリグが改造により後世代のリ

グに追いつく性能を得る事を難しくしており、一気に新造の気運が高まること

が予想される。

この時期に造られるリグの稼働水深としては、まだ600m程度のものが主であ

ろうが、将来の大水深化を見越して、簡単な改造でより深い水深での稼働を可

能にできる工夫をしたものとはなるだろう。

ダイナミックポジショニング・システムを有するような超大水深用のリグの

需要はまだ高まらないが、厳しい自然環境に対応するリグの需要は、そのよう

な地域での油田の発見にかかっている。また、厳しい環境保護対策に対応でき

るリグであることも必要となるだろう。

１１ずれにしても現在の状況のもとでは海洋掘削業界は莫大な予算を技術革新の

ためにさく余裕はなく、リグの装備やリグの設計等に革新的なものが出現するこ

とは考えにくい。従来の技術を地道に発展させた技術、たとえば、作業の安全化

とか省力化をめざすオートメ化とかリグの建造費を低くおさえるためのリグの建

造法の改良といったようなものが開発されるだけであろう。

5．学術ボーリング

石油の開発とは別な流れとして海洋掘削には純粋な学術調査を目的とした学術

ボーリングがある。

ODP(OceanDrillingProgram）として知られるその活動は1991年３月の調べ

ではあるが、１０７４地点約２５０ｋｍのサンプルを採取して学術研究に寄与してい

る。この分野で経験された最大水深は5980111で、その時の海底面からの掘削深

度は594mである。石油開発のそれが水深2328ｍで掘削深度2400m程度である

のに比べると水深は遙かに大きく、逆に海底面下の掘削深度は相当小さい。この

理由はODP方式では石油掘削で用いる泥水を使用せず、海水を用い、地層の堀

屑を海底面に放置する方法をとっているからに他ならない。

この方法では海水を使用しているため一旦海水柱圧より高い圧力をもつ地層、

特に石油やガスが介在する地層に掘り込んだらその噴出を制御する方法がない。

また、泥水を用いて掘削上の種々の障害を予防し処理してゆくことができないの

である。しかしその反面石油開発で使用するマリンライザーやサブシーＢＯＰを

使用しない事から掘削船は身軽であり、非常事態に際しても比較的簡単に対応で

きるために水深に対しての許容性は石油掘削のそれに比べてかなり大きくなって
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いる。

したがって、水深はかなり深い所のサンプルはとれるが極く表層のサンプルを

採っているにすぎないのが深海学術ボーリングの現状である。地球科学分野の問

題をより明快に解決するためには、より深層のサンプルを連続して採取する事が

必要であり、石油開発技術との融合は不可欠である。

我国ではこうした背景のもとに科学技術庁傘下の海洋科学技術センターが深海

掘削船開発計画をスタートさせており、また国際的にも本年３月に開かれる

OECDのメガサイエンスフォーラムで深海掘削船開発における各国の協力が議題

にのぼろうとしている。

こうした長期的に見た石油開発と学術ボーリングという２つの流れの線上で、

これまで海洋石油掘削で開発された諸技術が深海での掘削に利用されようとして

いることは明らかである。

６．大水深掘削技術

大水深における掘削を行う場合どのような技術的課題があるのだろうか。

2000ｍ以深で石油開発と同様な方法で掘削を行う場合について考えることとする。

このような場合、①海上設備の性能②海中設備③坑井内の諸問題という

３つの部分に分けて考えるのが分かりやすい。もちろん、これらは有機的に絡み

合っているので全体的なシステム統一が不可欠であるが、深海掘削における技術

検討項目の主なもとをあげると以下のようになる。

①海上設備の性能：掘削リグの動揺特性，搭載能力，パイプ類の処理能力，

吊上げ能力．移動能力，ＤＰＳの信頼性

②海中設備：海底ＢＯＰやマリンライザー，油圧制御装置，リエン

トリーシステムを含むサブシーシステム全体の構築

③坑井内の諸問題：大水深なるが故の特異な圧力勾配下の掘削上の諸問題

（ウェルコントロール，逸泥対策），コアリング作業

の効率化，高温対策，逆に低温対策，泥水コントロー

ル及びセメンチング作業

このような種々の問題をクリアーした上で初めて安全な掘削作業が完成する。

これらの全てについてここでふれる余裕はないので①②にかかわる主な技術に関

し大水深となるとどのような課題があるのか具体的にあげておく。

（１）係留、

従来の係留索を使用した方法に代わり自動位置保持システム（DPS）が不可
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欠である。自動位置保持システムとは潮流，風，波浪等外力に対抗して推進装

置を自動的に制御することにより船体を定位置に保持するものである。この装

置は１９６５年に手動式のものが“cAss-r，に初めて搭載され１９９１年には自動

式制御のものが“SEDCO445”（掘削船）に装備された。1977年になると半潜

水式掘削船“SEDCO709”にも装備されるようになり、現在までにおよそ３０

基を越えるＤＰＳを備えた掘削船が建造されている。

このシステムは海底の坑井と船体との相対位置を検出する①位置検出システ

ム．検出された位置情報に基づき位置保持に必要な推進力の大きさと方向を制

御する②位置制御システム，制御信号に基づき推進力を発生する③推進システ

ムの３つのシステムから成り立っており、自動的に船位を水深の１～２％（ラ

イザーパイプの傾斜で３～５度）に保持するように設計されている。

自動位置保持装置では係留方式と全く違い、常にスライスターを遣って船位

を保持するため常時動力が必要となり、充分な動力容量，迅速な応答，長期間

の連続運転での信頼性が要求されることとなる。（表－２，図－３）

(2)ライザーパイプ

大水深掘削となった場合、ハードウェアの最も大きな問題はライザーパイプ

であろう。掘削リグと坑口とを継ぐライザーパイプは大水深においては水中に

垂らされた糸のような状態となり、自重．潮流力，水圧（外圧），泥水圧（内

圧），船体動揺などによる様々な応力に対応する強度が必要となる。この問題

に打ち勝つためには、高張力鋼やチタニウムを材料として使うこと等を考慮せ

ねばならない。ライザーパイプの口径も当然、強度や挙動を決定する大きな要

素となってくる。

掘削時だけに限らず非常時にライザーを切り離すような場合にも大水深の場

合大きな問題がある。ライザーリコイルと呼ばれ、稼働時にライザーテンショ

ナーからライザーパイプにかけられている張力は大水深において浮力体を付け

たライザーの水中重量よりはるかに大きいので、ライザーを非常時に切り離し

た場合その張力でライザーパイプがリグを突き上げるような現象に対処する対

策も講じておかなくてはならない。また安全に切り離した後も膨大な数のライ

ザーの回収が遅れ海象が悪化しライザーパイプを吊り下げたまま天候の回復を

待たざるを得ない状況が起こる事も容易に想定できる。（図－４）

実は、この状態がライザーパイプの強度が要求される最悪の状況と考えられ

るのである。荒天下の船体動揺によりライザーの上下動が避けられず、ライザ

ー上端付近に大きな力が発生する。この状態のリグの上下動を吸収するにはこ
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れまでのコンペンセーターでは不十分であり新しいコンセプトのコンペンセー

ターの開発も必要となる。

また、ライザーパイプの収納場所そのものにしても莫大なものになるであろ

うし適正管理を考えた場合、その運用法にも少なからず工夫がいることになる。

(3)ヒーブコンペンセーター

ヒープコンペンセーターとしてリグの上下動を吸収する装置としては、ドリ

ルストリングコンペンセーターライザーテンショナー，ガイドラインテンシ

ョナーなどがある。そしてほとんど全てのシステムは、パッシプコンペンセー

ションシステムと呼ばれ、負荷の変化がまず発生し、その後にコンペンセータ

ーが反応するというシステムになっている。コンペンセーターが反応する前の

負荷の変化をひきおこす要員はいろいろ考えられるがく主なものとしてピスト

ンとシリンダー間のシールまさつ力やコンペンセーターそのものの大きさのた

めの,慣性力が知られている。

大水深となって求められるシステムはアクティブコンペンセーターと呼ばれ

るプロアクティブシステムである。このシステムは船体のヒーピングにかかわ

らずサスペンテットロードを実質上不動に保持し続けることができるものと考

えれば良い。

いくつかの会社でこの理想を実現すべく試みがなされある程度の成功をおさ

めているが、すべての試みにおいて完全なアクティブヒーブコンペンセーショ

ンを行なうために必要なパワーは大変なものであることが確認されており、此

の事に対する現実的な解答は得られていない。

代わって現在さかんに開発が行なわれているのはパッシブ／アクティブ融合

システムである。このシステムではロードは依然としてパッシブコンペンセー

ターのニュマティックスプリングによって保持されるが、前述のバッシングコ

ンペンセーターの欠点を補うために追加エネルギーをすばやく供給するコント

ロールメカニズムもまた兼ね備えている。アクティブシステムまたはパッシブ

／アクティブシステムにおいて絶対に必要となるのはドリリングベセルの動き、

特にヒービングを正確に把握することである。船体の動きを把握するセンサー

によって得られた情報はコンピューター処理され、システムをコントロールす

るに必要な情報に変換される。

このようなアクティブコンペンセーターの必要性は前述のライザーテンショ

ナーばかりにあるのではなく、ドリルストリングコンペンセーターでも、小坑

径での掘削やコア掘り，多数のライザーパイプを用いて降下させるＢＯＰのラ
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ンディング作業等に強く要求されるものである。

(4)リエントリーシステム

海底面に接地された坑ロに、海面上の掘削装置からピット，ケーシング，

ＢＯＰ等を向かわせるリエントリー作業は、通常の海洋掘削では４本のガイドラ

インワイヤーを坑口と掘削装置の間に張り、それをガイドに実行されていた。

大水深においてはガイドワイヤーの切断等の不安があり、そうした場合の復旧

作業にも問題があることから、ガイドラインレスで水中テレビカメラや水中音

波探知機（ソナー）を利用する方式が有効である。

ＤＰＳ付石油掘削船のガイドラインレスによるリエントリー作業は、ソナー付

水中テレビによりリエントリー対象物の下端位置を検出し、これが坑口の真上

に向かうように船体を自動位置制御して行なわれる。（図－５）

(5)ＢＯＰコントロール

大水深掘削ではＢＯＰの応答時間が特に問題となるため、海底に設置される

コントロールパルプ操作には電機信号を用い、ＢＯＰの各コンポーネントを作動

させためには従来通り作動流体を利用する方式であるＭＥＨ方式（マルチプル

・エレクトロ・ハイドロリック）が最適と考えられている。

しかし、この方式でも水深があまりに大きくなると作動液の容量を確保する

ために従来のアキュムレーターボトルを海底に設置する方法では莫大な量のボ

トルが必要となるためなんらかの方法を考えねばならない。

7．おわりに

長期的に見た場合、海洋の石油開発は着実に大水深の方向へ向かっている。

現在までの実績でどれくらいの水深までの技術が確立されたのか、これを一言

でいくつと言うことはなかなか難しいが、だいたい1500ｍ水深まではまず商業

的に実用化されていると言えるであろう。

ただし、その掘削費用は水深の増加に伴い加速度的に増大し、従って経済性を

追及する石油開発では現在の原油価格の下ではこの水深の開発が適用出来る環境

には至っていない。

一方、現時点で技術的に可能な水深はと言えばすでに６本の実績がある2000ｍ

程度の水深であると言えるだろうか。

今後3000ｍとか4000ｍとかの水深での掘削を可能にしてゆくためには、前

述したような諸課題の他にもハードウェア，ソフトウェア両面にまだまだ解決し

なければならない問題が残っている。
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これらをひとつひとつ解決しなけばならないが、これらの解答には複数の解決

策が複雑にからみあってくる部分もあり、なかなか簡単にはすすまない。

慎重なステップを踏み計算，計画されたことと実際との誤差を埋めていくとい

う作業になるだろうか、すなわち3000ｍを越える水深に対しては2000ｍレベ

ルでの実際の作業を積み重ね、その経験をフィードバックしながら開発をすすめ

るという事である。

いずれにしても3000ｍを越えるような水深に対する技術の開発という事にな

れば単独の分野での開発という事は不可能であり、広い範囲の分野での協力体制

が必要となることはいうまでもないことである。
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図-１
海洋掘削装置の種類
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DPSを装備した握削組（1981-1991〕表．２
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KCAOffshore
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ＯｄｅｃｏＢｅｎＬ

Ｄ「ｉｌｌｍａ「

単位：ｆｅｏｔ
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OPERAYINC‐

豆ｌＤｐｖｗ▲9－－－
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漣
影

hＩ
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黙

￣吾超夛

／
Tmnspond6
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＝：

自動位置保持技術図３

1８

NＣ 掘日lIlIQ名称 型

Ｆ

●

所有杜 ･水深 建造年

１ VａｌｅｎｌｉｎＳｈａｓｈｉｎ 船 Sudoilmpor1 1.000 1９８１

２ PｏＩＩ ｙ Bｒｉｓ１ｏＩ 船 KCAOffshore 3.000 1981

３ VictorIh｣r8velenko 船 Sudoinport 1.000 1９８２

４ HikhailMirchink 船 Sudoimorl 1`000 1982

５ Scdco710 半潜水 Sodco 5`000 1983

６ oｃｅ３ｎＡＩＩｉａｎｃｅ 半潜水 OdecoBenL 3.000 1984

７ HenryGoodrich 半潜ﾌｋ Sona（ 10,000 1985

８ Scrabeo5 半温水 Sａｉ ｐｅｍ 5.900 1988

９ YａｌＺｙ 半溜７ｋ Stena 5.000 1９８９

1０ Drillmar1 半潜ﾌｋ DriI1mar 1.500 1990
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表－１ 型式別一般的特徴

餌Ｉ夕（且ＬｐＥｍｍ

50～600

各■海底
ただし．アンカー使用の場合
は，把旺力に要注尽

100～２０００
－

各租illI底

稼動水深(、）

海底地質に対する制限

５～3０ １１０~１００

１鮒筐志ｼ|鯛蝋搬。
風速（ｍ/s）

潮流（ノプト）

波高（、）

25～3５

３

約５～７

1０

３

約３

25～3５

４

約７～1０

2０

３

約５～７

作案限界

風連（ｍ/s）

潮流（ノット）

波高（、）

50～6０

３

約１０

50～6０

４

約10～2０

50～6０

４

約24～3６

50～6０

３

約10～2０

暴風限界

'波浪中の
迅動.

同地なし

かなり大きい

捷地時

浮上野

if&底地笈の変形に[E正

かなり大きい 大きい 小さい

移動性｜雛雛
かなり大きい

大型のものは脚恨11力に問題
あり

小さい

問四なし

やや大きい

吃水を増せば問題なし

かなり大きい

問題あり

位五決め（･ｹｰｼ,ﾝ）｜チンｶｰ，ﾊﾟﾗｽﾃｲﾝ｜アンカー.甲板昇降
アンカー又は動的位丘
保1鳶 アンカー又は動的位Ⅲ保持

貯蔵能力（パリアプルロー
ド）（ｔ）

約３０００ 2000以上１４００～２２００ ３０００～４０００

(三歪互エ菜働作成）

(石油鉱業便覧より）－１９－
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（１）はじめに

世界の海洋油・ガス田（以後総称として油田という。）の生産量は油が１５百

万Ｂ／Ｄ、ガスが３３ＢＣＦ／，（１９９０年）であり、全生産量に占める割合

は油が約２５％、ガスは約１６％に達している。一方、埋蔵量については約３０

％を占めると言われており、海洋油田は今後も重要な炭化水素エネルギーの供給

源と考えられる。海洋油田の生産システムと陸上油田のそれとの最大の違いは坑

井掘削や石油生産に必要な機器・設備を海上部分に設置するためのなんらかの

「土台（プラットフォーム）」が必要なことである｡〕通常はジャケットと呼ばれ

る構造物を海底に固定し、その海上部分に生産設備を設置する方式がとられてい

る。この方式は１９４７年に最初のプラットフォームが設置されて以来、世界中

で約６０００基以上の設置実績を見ており最も信頼性のある技術的に確立された

ものと考えられる。しかしながら油田の大水深化、油田規模の中小規模化、など

開発条件が厳しくなるのに伴い、固定式以外の様々な方式のプラットフォームが

提案、実用化されてきていろ。一方、プラットフォームを使用せずに坑口装置や

生産機器を海底に設置する海底生産システムも実用及び開発研究が進んできてい

る。ここでは両者を含む海洋生産システムにつき紹介する。

（２）海洋石油生産システムの分類

坑口装置、セパレーターなどの石油生産設備の設置場所の違いによって海洋生

産システムを分類すると次のようになる。

・海上設置方式

なんらかのプラットフォームを設置し生産設備を搭載。

・海底設置方式

海底に生産設備を設置。
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１）海上設置方式

プラットフォームはその揺動特性、位置保持法などから固定式、浮遊式、

揺動式に分類され、各方式には様々な型式のプラットフォームがある。各方式の

概略を以下に述べる。（表１）

固定式プラットフォーム

海底にパイルや構造物の自重により固定されるものでジャッケト型、ジャッキア

ップ型、重力型がある。この方式は海底に剛体構造物を固定するものであるので

基本的に揺動はしない。ジャケット型は本方式の代表的なもので、鋼管骨組構造

を海底に置き、パイルで固定するものである。ジャッキアップ型、重力型はとも

に自重により海底に固定するものであるが、ジャッキアヅプ型は掘削リグを改造

して使用するものがほとんどでデッキスペースや搭載重量などの制限から簡易生

産システムと考えられる。重力型は前２者と異なり単独で貯油機能を備えること

が可能である。

浮遊式プラットフォーム

この方式は浮体をアンカー、ダイナミックポジショニング、ターレットなどによ

り係留し浮体上に生産設備を設置するもので、浮体の形状により半潜水型（セミ

サプ型）、船型等に分類できる。いずれも上下、前後、左右、回転などの動揺は

避けられないものであり、通常、坑口装置は海底に設置される。

揺動式プラットフォーム

この方式は固定式と浮遊式の中間的なものと捉えることができる。即ち、回転ま

たは水平方向の揺動のみを許容する構造物でありコンプライアントタワー型とテ

ンションレグ型に大別される。コンプライアントタワー型は剛体構造物を海底に

固定する点ではジャケット型と同様であるが鴇タワーの構造や付属機器によりタ

ワー底部を中心とする回転揺動を許すものである。位置保持の方法はコンプライ

アントタワーの底部を自重、パイルにより海底面に固定するものである。テンシ

ョンレグ型は浮体を海底に設置した台座（テンプレート）とテンドンと呼ばれる

係留索で緊張係留するもので、浮遊式プラットフォームとみなすことも可能であ

る。台座の固定方法には自重またはパイルがある。揺動式プラットフォームでは

坑口装置はプラットフォーム上に設置される。
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２）海底設置方式

海洋油田の開発は全ての生産設備をプラットフォーム上に設置する方式で進めら

れてきたが、海洋油田開発が進展するにつれて種々の理由により（後述）設備の

一部を海底に設置する必要が生じてきた。その結果、現在では坑口装置を海底に

設置する、海底仕上げ坑井が多くの稼働実績を有するまでになっている。前述の

とおりプラットフォームを浮遊式とする場合には必然的に海底仕上げ坑井を採用

することとなる。更に現在、セパレーター、多相流ポンプを海底に設置すべ<研

究開発が進められていろ。

本稿では海上設圏方式と海底設置方式を対比して示したが、後者はプラットフォ

ームに求められる各種機能のごく一部を対象とするもので、実際の油田開発では

必要に応じて両者が組み合わせられて採用されることとなる。また海上設置方式

についても一つの方式のプラットフォームで全ての機能をカバーする場合もある

が、複数の方式を組み合わせることも行われている。

（３）各方式の特徴

プラットフォームの機能と関連する設備・機器は以下のとおりである。

機能 設備・機器

坑井保持機能

生産物処理機能

貯油・出荷機能

坑井掘削（改修）

水攻法、人工採油法

その他

１）

２）

３）

４）

５）

６）

坑口装置等

セパレーター、フレアスタック等

タンク、係留装置、パイプライン

掘削装置（リグ）

圧入関連施設

居住・ユティリティ・通信・コントロ

ール、ヘリポート、蝿水処理等

プラットフォームには上記機能のすべてまたは－部を具備させるわけであるが、

プラットフォームにどのような機能を持たせ、何基どのように配置するかは海洋

油田の開発計画立案時の重要な検討項目である。よってプラットフォームの方式

によってその性格上具備が困難な機能もあるのでものちあるその点を充分認識し

ておく必要がある。例えば、ジャケット型プラットフォームには貯油機能はなく、
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また浮遊式プラットフォームでは坑口装置は海底に設置せざるを得ない。このよ

うな観点から各方式の特徴（長所、欠点、開発の経緯）などを述べてみる。

１）固定式プラットフォーム

ジャケット型は（図１）前述のとおり世界で６０００基以上の設置実績があり技

術`的に確立されたものであり、揺動も基本的になく安定的に操業できるなどの長

所を有している。当初は水深数ｍ程度に木製のジャケットが設置されたが、水深

の増加と要求される機能の多様化などのニーズとパイリング、ジャケット設置な

どの関連技術の進歩により現在では水深４１１ｍまでの設置実績がある。貯油以

外の機能を保有させることが可能で（全搭載型）あるが逆に坑井保持機能のみを

有するＷＨＪ（ｳｪﾙﾍｯﾄﾞﾂ゛ﾔｹｯﾄ）も多数存在する。貯油機能を有しないためパイプ

ラインや、貯油機能を有する浮遊式プラットフォーム等と組み合わせることが必

要となる。ジャケット型は今後も３００ｍ以浅の比較的浅い海域での油田開発に

採用されていくと考えられる。今後の改良要素としては設置工事の簡素化、ジャ

ケットの軽量化が考えられる。重力型はジャケット型の欠点である貯油機能を有

しない点を補うために開発されたものである。７０年代の北海の油田開発ではそ

の水深故にノルウェー本土へのパイプライン敷設が困難でありかつ経済的でなか

ったたのでプラットフォームに貯油機能を具備する必要があったのである。さら

に、高い生産性のため生産設備が巨大化しその重量を支える必要があったこと、

海底土質が堅牢であったこと、建造工事に適したフィヨルドが利用できたこと、

ノルウェーの進んだコンクリート技術が利用可能であったことなどからコンクリ

ート製のプラットフォームが採用されている。（図２）鋼鉄製の重力型プラット

フォームはアンゴラ沖や英領北海で設置実績があるがいずれも水深は１００ｍ以

浅のものである。（図３）

このように固定式プラットフォームは信頼性、操業安定性など様々な長所を有す

るが水深増に対しそのコスト（建造、据え付け）増が極めて大きく３００～４０

０ｍ以深ではもはや経済性はないと言われていろ。

２）浮遊式プラットフォーム

１）で述べた固定式プラットフォーム（ジャヅキアヅプ型は除く）はコストが高

くある水深以深では必然的に大油田でのみ採用される方式といえる。浮遊式プラ

ットフォームは油田の小規模化に伴って開発コストを低減するために開発されて

きたものである。この方式の長所としては、固定式に比べ建造コストが安い、建
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設期間が短い、設置に係る海上作業が少ない点などが挙げられる。短所としては

天候の影響を受けやすく稼働率が悪くなる可能性がある、搭載重量やデッキ面積

に制限がある（改造の場合）ことなどである。この方式では坑井保持機能はなく、

坑井保持用のジャケット（ＷＨＪ）や海底仕上げ坑井との組み合わせが通常であ

る。海底仕上げ坑井の場合、海底坑口装置はライザーパイプによりプラットフォ
ロ。

_ムと接続しており石油はこのパイプを通ってプラットフォーム上の生産設備に

送られる。生産物はパイプラインで他所に送られるか、沖取り方式で搬出されろ。

浮遊式プラットフォームが具備する機能としては、セミサプ型（図４）は坑井保

持と貯油機能以外のもの、船型では坑井保持と掘削機能以外のものが考えられる。

セミサプ型は船型に比べ安定性が高く、気象海象条件の厳しい海域に適している

がデッキロードが少ないとういう欠点を有している。船型には生産設備を備えた

ＦＰＳＯ（ＦｌｏａｔｉｎｇＰｒｏｄｕｃｔｉｏｎＳｔｏｒａｇｅａｎｄｏｆｆｌｏａｄｉｎｇ）システムと生産設備を

有しないＦＳＯ（ＦｌｏａｔｉｎｇＳｔｏｒａｇｅａｎｄＯｆｆｌｏａｄｉｎｇ）システムが実用されている

が、後者の場合は生産設備を有する他のプラットフォームが必要となる。

本方式は早期生産システムや長期生産テストシステムとして利用されている例も

多い。既存セミサプリグやタンカーを改造したものはもちろんであるが初めから

この目的で建造されているものもある。その例としてＰＴＳ（Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ

ＴｅｓｔｌｎｇＳｙｓｔｅｍ〉のＰｅｔｒｏｊａｒ－１やＳＷＯＰＳ（ＳｉｎｇｌｅＷｅｌｌＯｉｌＰｒｏｄｕｃｔｉｏｎ

Ｓｙｓｔｅｍ）のＳｅｉｌｌｅａｎ（図５）である。

３）揺動式

本方式は前述の浮遊式プラットフォームと同様、油田の大水深化に伴う固定式プ

ラットフォームの建造コスト増を解決するものとして登場してきた。プラットフ

ォーム自体にある程度の外力に対する柔軟性をもたせることにより厳しい操業条

件や環境条件に耐えられるようにしたものである。

コンプライアントタワー型にはジャケット型に比べ４０％程度のコスト削減の可

能性があるといわれているが現在までに実際に設置されたのはガイラインによっ

て|傾斜を制御するガイドタワーの１例のみである。これについてはタワーの構造

が複雑であることとガイラインの取付工事などの海上作業が多く、建設費用が予

想以上にかかったと言われている。機能的にはジャケット型と同様貯油機能以外

は保有することが可能である。

テンションレグ型（図６）は形状的にはセミサプ型と似ており浮遊式と分類され
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ろことが多い。プラットフォームは浮体重量より大きな浮力を有しており、海底

に設置された台座（テンプレート）と浮体の間を接続しているレグには張力がか

けられておりこれによって浮体は鉛直方向の連動を規制している。機能的にはコ

ンプライアントタワー同様に貯油機能以外を具備することが可能である。設置例

は３件であるがうち１件は掘削機能を有しないＴＬＷＰ（ＴｅｎｓｉｏｎＬｅｇＷｅｌｌｈｅａｄ

Ｐｌａｔｆｏｒｍ)である。水深増に対するコスト増加が比較的少ないことや、浮遊式同様

設置の際の海上工事を少ないなどの長所があるが、貯油機能を有さないことや超

大水深では水平移動量の制御システムが必要になると言われている。浮体部分は

迎常は鋼鉄性であるが固定式と同じくノルウェー領北海ではコンクリート製のも

のが計画されている。

４）海底生産システム

海底坑口装置のみを海底に設置する海底仕上げ坑井は浮遊式プラットフォームと

ともに発展してきた。また北海のようにパイプライン網や既存プラットフォーム

が多数存在する海域でのサテライト構造の開発に利用されている。現在研究開発

がされているものに海底設置型のセパレーターと多相流ポンプがある。海底仕上

げ坑井の場合、生産物である油、ガス、水の混合物は海上のプラットフォームま

で自噴圧力で送られるが水深が増加したり、プラットフォームまでの距離が増す

とプラットフォーム上に坑口装置を有する坑井に比べより高い坑口圧力が必要と

なる。この問題を解決すべ<研究されているのが海底セパレーターと多相流ポン

プである。海底セパレターは通常はプラットフォーム上に設置しているものを海

底に設置し、各相毎に昇圧して送油（送ガス）するものである。これについては

ＫＢＳ，ｓｓｓＵｖＡＰｓなどの研究プロジェクトがあるｏ多送流ポンプは生

産物を多送流のまま昇圧する装置でありPoseidon、ＳＢＳ，SMUBSなどの研究プロジ

ェクトがある。

（５）今後の動向

今後も発見される海洋油田の大水深化、中小規模化が予想されるが、これらの開

発をフィージプルにするためには更なる技術進歩が必要となる。大水深海･域で現

在開発が計画されているものは、浮遊式プラットフォームと海底生産システムの

組み合わせとテンションレグ型プラットフォームを使用するものがほとんどある。

浮遊式の大水深海域への適用についてはブラジルで進んでいるが一方では浮遊式

は中小規模油田への適用がメインとなるとの意見もある。テンションレング型は
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１０００ｍ以上の超大水深への適用も可能との意見も出されている。今後の技術

開発は大水深、小規模油田の開発を可能性を広げるコストダウンはもちろんであ

るが、安全性や環境問囲、操業費削減のための無人化、海底設置機器のメインテ

ナンスの軽減化などが必要である。

（６）おわりに

以上、プラットフォームを中心に海洋石油生産システムの概略につき述べてきた

が、日本の海洋油ガス田及び日本企業がオペレーターとなって海外で操業する海

洋油ガス田の生産システムはほとんどがジャケット型式となっている。今後、日

本企業が海洋油ガス田開発を行う場合にそれ以外の新しい生産システムを採用せ

ざるをえない事態が予想される。また重工メーカー等のこの分野の技術力向上の

必要もある。そのために我国でも研究開発が行われてきているが、現在、実施さ

れている海洋生産システムに関する開発研究としては、石油公団石油開発技術セ

ンター（ＴＲＣ）のコンプライアントタワーと日本海洋開発産業協会（ＪＯＩＡ）

が通産省からの受託事業として実施しているテンションレグがある。前者は１９

９０年度からの５カ年計画でコンプライアントタワーの動特性の検討、設計手法

の開発などを目的としていろ。一方後者は我国独自のテンションレグ開発を目的

とするもので－１９８６年度からの８カ年計画で実施されている。１９９２年度に

は熱海・初島沖において１／２０模型による海洋実験を含む技術開発研究がされ

ている。両者ともに今後の成果を期待するところである。

なお、氷海海域のシステムについては本稿では触れていないが氷海石油生産シス

テムについては坂光二氏が石油公団の「石油の開発と備蓄」誌に１９８７年１２

月より「極地油・ガス田開発技術の現状及び動向」と題する記事を執筆されてい

るのでそちらを参照されたい。

以上
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表１

海洋石油生産システム設置例（１９９１年末）

最大水深（、）と油田名設置数方式

固定式

ジャケット

ジャッキアップ

重力

約6,000 ４１１，Ｂｕｌｌｗｉｎｋｌｅ

ｌＯｑＭａｄｕｒａ

２１７，Ｇｕｌｌｆａｋｓ

1６

１７

浮遊式

船型（タンカー）

セミサプ型

４０

２２８．Ａｌｂａｃｏｒａ

６２５．Ｍａｒｌｉｍ

(９８０)，（Ｍａｒｌｉｍ）

揺動式

コンプライアントタワー

テンションレグ

１
３

３０５，Ｌｅｎａ

５３７．Ｊｏｌｌｉｅｔ

(８７２），（Ａｕｇｅｒ）

海底仕上げ坑井

海底セパレーター

海底多相流ポンプ

６６５坑

開発中
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糸念Ｔ全「言寸言命くＨ＞

司会
(手塚）

どうもありがとうございました。

以上を持ちまして午前中のセッション、３つのパネルのお話

を伺いました。ちょっと時間が追いつめられてはいるのですが、

一応、１２時20分過ぎまで約30分ほど時間がありますので、これ

から質疑の時間を設けたいと思います。恐縮ですが、パネラー

の３名の方、前にパネラーと書いてある席にお座り頂いて質問

を受けて頂けたらと思います。斎藤さん、澤村さん、鈴木さん、

宜しくお願いします。これから会場から質疑をお受けしていき

たいのですけれども、質問・発言等をなさる方は必ず所属とお

名前をはっきり最初に言って頂きたいと思います。これは事務

局の方が記録を取る関係上、そこを確認したいということでし

たのでお願いします。

それでは今日午前中、石油技術協会の方３人から、ひとつは

資源量に関するご意見、井戸を掘るという技術分野についての

動向、それから生産システムに関する現状について３件のお話

を伺いました。これからその３件のお話をふまえまして、質問

も含めて会場の方からご意見.ご質問を受け付けたいと思いま

す。それでは宜しくお願いします。どなたか質問でもご意見で

も結構です。手を挙げてください。マイクをお持ち致しますの

で。

鈴 木 いいですか？

会司 はい、どうぞ。
(手塚）

鈴木 斎藤所長に確認をして頂きたいのですが。

先ほど深い海域にあまり期待してはいけないとの主旨の発言が

ありましたが、深いというのは具体的にはどの位の水深をイ

－３２－



メージすればよろしいのでしょうか？

地下の地質の状況というのは場所によって異なっているわけで、

我々地質学を扱っている人間の逃げ道はそこなのですが、要す

るに同じ地質現象は地球上にふたつとないということでありま

す。従って、鈴木さんのご質問には明確には答えにくいのです

が、先ほどのような大ざっぱな目で見ればやはり大陸斜面の

上半分くらい、すなわち一般的な教科書的に言えば、水深

１，０００ｍ前後から深い方はかなり難しいのではないかと思いま

す。但し、例外を言えばずるいと言われるかもしれませんが、

海には深い海と浅い海とがあります。例えば日本海は深い海、

東シナ海は浅い海で200ｍより深い部分はほとんどない。堆積

物で埋め尽くされた海と、まだ埋め尽くされてない海があるわ

けです。それから埋め尽くされている海でも、元々基盤の深さ

が深かった海と、基盤の深さが浅かった海とがあるわけでして、

そういった条件が違うと今言った数字というのも浅くなったり

深くなったり場所によって違うということでなかなか定量的に

何ｍ以下はもう見込みありませんよ、技術開発する必要があり

ませんよとは私の□からはなかなか申し上げにくい、という

ことでございます。

斎 藤：

会 ありがとうございました。

大ざっぱに見ればそういうポテンシャルを感じる範囲が水深

で言えば1,000ｍ、ただ深いところも全く希望がないわけでは

ないというような感じに受け取りました。そのほかにご質間ご

ざいませんでしょうか。

司
(手塚）

秋田大学の麻生でございます。今日は非常にためになるご講義

を頂きまして私ども本当に勉強になりました。誠にありがとう

ございました。重ねてお礼申し上げます。

麻生：
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２つばかり教えて頂きたいことがあります。最初は斎藤さんに

ありふれた質問なのですが、今後の回収技術、生産技術、掘削

技術などの進歩によりまして現在発表されている埋蔵量を今後

どの位上乗せすることができるか。ということについてどのよ

うにお考えになっておられるのかということと、澤村さんには

ヒープコンペンセーターとしてアクティブパッシブ方式を現在

検討しておられるとのことですが、そのコンペンセーションの

精度をどのくらいに設定しておられるのか、あるいはまたどの

くらいまで可能なのかということについてお聞かせ頂きたいと

思います。宜しくお願い致します。

司会：
(手塚）

最初に斎藤さん、宜しくお願いします。

斎 藤 埋蔵量を先ほど地球上の究極的な数字として２兆バレルという

話を申し上げました。たぶん今のご質問はこういうことだろう

と思うのですが、従来私どもが小学生の頃から石油はあと３０年

でなくなる、なくなると言い続けて、今日の話も私もさっき

24年から４０年くらいでと、大体30年内外でなくなると、同じこ

と言っているじゃないかと。要するに３０年しかもたないという

話を３０年間続けてきたということは、６０年ということではない

かと。そうするとまだ時間が経過すれば、２１世紀になるとまた

30年と言っているということはどんどん量が増えていくことだ

ろうと、一体どこまで増えていくんだ、その答えを教えろ、と

いう意味だろうと思うのですが、ちょっと脚色しすぎたかもし

れませんが。これは非常に難しいというか、易しいというか、

複雑ないろんな面を持っている問題なんですね。ひとつは、

地球というひとつの場にある物質がどれぐらいあるかというの

は調べれば分かるはずのことなんですね。なぜ分からないかと

いうと調べないから分からない。なぜ調べないか、お金がかか

るから調べない。企業的な意味からいえばそれだけの話なんで
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すね●必要があれば、必要があった時に調べる、あるいは安く

調べられる状態になってきた時に調べる。何も地球全体の石油

の量を今知る必要がないから調べないということだと僕は思う

んですね。だから将来もっともっと技術が安く、あるいはもっ

と精度の高い技術が出てくれば、くまなく今まであまり精度よ

く調べてなかったところも調べるかもしれない。その時にどの

くらい量が増えるだろうかということはなかなか今ここで予測

することは難しいのではないかと思います。ただ繰り返しに

なりますが、これは決して調べても分からないという問題では

なくて、調べれば必ず分かる量だと思います。例えて言えば、

カーペットの下にビー玉を散りぱめておいて、さあてどこにあ

るでしょう？調べれば分かる話なんです。それと似たような現

象だと僕は思います。

もうひとつ全く別の見方というか、質問から少しかけ離れる

かもしれませんが、石油はなくなるという心配の全く逆の考え

をしている人もいるんですね。それは誰かと言いますと、中東

の人たちです。石油はなくならない、石油時代の方が終わって

しまうと。誰も石油を使ってくれないうちに俺たちの資源は

無駄なものになってしまう、とむしろそれを恐れている人たち

もいるんですね。我々日本とか東南アジアの石油に乏しい地域

に住んでいる者にとっては、無くなったらどうしよう、値段が

上がったらどうしようとそういうことばかり考えているわけで

すが、例えばサウジの国王なんかの最大の悩みは２１世紀、２０００

何年頃になったら石油は原子力に追い抜かれてしまうだろうと

いった悩みだと思います。ですからその究極的にいくらあって

油がいつ枯渇してしまうだろうとはもちろん考えなくてはなら

ないですが、別のそういう見方もあるということをひとつご

紹介しておきたいと思います。
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啓錆 続いて澤村さん、ヒープコンペンセーターの件です。

澤村： アクティブパッシブ方式のヒーブコンペンセーターのご質問で

ありましたが、私が読みましたレポートにはその詳しいところ

までは出ておりませんでした。但し書き方と致しましては、

アクティブパッシブの方式であれば２５０馬力を超えない力で

コンペンセートを提供することができるという書き方をして

おりますので、センサーさえしっかりしたものが確立できれば

かなりの精度でヒーブの影響を消すことができるんじゃないか

と思っております。今のところ答えられるのはその辺のところ

で申し訳ありません。

司会
(手塚）

よろしいでしょうか？

麻生 ＤＰＳの場合は精度を水深の１ないし２％程度におさめるよう

なことをおっしゃっておられましたけれど、ヒーブコンペン

セーターの場合もその程度くらいと考えてよろしいのでしょう

か。あるいはもっと精度よくいくものでしょうか。

先ほどの船の変位ですが、あれはライザーの角度の方からその

くらいじゃないと、ライザーの方がもたなくなるという目安で

申しまして。直接ヒーブコンペンセーターの精度とリグの差位

というのは関係ないかと思うのですが、やはり目標としては

それ以下のものでいっているんじゃないかと思っておりますが。

澤村：

麻生 わかりました。

司会
(手塚）

それでは、－番前の方。
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鹿島の山本ですが。澤村さんにお願いします。

井戸を掘るということについて素人ですのでごく初歩的な

問題ですが、ライザーテンショナーというものとＢＯＰという

ものについて基本的ななぜそういうものが必要かということと、

どういう働きをするものか補足説明して頂ければと思います。

山 本

よろしければＯＨＰを見て頂いた方がはっきりすると思います

ので。これが先ほどご覧頂いた絵になりますが、赤で書いて

あるのがライザーパイプになります。ですから、これがあって

初めてこの海底にある井戸とリグとが結ばれることになります。

なぜ結ぶ必要があるかと申しますと、井戸を掘ります掘り方と

して、ここのドリルパイプの中を通して泥水をポンプしていま

す。この泥水によって海底の掘り屑を上まで運び出して穴を

深くしていくわけですが、その通路を確保するというのがまず

第１の目的だと思っています。ここにあるもうひとつのＢＯＰ

というものですが、これはその泥水と地層の圧力が泥水の比重

による泥水の水頭圧でバランスしている間は何も問題なく必要

ないものなんですが、何分情報のない地下を掘っていくもので

すから、突然高圧層に入ることがあります。そうしますと、

地層の流体が構内に入って来てしまうことになります。その時

にこのＢＯＰをしめまして、一応ここから下をひとつの容器の

ような形にして地層の流体を閉じこめてしまいます。それから

その入って来たものをうまく井戸の外に出してやって泥水の比

重を上げて、その高い地層圧力に対応する泥水柱圧を持つ泥水

に井戸の中を置き換えるようなやり方をとっていくわけですが、

それをするための手段としてＢＯＰというのがなくてはなら

ないものということになります。大体そんなようなことです。

澤 村：

ライザーテンショナーというのは上のガイドラインがあります

ね。その下に備わっていますから…。ライザーテンショナーは

山 本
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ライザーを吊っているわけですか？

澤村 そうです。

山本 なるほど。ガイドラインテンショナーというのは？

このラインですね。これは今の浅い海での石油の掘削では一般

的に使われているものですけれども、ＢＯＰとかライザーが

設置されます前にはこのリグと海底の坑口とのつながりがない

わけですね。ピットとかケージングをこのＢＯＰが決まる前に

も下げなくてはなりませんので、その時のガイドに使うために

ワイヤーを下げておくのですが、それのテンショナーという

ことです。

澤村

はい、ありがとうございました。ほかに質問は？

では、あちらの方から。

司会：
(手塚）

日本海洋開発産業協会の国富です。

斎藤さんにお聞きしたいのです。７ページの終わりの方です

が、北海とか米国メキシコ湾で油田の施設が著しい老朽化をし

ているということが書かれております。斎藤さんが外国の専門

家の方々にお聞きしたことでもよろしいのですけれども、そう

いった老朽化したものを維持管理、解体撤去、縮少、改良等、

これからどうしようとしておられるのか？そのためにはまたコ

ストも上げなくてはいけないとかいう問題もありますし、また、

小規模油田化に変えていくということも書かれておりますので、

その当たりの考え方につきまして斎藤さんの個人的な見解で

よろしいのですがお間かせ頂きたいと思います。

国富
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斎 藤 北海ですか？老朽化が進んでおりますね。北海は１９６９年にエコ

フィスク油田というノルウェー領のフィリップスペトロリウム

という会社が最初の油田開発をして既に２０何年か経過している

わけですね。実際にこのエコフィスク油田は地盤沈下を起こし

たり色々トラブルがありながらそれなりに手を加えて生産を

続けておりますが、現在はちょっと今メモを持ってきておりま

せんが、実際に今年既に廃山にする、油田をつぶしてしまうと

いう油田もニュースとなって出ておりますし、これからそうい

った類の経済的な意味での埋蔵量が枯渇して油田が廃山にして

いかなければならないというものが次々に出てくることは確か

だと思います。その残骸をどうするのかというのはちょっと私

は分からないのですが、また別にその分野のことだけを今調査

しているグループが確かあると思います。それは手塚さんが詳

しいんじゃないでしょうか。後でもいいんですけどね。ちょっ

と他の方に答えて頂ければと思いますｄ

それからどこの油田地域でもそうなんですが、大きな油田か

ら当然、一番儲かる油田から開発していくわけで、残るのは規

模の小さい条件の悪いところが残っていくわけですね。北海の

中の英国領側でいえば大物は大体開発し尽くしたということだ

と思います。あと残っているのは商業性のないものだけが残っ

ていると、見つかったけれども開発されずに残っている。そこ

で石油会社は英国政府と交渉して契約条件をいろいろ石油会社

側に有利にするようにして、それで何とかそういった開発し残

した油田の開発に着手しようとしているのが現状じゃないかと

思います。いずれにしても英国政府としても石油会社があの海

域から逃げていっては困るわけで、ちびちびと条件をゆるめて

石油会社をつなぎ止めようとそういうふうにしているんじゃな

いかと思います。そんな答えでよろしいでしょうか。どうも

もうひとつのところはどなたか手塚さんにでも答えて頂きたく。

－３９－



手 塚 その閉山・廃坑についてなのですが、北海ではプラットフォー

ムは1960年代以降設置されており、未だ撤去されたのはありま

せん。今、斎藤さんがおっしゃったように、あと２年後には

一応生産を止めるといわれているプラットフォームがあります。

たぶんそこは現状ではルールに従えば、海底から撤去して元に

復旧しておくという義務が石油会社にあります。但し、油田

地帯の真ん中にあるようなプラットフォームですと、その油田

の生産井を閉めてしまっても、周りからの油を集めてそこを

ステーションとして使って、そこにパイプラインがきてますの

でそのパイプラインを使っていくというような代案を石油会社

側が政府に提出しています。まだどうなるというのは決まって

いないとふうに理解しています。一方、アメリカはご承知の

ようにたくさんのプラットフォームの撤去という工事が進んで

います。多分産業としては－番切実に思っているのはメキシコ

湾で古い油田を持っているアメリカでしょう。メキシコ湾での

撤去工事が一番活発なんじゃないかと思います。翻って、日本

の方は今年中にひとつ、阿賀北というプラットフォームが油が

まだ出ていますがもうすぐ止めて、年内には阿賀北のプラット

フォームも撤去されます。その撤去にあたって石油鉱業連盟

だったか大陸棚協会だか、産業側が撤去にあたって日本の法制

との関係を勉強する意味でいろいろ調べています。ただそれを

パプリッシュしてるかどうかは定かでありません。阿賀北と

いうプラットフォームを撤去するための準備段階で２～３年前

からいろいろアメリカ・ヨーロッパのことを調べて、日本は

どうすべきかということを政府に提言していますのでそういう

情報の蓄積はある程度されているかと思います。

東京大学の岡野ですが、澤村さんにお伺いしたいんですけれど、

ＤＰＳの適用件数の推移のところで確か198何年からは船型の

方にはゼロになってしまったというふうにおっしゃったと思う

岡 野：
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のですが、その辺の理由をはっきりしているようでしたら教え

て頂きたい、あるいは船型そのものがもう無くなっているのか

その辺のところをお願い致します。

村 理由としては船型が作られていないということのようです。

ただその数字を持ってきてないのですが、先ほど年度別のリグ

の建造数を出した棒グラフをお見せしたのですが、あれにより

ましてももう８３年とか８４年以降になりますとドリルシップが

作られていませんので、そういうことからＤＰＳが船につか

ないというようなデータになっていると思います。

澤

宮 川 東海大学の船舶工学科の宮川といいますが、斎藤先生に非常に

プリミティブな質問なのですが、未発見埋蔵量というのはどう

いうふうに推定するものか素人分かりするような説明をして

頂きたいということと、鈴木さんには坑口装置の海底仕上げが

多くなってきているということですが、海底に置く場合と海上

のプラットフォーム上に持ってくる場合を比較すると、多分

メンテナンスとか建造費の差だろうと思うのですがどういう

メリット・デメリットがあるのかその差を教えて頂きたいと

思います。

会： それでは斎藤さんからお願い致します。司
(手塚）

斎藤 先ほどのご質問に対するお答と矛盾するような奇異な感じを

持たれるかもしれませんが、先ほどは調査しないから埋蔵量と

いうのは究極的な数字というのは分からないのだというような

ことを申しました。今のご質問、未発見の埋蔵量は未発見のは

先ほどの定義では資源量というわけですが、まあここで未発見

資源量というふうに申しておけばですね、これはどうして計算

するんだということですが、いくつかの手法が提案されており、
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それに基づいて計算がなされております。

ひとつは最も原始的な方法というのは面積法というものでし

て、さっきも話しました堆積盆地という地層の広がりの面積が

２倍になれば埋蔵量も２倍になると、そういうある地域で調べ

た実績のある場所を例としてその場所の何倍の面積を堆積区で

あるからここには何倍の埋蔵量があるはずという、これ面積法

と称しておりまして特にこれが用いられる場所というのは調査

のほとんど進んでいない何の手掛かりもないようなところに対

してこの方法が用いられます。これで計算しますと、とてつも

ないでっかい数字が出てきまして、事実上あまり意味のないも

のです。これはかつて、今は亡くなったアメリカにウィークス

という学者がいまして、その人が石油は海にある、みんな海に

注目しようとこういうことを言い出した時にこの方法でとてつ

もないでっかい埋蔵量をみんなの前に出して注目を集めるため

に使ったそういう手法です。

それからもうひとつの手法は容積法という手法があります。

堆積物、すなわち地層が全体として何立方ｋｍあるかと。そし

てさっきと同じある地域と比較して容積比でこっちの堆積盆地

は何立方ｋｍあったと、ここには大体石油は掘り尽くしたけれ

ども究極的に何億バレルの埋蔵量があったと、じゃあこっちの

分からない場所でも地層の容積の計算をすると何立方ｋｍにな

るから、油も何億バレルあるはずだというやり方です。これも

同様にかなりプリミティブなものですけれども、何もデータが

ないというのではなくて地層の容積ぐらいは分かると、すなわ

ち地質学の用語でいえば堆積盆地の形状は分かる、とこういっ

た時に使われるわけです。さらにデータが増えてくると色々な

方法がとられますが、容積法に加えてそこの堆積盆地、地層が

何度くらいの熱に何百万年さらされたかとそれでそこの中の有

機物がどういうふうに変質して石油になったかと、そこまで推

定することができることもあります。それは地下の地熱のデー
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夕ですとか有機物のデータですとかそういうものが手に入ると

そういうような方法も取れます。さらにもっと詳しく言えば、

地下の地質構造が分かっている場合、背斜構造がどういうふう

にあって、背斜構造の形状はどうで、容積はどれくらいあると、

もしここに油が溜まっていたら何千万か何億バレルぐらいに計

算上なると、そういう地下の地質構造が分かっている場合はそ

れも参考にして、要するに油が集まるような地下構造にない場

所とありそうな場所と仕分けして、ない場所はゼロ査定すると

こういうようなやり方をとっていきます。さっきの話の中でも

申しましたが、精度はまちまちでそれを研究者が寄せ集めてき

て世界に２億とか、残っているのは６千万とかそのようなこと

を言っているわけですから、そんな程度の話だということでお

聞き頂くべきでないかと思います。

鈴 木 坑口装置は海上にあるのがいいか、海底にあったほうがいいか、

という質問かと思いますが、先生のおっしゃった通り、他の条

件を考えなければメインテナンスの点から当然海上にあった方

がいいということになります。しかしながら、これは石油会社

のポリシーを含めて、油田開発をどのようなストラテジーでや

っていくのかということが大きくかかわってくる問題であり、

一概にどちらがいいということは言えないのです。例えば、油

田の全体像が割と把握できていれば、プラットフォームによる

大規模開発に着手してもいいのですが、そうでない場合には海

底仕上げの坑井を置いて生産状況をみながらつぎの展開を検討

するといったことになります。さっきも言いましたが、油層の

深度によっては傾斜堀ができない場合もあるので、この場合に

は海底仕上げの方が経済的ということも考えられます。結論的

には様々な要素を総合的に検討してどっちがいい、ということ

になるのだと思います。
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啓鋳： もうひとつ質問を受け付けます。

原 日本大学の原田でございます。

斎藤先生にちょっとお伺いいたしたいのですが、地質構造に

よって異なると思いますが一般的には１，sあたりどのくらい原

油というものが入っているものかお教え頂けますか。例えば固

質砂層には何％くらい、空隙率何％、大体どのくらいの油が入

っているものか、そしてその中のうちのどのくらいが回収でき

るものなのかお教え頂ければと思います。

田

斎 藤： 今、その数字の関係の資料は持ってきていないのですが、資源

量ではなくて埋蔵量計算のやり方のひとつとして、岩石の容積

から直接油の量を推測する方法があります。それは石油会社で

はバレルエーカーフート法という方法なのです。バレルは石油

の１バレル、エーカーは面積のエーカー、ブートは岩石の厚さ、

エーカーフートは１エーカーの面積で厚さが１ブートの岩石の

容積とそう考えていた頂きまして、そこに何バレルの油があり

得るか、あることが多いかと、経験的にそういう方法があるん

です。これはデータがきちんと揃って、エンジニアリング的な

計算ができる場合はこんな方法は取らないんですけれども、

分かっている情報が少ない場合にこれを用いることがあります。

１エーカーフートという岩石の容積は何バレルに相当するかと

いうと、約７千バレルなんですね。岩石の量はもちろんバレル

で計算しませんが、あえて約７千バレル、その７千バレルの

岩石の中に油はどのくらい入っているかというと、経験的には

２００バレルとかそんなものなんですね。岩石の里の数％、低い

方の数％、２～３％、３～４％それくらいの検討で我々は推測

します。
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啓鋳 よろしいでしょうか。そろそろ時間を過ぎていますので、特に

ここで質問がなければここまでということにさせて頂きたいと

思います。よろしいでしょうか。それでは今日朝早くからお話

をして頂きましたパネラーの３人の方に拍手をもって感謝の意

を表したいと思います。本日はどうもありがとうございました。

以上を持ちまして、午前中のセッションを終わりにしたいと

思います。午後は１時半からまた同じこの場所で始まりますの

●
●

でよろしくお願いいたします。
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寡三一）

１．技術的特徴

２度にわたるオイルショックの後，1980年台前半まで続いた$30/bblレベルの

高油価の下で大躍進した海洋油田開発は，その後の油価の低迷と自然環境保護運

動の高まりにより，開発速度のスローダウンを余儀なくされているが，今日，既

に世界の石油生産量の25％を賄うまでになっている。

こうした中で，現在，世界の海で稼働中の浮遊式石油生産システムは表ｌに示

すように，船型とセミサプ型が浮遊式の市場を二分しており，そこに大水深に強

いＴＬＰ型が割って入ろうとしつつある。

稼動性に富み，コストへの水深影響が小さい浮遊式石油生産システムの優位性

が発揮できる，一般的な稼動条件は次のようなものである。

①大水深：150ｍ以上が－つの目安

②陸地より遠隔：海底パイプラインなどの既存設備が利用できないこと

③小規模海底油田：埋蔵量’億bbl以下，生産量数万bbl/日以下

④短期間使用：１０年前後の短期生産，本格生産までの暫定使用

⑤移動性重視：テスト生産，政治不安の海域

⑥安価：特に固定式（ジャケット）＋パイプラインとの比較の上で

1.1船型石油生産システム

船やバージを利用した生産システムであり，石油貯蔵能力が豊富な利点を活か

して，図１のようなＦＰＳＯ(FloatingProduction，StorageandOff-loading）

として数多く使用されている。しかし，荒天下では波浪中の船体運動が大きく，

デッキ上の石油生産プラントのセパレータ（油水分離装置）などの機能に支障を

きたすため，東南アジアで８基，地中海で４基など，海象条件が比較的穏やかな

海域が活躍の場になっている。石油生産プラントの稼働限界動揺角は，一般にピ

ッチング（片振幅）が1.5～４．，ローリング（同）が３～６．程度であるが，

プラントの配置やセパレータの形状，動揺対策などにより一概には言えない。

生産プラントを搭載しない単なる石油貯蔵船であるＦＳＯ(FloatingStorage

andOff-loading)として使用されているものも多く，石油生産現場では，ＦＳＯ
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からの油の積み出しはシャトルタンカーで行われていろ。このほか，ＦＳＯには

上五島(5基,440万㎡）や白島(8基,560万㎡）の本格的な石油備蓄基地や，中東な

どでＶＬＣＣ（大型タンカー）をスポット的に流用した石油備蓄船などがある。

船型が船側から受ける波，風，潮流による外力は船首に受ける場合に比べて４～

５倍にもなるため，船体を常に外力の小さい方向に振れ廻せるように一点係留さ

れるのが一般的である。一点係留システムは巨大な船体の命綱であると同時に，

油田から生産プラントへ送られる原油の中継点としての重要な役割を演じている。

船体構造はシンプルであり，基本的にはタンカーの建造技術が応用できるが，

特定の海域に長期間定点係留するための耐久設計が要求される。生産システムと

して船体を10年ないし20年間ドックインなしで使うためには，長期耐久塗装や電

気防蝕を用いた防蝕対策と稼働中のメンテナンスが不可欠であることは言うまで

もない。中には建造後16年間もインドネシアの海に係留されたまま良好な状態に

保たれてきた貯油バージの例もあるが，これは係留中の海象条件や石油の質に特

に恵まれたためと見られ，通常のタンカーなどでは考えられない。船体は新造の

ほか，安価で納期の短い中古タンカーの改造も広く行われている。

変わったところではノルウェー向けに我が国で建造されたＰＴＳ(Production

andTestingShip）の“Petrojarll”がある。長期間の試験生産を行うために，

本船にはターレット係留装置と自動船位保持装置が併設されている。また，自航

式ＦＰＳＯとしては英国で建造されたＳＷＯＰＳ(SingleWellOilProduction

Ship）の“Seillean”が唯一の事例であるが，石油の生産，貯蔵から輸送まです

べて自力で行うことができる設計になっている。

1.2セミサプ型石油生産システム

セミサブ型の最大の特徴は，主要浮力体であるロワーハルを没水させ，波浪の

影響の大きい水面には水線面積の小さいコラムを配置して復原力を持たせること

により，波浪中の船体運動を船型に比べて大幅に低減できたことにある。掘削リ

グとして豊富な実績を基に，セミサプ型は図２に示すような石油生産システムと

してもブラジル沖の９基を初め，北海やメキシコ湾など，海象の厳しい海域で広

く使用されている。石油掘削リグからの転用が容易で，稼働中の14基中の実に１３

基がこの転用組であり，この中には我が国の造船所で建造されたセミサブリグが

３基含まれる。また，セミサブリグの建造が久しく途絶えている中で，ブラジル

向けのセミサプ型がシンガポールヤードに発注されていることに注目したい。

広くて平坦なデッキは生産設備の配置上最適であるが，重心が高いことから安
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定性確保のためデッキ上の搭載荷重に制約を受ける。また，水線面積が小さく，

搭載重量の変動による吃水変化が大きいため石油貯蔵能力は持たない。生産した

石油は海底パイプラインにより送り出すが，新しい油田の早期生産には近くに一

点係留されたＦＳＯを用いる場合もある。

セミサプ型の係留は船型と異なり，外力に対する方向性が少ないために振れ廻

りの必要がなく，信頼性の高いアンカーチェーンによる８点係留方式で位置保持

するのが一般的である。しかし，多数の浮力体と骨組み構造の複合体から成る構

造様式は船型に比べて遇かに複雑であり，Ｋジョイントと呼ばれるコラムとプレ

ース，あるいは，プレース相互の接続部は波浪により大きな繰り返し荷重を受け

易く，疲労解析重視の構造設計と建造中の溶接には特に注意が必要である。

Ｌ３ＴＬＰ型石油生産システム

海底油田開発の大水深化に伴い，最近，図３のＴＬＰ(TensionLegPlatform）

型が注目を集めている。４本ないし６本コラムからなるセミサプ型に類似した浮

体を，テンドンと呼ばれる高張力鋼管により海底のテンプレートに垂直係留した

ものである。一点係留ブイやセミサプ型のカテナリー係留ラインの重量が水深の

増加と共に急激に大きくなるのに比べ，ＴＬＰ型の場合は水深の増加分だけテン

ドンを長くすることで対応することができ，大水深向に適している。浮体をテン

ドンで下方に引き込み予備浮力を持たせているため，波浪中の上下動は水平移動

に伴う僅かな変動とテンドンの伸縮分のみであり，セミサプ型の数パーセント程

度と小さい。また，デッキ面が常に水平に保たれるため，リジッドライザ-が利

用できるほか，デッキ上に坑口装置を装備できるなど，大水深の中でも固定式ジ

ャケット方式に近い操作ができるという大きな利点がある。

1984年に水深148ｍの北海Hutton油田にＴＬＰ型の初号機が登場したのに続き，

1989年にはメキシコ湾GreenCanyonの536ｍの大水深にＴＬＷＰ(TensionLeg

WellPlatform)と呼ばれる小型ＴＬＰが稼働を初め，1992年には水深310ｍの北

海Snorre油田に３基目が設置された。近々，さらに２基の設置が予定されている。

このほか，固定式と浮遊式との中間的なものとしてコンプライアントタワー型

（揺動型）と呼ばれるものがある。この型式は縦長構造物を海底にピン結合した

もので，波浪中ではピン結合点を中心に回転運動を生じるが水中抵抗が大きいた

め動揺は小さく，デッキまでの回転半径が長いのでデッキの傾斜も小さい。浮力

タンク付きのＡＴ(ArticulatedTower）方式が北海油田に１基設置されたが，揺
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動角が大きいとかで後続はない。また，タワー状の骨組み構造物を多数のガイラ

インで支えるＧＴ(GuyedTower）方式もメキシコ湾に１基据え付けられたものの，

予想以上に費用がかかった由で，後続はまだ開発途上にある模様である。

表１．浮遊式石油生産システムの稼働状況

数字は基数，（）内は水深，FSOは含まず

セミサプ型 ＴＬＰ型 揺動型

表２．浮遊式石油生産システムの技術的特徴

－５２－

海域 船型 セミサプ型 ＴＬＰ型 揺動型 計

北米 １

（150m）

１

（625m）

１

（536m）

１

（305m）

４

南米 １

（230m）

９

(105-243m）

1０

北海

(75ｍ へｳﾞ

２

）

３

（78-143m）

２

(148-310m）

１

（100m）

８

地中海 ４

(55-145m）

４

アフリカ １

（４２m）

1

アジア ８

(20-122m）

８

計 1７

(20-230m）

1３

(78-625m）

３

(148-536m）

２

(100-305m）

3５

(20-526m）

型式 ﾒ５１<jli #雛 iｌｌｌｉ 係： 撒態 If雌力 ﾗｲｻﾞｰ ｈＭ 嘘19

船型 △

200ｍ

○

#に鯛

△ △

1点蝿

○

ＩＭＩ札

○

大粗

△

ﾏﾙﾁｽｲｰﾍﾞﾙ

× ○

ﾀﾝｶ￣

セミサプ型 ○

1000ｍ

○ ○ ○

獺蝿

△

重縞

× ○

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ

○ ○

ｾﾐｻﾌﾟﾘｸ

ＴＬＰ型 ○

2000ｍ

△ ○

《平軌のウ

△

ﾃﾝｼｮﾝﾚｸﾞ

△

重調Ｍ

× ○

ﾘｼﾞｯﾄ

○ ×
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２．将来動向

2.1海洋油田開発

５０年後には枯渇するといわれる石油は，埋蔵量のｌ/3沁未発見埋蔵量にいたっ

てはその半分が海洋に存在し，その約75％は水深200ｍをはさむ大陸棚から大陸

棚斜面にかけて存在するとみられている。

浅い海域の比較的規模の大きい，いわゆる･おいしい”油田の開発はこれまで

に概ね終わり，残された海洋油田は小規模，大水深，氷海域といった，技術的に

も経済的にも，従来のジャケット方式では商業生産が難しい稼働条件となってき

たため，これからは浮遊式の出番が増えてきそうである。今後，小規模油田が発

見される可能性の高い海域としては英領北海，中国，東南アジアなどが挙げられ

る。一方，メキシコ湾，カリフォルニア沖，ブラジル沖，ノルウェー領北海など

では大水深域への移行が促進されるものとみられている。

油田の生産規模が小さく採油できる期間も短い小規模油田が，マージナルフィ

ールドとして商業生産するに値するか否かは，いかに設備投資額を低く抑え得る

かにかかってくる。その点，移動が容易で複数油田に対して設備の再利用ができ

る浮遊式は有利であり，とりわけ船型の経済性は注目に値しよう。設備の整った

造船所で浮体と生産プラントを一体建造することにより，条件の悪い現地工事期

間を大幅に短縮できることも早期生産の実現に貢献する。また，油田の枯渇で不

要になった生産システムの撤去が格段に容易なことも，海洋環境重視の上から評

価されて良い。

一方，大水深はもともと浮体本来の活曜の場であるが，経済性に加えて，苛酷

な海象条件を克服して安全操業を行うための技術が確立されてこそ，セミサプ型

とＴＬＰ型が十二分にその真価を発揮できる市場として期待が持てるであろう。

また，クリーンなエネルギーとしてＬＮＧやＬＰＧなど液化ガスに対する需要

が増加するにつれ，浮遊式の活動領域が石油からガス油田開発へと伸長していく

ことも将来的には考えられよう。

2.2係留システムの高度化

海底油田から生産プラントまで原油はライザーを通して供給されるため，稼働

中の浮遊式生産システムは常に油田の上に位置保持されている。セミサプ型を初

め，一点係留ブイなどの係留にはふつうアンカーチェーンによる８点係留が採用

されているが，最近は被係留体の大型化や荒海への進出に伴って，係留システム

はごつくて複雑で重い仕様にならざるを得ない傾向にある。係留仕様は稼働海域
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の水深や気象・海象条件，ライザーの種類・数・配置などを基に設定されるが，

被係留体の最適形状（主要寸法）を合理的に設計するなど，係留力の軽減努力が

欠かせない。また，浮体の長周期運動をも加味した高度な動的係留計算法の導入

や豊富な操船経験も，係留仕様改善の促進につながる。

一点係留された船型の場合はブイに組み込まれた高圧スイーベルや，性状の異

なる原油を扱うマルチスイーベルを介して生産プラントに原油が送られてくるが，

船体とブイの相対運動に起因する油漏れ事故を未然に防ぐため，船体中央部や船

首部に円筒状の回転体（ターレット）を一体型に組み込み，そこに直接カテナリ

ー係留するターレット係留方式が主流になりつつある。

設置海域の自然条件が非常に厳しい場合の設計条件の緩和と，船体のメインテ

ナスを容易にするため，一点係留システムを切り離して船体が退避できる機構を

備えた事例も出てきた。多忙で危険の多い生産現場では複雑な機構は嫌われるが，

全体システムとしての効果があがることも考えられる。

大水深向けに期待の大きいＴＬＰ型の発展のカギは，当然そのテンションレグ

機構の出来いかんにある。テンドンの取り付け／取り外し方法の簡素化や水平動

の抑制を図ると共に，1000ｍを超える大水深におけるライザーやテンドンの挙動

解析を的確に行うことがＴＬＰ型の普及を促す近道であろう。我が国においても，

通産省から㈱日本海洋産業協会（ＪＯＩＡ）への委託研究として，現在，伊豆の

初島沖の実海域において，ＴＬＰ型の中型模型実験が行われている。

2.3新型プラットフォームの開発

表２に示すとおり，船型は石油の貯蔵能力には制約を受けないが，波浪中の揺

れが大きいという問題があり，一方，セミサプ型はその反対に，運動性能には定

評があるものの，搭載重量の制約と貯蔵能力を持てない悩みがある。この両者の

良いとこ取りを狙った新しい浮体形状の検討が，今，石油公団の浮遊式生産シス

テムの次世代技術の開発プロジェクトの中で進められている。

この新しいコンセプトはモノコラム型と呼ばれ，図４に示すとおり，大きな円

盤状のフーティングの上に太い円筒コラムを配し，その中心軸回りに大きな空洞

を貫通させた構造様式をしたものである。これまでの水槽試験によれば，波浪中

の運動性能はセミサプ型なみに優れる上，生産した石油を貯蔵するためにかなり

のタンクスペースを取ることができ，しかも，セミサプ型のように応力集中によ

る疲労強度が問題になる継手構造はない。将来，実機の設計に当たっては配置計

画上の検討を十分行い，新型の浮遊式生産システムとして玉成されることを期待
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する。このほか，やはり石油公団プロジェクトとして，コンプライアントタワー

に関する研究開発も実施されている。

一方，台船とプラント側双方の技術開発の融合により稼働性の向上を図ること

も極めて有益である。セミサプリグが苛酷な海象下であれ程までに優れた稼働性

を発揮できたのは，その卓越した波浪中の運動性能に加え，ヒービングコンペン

セーター（上下動緩和装置）が開発されて，掘削システムに組み込むことができ

たからにほかならない。造船技術と掘削技術の素晴らしい相乗効果がここに発揮

されたわけである。

船型のデッキ上に据え付けられたセパレータに対する動揺軽減策として，アク

ティブコントロールの技術を活用できないものであろうか。下関市とスペースワ

ールドを結ぶ交通艇として就航中の揺れない船“ヴォイジャー”の客室の動揺軽

減装置の応用を図るものであり，客室の代わりにセパレータを支えるわけで，技

術的には特に問題ないように思われる。

３．新分野への技術の応用

3.1海底鉱物資源開発

石油と共に鉱物資源開発の目も海底に向けられており，ハイテク原材料のレア

メタルの継続的な安定供給の確保を目指して地道な研究開発が進められている。

特に無尽蔵な資源として脚光を浴びるマンガン団塊は，ハワイ南東の海底5000ｍ

の日本鉱区に多く発見されており，試算によればニッケルが陸上の273倍，コバ

ルトは967倍など，レアメタルの宝庫といわれている。我が国では通産省工業技

術院の大型プロジェクトとして，深海底でマンガン団塊を集鉱して採鉱船までス

ラリー揚鉱する採鉱システムの開発が進行中であり，平成８年セミサプリグ“第

三白竜'，の改造により，2000ｍの実海域実験が計画されている。このほか，８００

ｍ～2000ｍの海底にはコバルトやチタンが豊富なコバルトリッチクラストが，ま

た，２～3000ｍの海底には，金，銀，白金などの貴金属を含む熱水鉱床の存在が

有望視されており，探査と採鉱システムの研究が６年間続けられてきた。

3.2地球環境問題への対応

地球温暖化の原因といわれる大気中の二酸化炭素濃度の上昇を抑制する一つの

方法として，陸上の火力発電所で排気ガス中のＣＯ２を回収して液化し，洋上の

浮遊基地から長いパイプシステムにより，3000ｍ以上の深海中に投入，貯留する

という構想が提案されている。技術開発と共に経済性や環境影響など，各方面か
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ら慎重かつ総合的に検討されなければならないが，浮遊式洋上基地には大型セミ

サプ型の，また，投入システムめには石油生産用のライザーシステム技術の応用

が期待できよう。

3.3海洋空間利用

運輸省の資料によると，我が国の200海里経済水域は451万kiiで，国土面積の

12倍，世界７位の広さを誇り，水深20ｍ以下の海域309万haの利用率は現在約半

分程度であるが，2000年には３倍に増え，逆に145万haもの不足をきたして海の

利用の沖合化が進むとしている。当面，海洋レジャー施設やつくる漁業を促進す

る海洋牧場のほか，廃棄物処理施設などを搭載した都市問題解決型のプラントバ

ージの出現が先行しようが，２１世紀には大規模な海上空港などの数兆円プロジェ

クトが実現するものと期待は大きい。経済大国となった我が国にあって，国際的

な交通社会資本である24時間空港の整備は，今や待ったなしの緊急課題であり，

現在，肋日本プロジェクト産業協議会（ＪＡＰＩＣ）や，マリンフロート推進機

構などの場で，鋭意検討が続けられている。陸上は過密な上，騒音による環境問

題も深刻で，大規模な空港立地は洋上に活路を見出さざるを得ないと思われるが，

上昇の一途をたどる空港建設費の削減と海洋の環境保全への対応に力点を置いた

空港建設が不可欠である。海洋開発は正に異業種協業の場であり，かってのALL

orNothingの議論ではなく，コスト，信頼性，環境対応の面から，浮体の持ち味

を活かして適材適所に組み込んだ海洋施設の開発と実現が強く望まれるところで

ある。

４．あとがき

海洋油田開発が小規模化と大水深化に向かう中で，船型，セミサブ型，ＴＬＰ

型に代表される浮遊式石油生産システム採用の機会が増える。これまでの海洋開

発は海底油田を中心に発展してきた。ここしばらくは石油生産主体の時代が続く

にしても，海底鉱物資源開発や地球環境絡み，200海里経済水域内の海洋空間利

用分野など，これからの海洋開発ニーズは多様である。

石油開発の場で培われたハード／ソフトの両面での海洋技術の活用を図りっっ，

官学はもとより，関係業界による異業種協業が実践されてこそ，明日の海洋開発

は飛躍していくものと確信している。
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２匠司云三玉之と辰矛薑天苣ヨミフーラ・ソトフォーニ

ｑ壬壱臺島廻菫没<ｵ皀朱＞受雲書生薑菖貢薑二本=苔Iヨ

ゴニアに言受ご言十ﾌ本二壱fln夕ＲＥ長三山I之に７台且三）

ヱユ

はじめに

１９７１年、北海ノルウェイ鉱区水深71ｍのエコフィスク油田の開発に始った

海底石油およびガス開発施設の建設は海洋構造物の設計および建設工法に大きな

変革をもたらした。

即ち、１００ｍを越す大水深で、しかも過酷な気象海象条件の下で安全な構造物

を限られた予算枠内で出来るだけ早く建設しなければならない石油開発のニーズ

に対応するため数多くの海洋構造物が開発された。

代表的なものはコンクリートプラットフォームであり、対応する水深は７０年

代後半から８０年代前半にかけて１５０ｍとなり、８９年に建設されたガルファク

ス“Ｃ”プラットフォームは２１６ｍである。さらに現在建設中のものは水深303

ｍを対象としている。

この様な構造物の大水深、巨大化は建設工法の進歩に裏付けられた技術開発に

より達成された。その事例として代表的な構造物建造基地、ニニアンセントラル

コンクリートプラットフォーム、モーリン“Ａ”鋼製重力式プラットフォーム、

ガルファクス“Ｃ”コンクリートプラットフォーム、エコフィスク油田沈下対策

として据付けられたエコフィクス防波壁について油田開発のニーズとそれに対応

する技術開発および建設工法の特徴について述べる。

１．北海向け構造物の建造基地

一ハワードドリス社キッショルン建造基地一

北海の海底石油開発の施設、構造物を建造する基地はノルウェイまたはスコッ

トランドのフィーヨルド海岸にいくつかある。その１例としてハワードドリス社

のキッショルン建造基地について紹介する（図－１）。

この基地ではコンクリートおよび銅いずれの構造物の建造も可能である。

この基地は北スコットランド高地西海岸の北緯57.25′、西経５．３５′のノル

ウェイと同様なフィーヨルド地形の入江に位置する。極東で同緯度の場所はカム

チャッカ半島取付部に相当するが、メキシコ湾流の影響で冬期は温暖で平均気温
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３℃で東京とほぼ同程度である。最低気温は0℃を下まわることはほとんどない。

－万夏期は涼しく平均気温は14℃で東京より１０℃低く、最高気温で20℃以下であ

る。この気候では年中コンクリート打設が可能であり、鋼構造物溶接施工にも

特に障害になることは無く、コンクリート及び鋼構造物建造の両面から望ましい

気象条件と言える。

この基地はフィーヨルドの入江にあり、しかも太西洋に面する西方はスカイ島

で完全に遮蔽されているので、波浪およびうねりの影響はほとんどない。基地の

前面水深は14ｍで急深となっており、６km離れた場所で水深120ｍ、161ｍ離れて

水深165ｍの海上作業が可能な静穏水域（ウェットドッグと呼ぶ）がある。

海上でのコンクリート打設、プラットフォーム繊装等の作業に絶好の水域であ

る。一方、陸上基地は急傾斜地を埋立造成したので約35ｍの高低差があり、幾分

使い勝手の悪いのは致し方ない。

キッショルン建造基地概要

・投入資金Ｊ824,000,000（1970年代に120億円）

・敷地面積４５．８ｈａ

・ドライドック

不透水性岩盤を素掘し底面を舗装した程度で、注排水操作で据付け離脱可

能なＲＣドックゲート（巾１５ｍ×高さ１６．５ｍ×長さ８５ｍ２スパン）を付けた

もの。

平均水面より水深11.5ｍ，面積は２７ｈａで、150ｍ×150ｍ、吃水11ｍ程

度のコンクリート構造物の建造が可能である。

・製作ヤード

鉄骨およびコンクリート製作ヤードＥＬ．＋４．８～＋３４ｍ４８ｈａ

鉄骨製作ヤードＥＬ．＋４３ｍ７．６ｈａ

・鉄骨の開先加工、溶接、サンドプラスティング、塗装を行える建屋および設

備

・労務宿舎１，０００人収容可。

・建設資機材の供給

セメントはバージ輸送後鉄道（約10km）で受入れ、骨材はアイルランドよ

りバージ輸送される。良質な骨材で強度600ｋｇ／㎡のコンクリートが得られる。
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２．ニニアンセントラルプラットフォーム

北海のイギリス鉱区にあるニニアン油田はシェプロン石油（ＵＫ）をオペレー

ターとして開発された。

1972年に鉱区権獲得、７４年３月に深さ約10,000ftにおいて油田を発見した。

可採埋蔵量は１０億ｂＭで78年に生産が開始され、ピーク生産量は８２年に３１．８万

ｂＭ／日が達成された。

この油田にはニニアンセントラルの他にニニアンノースおよびニニアンサウス

の３プラットフォームが建設された。

生産された原油は②２４inのパイプラインでニニアンセントラルに集められる。

また、ニニアンセントラルから原油は②３６inパイプラインを通してシェトラン

ド島サラムヴォエ基地に送られている。ノースとサウスはジャケットエ法により、

またセントラルはコンクリートプラットエ法により建設された。

プラットフォームの概要（図－２）

シエプロン石油（ＵＫ）

ハワードドリス社

ロイズレジスターオプシッピング

北緯60.51′，東経１°２８′

水深136ｍ

設計波高Ｈｍａｘ＝３１ｍ，Ｔ＝１８sec

生産２×140,OOObM／日

貯油1,000,000ｂＭ

ウエルスロット４２本

居住３６８本

ニニアンノースからオイル②２４in，水①１０ｉｎ

ニニアンサウスからオイル②２４in，ガス②８ｉｎ

マグナス油田からオイルの２４in，９２ｍ

ヒーサー油田からオイル②１６in，３２１ｍ

サロムヴオエ基地へオイルの３６in，１６０ｋｍ

フラッグス幹線ヘ ガス②１０ｉｎ

ドリス式コンクリートプラットフォーム

トラルプラッ２１ニニアンセン

Ｊ
ｊ
Ｊ
１

１
２
３
４

オペレーター

主契約、設計者

認定機関

設置位置

５）設備能力

６）パイプライン

７）型式

－６０－



ｍ
、
ｍ
、
㎡
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ

０
４
９
５
０
０
０
０
０
０

４
０
４
．
５
０
０
０
０
０

１
１
１
５
３
０
３
０
０
０

６
，
，
，
，
，
・

１
４
５
６
７
０
０

４
２
０
２

３
４
６

径外
量

器
重

径
容

一百面
ル

外
状

キ
量
一
量

礎
一

シ
積
量
重
１
重

基
（
高
デ
面
重
キ
ジ
全
ト

ト
’
壁
ン
キ
エ
ツ
モ
時
ス

フ
ロ
波
イ
ッ
部
デ
転
転
ラ

ラ
ク
防
メ
デ
下
鋼
運
運
（

８）規模

２施工手順

１９７４

１９７４１１～75.

1975.8～７６．

2.2

受注

キッショルン基地にドライドック建設

ドライドック内においてラフト部建設

鋼スカート４．３００ｔ

コンクリート57,000

鉄筋１０，０００ｔ

PC鋼材１，４２０ｔ

第１次曳航（ラフト部）

７
８

１９７６．９．７

１９７６．９～ 第１次海上作業，下部コンクリート部建設

コンクリート８１，０００

鉄筋17,000ｔ

PC鋼材１，７４０ｔ

第２次曳航

第２次海上基地においてデッキ搭載

モジュール搭載

曳航準備

曳航

曳航吃水８４２ｍ

曳航排水量601,000ｔ

ＧＨ．１．１ｍ

1977.8

１９７７．９．１５

１９７７．１１２５

１９７７．１２．１１～７８．４．１８

１９７８．４．１９～５．４

１９７８．５．５～５．１７
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曳航時ペイロード２３，０００ｔ

曳航距離内海80マイル＋外洋440マイル

曳航速度２ｋｎｔｓ

曳航馬力８０，０００ＰＳ

据付精度平面８．０ｍ，ねじれ１．１．

沈設

スラブ下グラウト

1978.5.17

1978.5.27

２３建設工法の特徴

１）海底油田開発の全体工程から見て短期間に開発された。

即ち、1974年３月に油田が発見され、ドライドック建設を含み３年６ケ月

で設備を含むプラットフォームを1978年５月に完成した。その年の12月には生

産井のドリリングが開始され、翌年の79年12月には生産開始に至った。

下部工コンクリート構造物はキッショルンにおいて、上部工デッキ構造物

はマクダモット社により、また約40箇の設備モジュールはイギリス各地におい

て分散製作され、キッショルンウェットドックにおいて搭載された。その後、

曳航沈設後はコンクリートプラットフォームエ法の特徴を活かし、直にドリリ

ングを可能とした。また、下部工コンクリート構造物は徹底的にプレキャスト

化が図られ、シリンダー部はスライディングフォームによる連続コンクリート

打設が行われ、短工期建設が達成された。

２）当時最大のコンクリートプラットフォームであった。
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３．モーリン油田の開発

フィリップ石油（ＵＫ）グループは、1970年にイギリス鉱区において鉱区権を

獲得し、７３年２月に深さ約9,000ｆｔにおいてモーリン油田を発見した。可採埋蔵

量は、１．５億ｂＭと見込まれる中規模油田である。８３年９月に生産を開始し、８４

年のピーク生産量は70,000ｂＭ／日である。

油田開発の特徴はプラットフォーム据付に先立ち、あらかじめ海底に設置され

たテンプレートを通してセミサプによりドリリングが行われており、プラットフ

ォーム据付け完了（83年６月）後、直ちに生産体制に入った点である。

生産された原油は一端貯油タンクに入り、アーティキュレイテッドローディン

グカラムＡＬＣ（ＰＣ構造一点係留式出荷設備）によりタンカーに出荷される。

このプラットフォームは斬新なアイディアによる鋼製重力式プラットフォーム

である。

［設備概要

１）オペレーターフィリップ石油（ＵＫ）

２）主契約者

重力式プラットフォームの設計テクノメア

〃 の製作アイレシアマリンコンストラクターズ

ＡＭＣ

ハイデッキの設計ブラウン＆ルーツ

〃 の製作ハワードトザリス

ＡＬＣの設計ＥＭＨ／ＣＧ・ドリス

〃 の製作′、ワード1ミリス

３）認定機関ＤｎＶ、

４）設置位置北緯58.02′，東経１．４２′

水深95.6ｍ

５）設備能力生産80,ＯＯＯｂＭ／日

貯油650,ＯＯＯｂＭ

生産井１２本

ウォータインジェクション７本

居住１５０人

６）パイプラインＡＬＣ～オイルの２４ｉｎ２．３kｍ

3．１
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７）規模

・鋼製重力式プラットフォーム（図－３）

童量バラスト込みで92,750ｔ

貯油タンク直径26ｍ×高さ６７ｍ３本

基礎部直径47ｍ×高さｌ０ｍｃｔｃ９０ｍ

局 さ１１９ｍ

・ハイデッキ

面積７８ｍ×７５，

重量１９，０００ｔ

・アーティキュレイテッドローディングカラムＡＬＣ

対象船舶85,000DWTタンカー

出荷能力20,000ｂＭ／ｈｒ

フレキシブルホース直径の２４ｉｎ

係留限界波高５．５ｍ，風速50knｔ

シャフトﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ構造直径９ｍ×１３１，

基礎ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ構造３６．６ｍ×２８ｍ×高さ５．６ｍ

3.2施工手順

１）1979.6海底テンプレート据付、生産井およびウォーターイン

ジェクション削孔。

２）1979.7オランダのＮＡＰＭでハイデッキトラス製作開始

1980.4ハワードドリスキッショルン基地でトラス組立、設備

機器および配管工事開始

1981.4ハイデッキ完成

３）海上で杭の上で製作されたハイデッキ（78ｍ×７５ｍ×１４ｍ重量19,000ｔ）

の下にバージをもぐり込ませ浮力操作によりバージに乗せる。

４）一方、西スコットランドにあるアイレシアマリンコントラクターズのハン

ターストンヤードにおいて製作された下部工を曳航してきて、ウエットドッ

クにおいて浮力操作によりハイデッキと一体化する。

５）1982.7キッショルン基地で製作されたＰＣ構造ＡＬＣはウエ

ットドックにおいて上部工を据付け一体化して現地へ

据付。
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すでに生産井およびウォーターインジェクション削井

が完了している海底テンプレートのガイドにそってモ

ーリン゜Ａ”プラットフォームを据付。

生産開始。

６）1983.6

７）1983.9

３油田開発の特徴

１）原油生産を早期に行うため、プラットフォーム製作と並行して、現地にお

いて海底テンプレート据付によるドリリングを行った結果、海底テンプレー

ト据付後生産開始まで約４年間で達成された。

２）モーリン“Ａ”プラットフォームは鋼製重力式の設計でジャケットとコン

クリートプラットフォームの両方の特徴を兼ねる構造で、コンクリートプラ

ットフォームと同様に据付けと同時に安定した構造となる。

３）プラットフォーム下部工とハイデッキを一体化する工法は、従来は双胴船

で吊上げられたデッキストラクチャーの下に、浮力操作によりコンクリート

プラットフォームをもぐり込ませ_体化した後に、各モジュールをクレーン船

に吊込んで完成していた。これに対しモーリンでは、デッキストラクチャーに

モジュールを組込み完成した状態でバージの浮力操作によりバージに乗せ、一

気に下部工と一体化した点は技術の革新が伺える。

４）タンカー係留出荷設備であるＡＬＣをＰＣ構造とした点はドリスの得意分

野技術によるものである。

3.3
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４ガルファックス“Ｃ”プラットフォーム‐

北海ノルウェイ鉱区にあるガルファックス油／ガス田はスタットオイルグルー

プにより1978年鉱区権が獲得され、その年に発見された。

油／ガス田の深さは約6,000ｆｔで可採埋蔵量は油が２億ｔ、ガスが300億であ

る。

第１期工事としてガスファック“Ａ”および“Ｂ”コンクリートプラットフォ

ームが据付けられ、1987年に生産を開始した。ピーク生産量は24.5万ｂＭ／日

(1990)である。

℃”プラットフォームの概要（図－４）

スタットオイル

ノルウエイジャンコントラクターズ

ＤｎＶ

ガルファックス鉱区，水深218ｍ

設計波高Ｈｍａｘ＝３１ｍ，Ｔ＝16sec

コンディープ式コンクリートプラットフォーム

基礎外形寸法169.5ｍ×125.8ｍ×８５ｍ高

全高２４２ｍ

基礎面積１６，０００㎡

全重量１５０万ｔ（気中）

５０万ｔ（水中）

スカートﾊﾟｲﾙ１６－の２８ｍ貫入深度２２ｍ

深ざ０～１．０ｍ粘土シルト混り砂

1.0～９．８ｍシルト質粘土

９．８～１７ｍシルト質砂

１７～１８ｍ粘土

１８～２０ｍ締った砂

２０～２８ｍシルト質砂

250,000ｂＭ／日

１９８６．１

１９８９．６

４１ガルファックス

Ｊ
Ｊ
Ｊ
ｊ

１
２
３
４

オペレーター

主契約者

認定機関

設置位置

５）型

６）規

式
模

７）土質

８）設計処理量

９）契約

据付
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4.2建設工法の特徴

このプラットフォームはノルウェイ海岸のスタヴァンガー基地において建造さ

れた。コンクリートプラットフォームとしてはゆるい海底面に据付けられた初の

ケースである。直径の２８ｍのコーン状基礎24本のうち１６本をスカートパイルとし

て海底に22ｍ貫入せしめた。

プラットフォームを据付後海底地盤を強制排水により改良し、コーン状スカー

トパイルの内部を排水し掘削する、一方残りのコーン状基礎には注水することに

より貫入させた。

貫入の最終段階におけるプラットフォームの傾きはスカートパイル内部の水圧

を調整することにより、

分満たすものである。

０．０１。 とすることが出来た。これは許容傾き０．４．を充
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５．エコフィスク防波壁

北海ノルウェイ鉱区エコフィスク油田は北海で最初に原油を生産した油田であ

る。

フイリップ石油グループにより1969年９月に油田が発見され、海底仕上げされ

た４本の油井と改造されたジャッキアップリグに生産設備を搭載し、1971年７月

に出荷を開始した。

次いで恒久施設である

エコフィスク“Ａ”（ジャケット）１９７２据付，７４４生産開始

エコフィスク“Ｂ'，（ジャケット）１９７２８据付，７４生産開始

エコフィスク℃”（ジャケット）1972.8据付，７４生産開始

エコフィスク“ＦＴＰ”（ジャケット）1972.8据付，７４．生産開始

エコフィスクセンター（コンクリートプラットフォーム）

1973.6据付，74.12貯油開始

の５プラットフォームが完成し、1975年10月にはコンクリート貯油タンク機能を

生かし、１６．５万ｂＭ／日の原油を生産し、ＳＢＭ経由タンカー出荷した。

その後1975年10月イギリスまでオイルパイプラインの３４in、２２０マイルとドイ

ツまでガスパイプラインの３６in，２７５マイルが完成し、エコフィスクセンターの

貯油機能は不要となり、中央生産設備となった。

エコフィスク油田は、1977年ピーク生産量30万ｂＭ／日を達成した。

生産開始後10年経過した頃から油田は年間０．５ｍ沈下しており、最終的に6.0

ｍ沈下する見込みであると判明された。

この沈下により100年確率波（Ｈｍａｘ＝２４ｍ）の波峯は、モジュールと生産設

備が搭載されている下部デッキ（海底より＋９０ｍ）を６ｍ超えると予想される。

そこでフィリップス石油はエコフィスクセンターの周りに防波壁を据付け、他

のジャケットとウォークウェイはジャッキアップにより６．０ｍかさ上げすること

により沈下に対処した。

防波壁の概要（図－５，６）

企業者フィリップス石油

主契約者ペコノールエコフィスク

型式プレストレストコンクリート円環状防波壁

規模全高106ｍ

5．１

１）

２）

３）

４）
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外壁外径

基礎外径

〃内径

スラブ天端高

基礎スラブ巾

コンクリート

鉄筋

ＰＣ鋼材

サンドバラスト

１３７ｍ

ｌ４０ｍ

ｌＯ４ｍ

＋８４ｍ（海底より）

１８ｍ

１１２，０００

２８，５００ｔ

６，５００ｔ

520,000ｔ

５）工事数量

5.2前提条件の特徴

１）従来とは全く異なった形と規模である。

２）エコフィスクセンターの周りに２分割して据付け、その後一体化する必要

がある。

３）もともとあった構造物より、大きな自然外力を受ける。

４）規模が大きいので既存の構造物に影響を及ぼす。

５）油田の生産を停止せずに据付ける必要がある。

６）２分割された防波壁の据付けに当たってはまわりのプラットフォームや海

底のパイプラインに悪影響を及ぼしてはいけない。

７）２分割された防波壁は正確に据付け、完全に一体化しなければならない。

5.3工程

レターオプインテント

詳細設計

準備工事

海底面ならし

ドック内建設（オランダ）

オランダからノルウェーへ曳航（ドライトウ）

ノルウェーの湾内での建設

エコフィスクヘ曳航

据付

1988.2

1988.3～

1988.3～

1９８８．４～

1９８８．５～

1988.11中～

1988.12中～

1989.7

1989.7中～

89.2

88.4

89.4

88.11

88.12中

8９．５

８９．９中
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1．緒言

沖合石油生産システムを構成する種々の部材で，表１に示すような腐食が問題

となり，しかるぺき防食が必要となる。ここではその重要なものとして，海洋環

境にさらされる沖合プラットフォームと，腐食性の石油／ガス流体に接する油井

管（チューピング）の腐食特性と防食技術について述べる。なお，沖合構造物に

は掘削装置と生産設備があり，それぞれに固定式，浮遊式があるが，ここでは固

定式生産設備を対象とする。他の形式のものの防食技術は基本的に同じである。

また，石油／ガスに接する部位には油井管のほか坑口装置や洋上の諸設備がある

が，耐食材料の考え方は類似している。

２固定式沖合プラットフォーム

２１海洋構造物の腐食の特徴

一般に海洋構造物がさらされる環境は，①洋上大気部，②飛沫部，③干満部，

④海中部，⑤海底士中部に大別され，鋼材の腐食挙動，適用すぺき防食技術は非

常に異なる。各部位における無防食の鋼材の腐食の大きさのプロファイルを，模

式的に図１に示す。また，腐食度の代表的な値を表２に示す。

（１）洋上大気部の腐食

洋上大気部は，紫外線，風，海塩粒子，雨などにさらされるが，腐食の大きさ

を左右する主な因子は，温度，ぬれ時間および海塩粒子付着量である。ぬれ時間

とは，降雨，結露，場合によっては海水飛沫による付着水が存在する期間および

湿度が限界値（一般に５０～７０％）以上で目には見えないが腐食には十分な薄い水

膜が大気中の湿分の凝縮によって生じる期間の合計である。塩分はぬれ時間を長

くすると共に，生成するさびをがさがさ'こして環境遮断性を悪くすることによっ

て腐食を促進する。洋上大気は種々の大気の中で最も腐食性である。

（２）海中部の腐食

海中での鋼材の腐食量は，溶存酸素の供給量に比例する。その供給量は，温度,

溶存酸素濃度および流速によって決まる。温度は地球上の場所，季節，水深によ

って異なるが，石油生産システムが位置する数100ｍの水深の範囲でもかなり変

化する。溶存酸素濃度が一定のとき，腐食速度は30.Ｃの上昇で約２倍となる。
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表１海洋石油生産ツステムの腐食

温む

。ま息膣

図１海洋石油構造物の腐食環境と腐食度
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溶存酸素濃度は表層部では一般に大気飽和値（温度と塩分濃度に依存）に近い

が，水深と共に生物による消費に表層からの拡散が追いつかず，濃度は低下する。

この低下の程度は水深数'００ｍ以内でもかなり大きい。ただし，海域によってそ

の様子は非常に異なる。腐食に対する影響因子としては，温度よりも溶存酸素濃

度のほうが大きい。詳細なデータについては文献')を参照されたいが，腐食の水
深方向の分布の一例を図２２)に示す。

ある面積に着目するとき’生じる腐食の総量は上述のように溶存酸素供給量に

よって決まるが腐食は全面均一に生じるとは限らず，鋼材や環境の不均一性によ

って局部に集中し,その部分が深くえぐれる。溶接部への腐食の集中が問題とな

りやすい。また，鋼材がステソレス鋼，チタン’銅合金’モネノレ(66％Ni-30％Cu）

などと接触して共存すると，これらの異種金属に供給された溶存酸素に見合う腐

食を鋼材が肩替わりするので,鋼材の腐食は大きくなる。

海底土中の腐食挙動は，海中と類似している。溶存酸素濃度は海中より低い。

（３）飛沫部，干満部の腐食

海水飛沫部は常に濡れているうえ，薄い水層を通して酸素が十分供給されるの

で，非常に腐食がはげしい（図’）。干満に伴って飛沫部と海中部を繰り返す干満

部の腐食性もはげしいが，海中から海上へと連続した裸の鋼材の場合，海面直下

の部分との電池作用によって腐食を海面直下部へ肩替わりさせるので，図，のよ

うに腐食は小さい。しかし鋼材が干満部に単独で存在する場合や塗装されている

ときの塗膜損傷部分では上記の作用がないため，腐食ははげしい。

海洋構造物の干満部は，飛沫部と同様,十分な防食を施すのがふつうである。

２．２海洋構造物の防食

（１）防食の考え方

一般に防食原理には，①被覆（塗装’有機ライニング’金属被覆），②電気防

食（原理については付録Ｉ参照），③耐食金属，④防食剤，⑤腐食を軽減させる

形状の５つしかない。ある対象物の防食設計には，有効性，信頼性，施工の難易，

必要な耐用年数と防食法の寿命，メンテナンスの周期と難易，トータルライフコ

ストなどを総合的に検討することが必要である。

沖合海洋構造物では腐食環境は厳しく，補修のためのアプローチ，施工とも困

難を伴い，同時に多大の費用を要するため，トータルライフエコノミーにおける

メンテナンス面が他の構造物よりはるかに重要であり，補修を最小にすると共に

不可避的に必要となる補修の具体的手段を設計時に考慮しなければならない。

海洋構造物の各部位に技術的にも経済的にも適した防食法は，洋上大気部では
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耐久性のある塗装，海中部および海底±中部では電気防食又は塗装と電気防食の

併用，飛沫部，干満部では耐久性の優れた被覆（内容後述）である。

（２）洋上大気部の防食

塗装の健全性，耐久性に対する重要な因子は，①下地処理，②塗り回数，③塗

料の種類であるが’下地処理の寄与が50％程度（表３）3）であり，プラスト等に

よって鋼材表面の黒皮，さび，異物，汚れなどを十分除去すると共に，塗膜の投

錨効果のための凹凸を与えて，塗料密着性を良好にすることが重要である。

塗装は下塗り，中塗り，上塗りによって構成される。下塗りは下地密着性に重

点があり，次のいずれかがよく用いられる。

①ウォッツュ・プライマ：亜鉛又はクロム酸ストロンチウムを顔料としたビニ

ル・ブチラル樹脂塗料をアルコールとりん酸の混合液と混ぜて用いる。表面にり

ん酸鉄皮膜を形成して密着性を高める。

②ジンクリッチ・プライマ：亜鉛末を多量に含む有機又は無機塗料で，湿分が

塗膜を鯵透すると亜鉛の電気防食作用が鋼を保護する。

③防錆塗料：鉛丹（四三酸化鉛），クロム酸ストロンチウムなどを顔料として

含む有機塗料で，水分が塗膜を鰺透すると顔料がわずかに溶けて，防食性の液体

に変える。

中塗りは環境からの腐食性成分（水，酸素，イオン）の侵入，移動の障壁とし

て働き，上塗りは紫外線劣化から中塗りを守ると共に外観に適した色彩を与える。

塗料によっては上記の両特性を持っている。塩化ゴム系，ビニル樹脂系，エポキ

シ樹脂系などの塗装系がある。

塗装作業は適切な温度,湿度条件下で行い，塗重ねは適切な時間的間隔を守っ

て行われなければならない。

（３）海中部の防食

海中部の防食の基本は電気防食である。原理的には簡単できわめて有効な方法

であるが，いかに低コストで有効な防食をエンジニアリソグ的に実現し，良好に

維持するかが技術の優劣を決める。

①流電陽極法

流電陽極法は外部電源法より設置の費用は大きいが，電源を必要とせず，故障

は少なく，長期防食の信頼性が大きい。ただし取り付ける陽極の数は多いので，

その重量を構造物の強度設計で考慮する必要がある。海中で用いられる陽極は主

としてアルミニウム合金である。

防食電位（銀一塩化銀基準で￣０．８０Ｖ)を達成するのに必要な電流密度は海水の
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腐食性（溶存酸素供給量）が大きいほど高いが’５０～160ｍＡ/in2の範囲にある（

海底土中では’１～22ｍＡ／m2である）。種々の海域での実績値を表４４）に示す。
また，表５５）のような設計値が提示されている。
陽極が流しうる電流は陽極１㎡あたり２．２～７．５Ａであり，1個の陽極の表面

積が大きいほど電流供給量は大きいが’実用的には３～６Ａ程度である。したが

って１個の陽極が防食できる構造物面積が決まり，必要な数の陽極を取り付ける。

電流分布が極力均一となるように分散して配置し，各陽極は構造物から３０ｃｍ以

上離れるようにする。

他方，陽極の寿命を決めるものはその重量である。陽極は単位時間に流した電

気量に見合って消耗するので，それに設計寿命を乗じた重量のものを用いる。設

計寿命20年のものがよく用いられる。

パイプラインなど他構造物と対象構造物が電気的に導通していると電流が他構

造物へも流れうまく防食できないのでこれを絶縁し，必要に応じて他構造物は別

途防食する。

塗装を併用すると電流が流入するぺき真の対象面積が小さくなるので見かけ上

の所要電流密度は減少し，’個の陽極の守備範囲は増大し取り付けるぺきアノー

ドの数は減少する。しかし’経時的に塗膜は劣化して所要電流密度は増大するの

で，これを見込んだ陽極の配置が必要である。塗膜劣化が進むまでの陽極の消耗

は少ないが塗装費用を考えると経済的に有利とは言えず，塗装の併用は一般的で

はない。

防食状態が維持されていることを確認するために，年に一度程度の頻度で電位

が防食電位を達成しているか測定することが重要である。付録，の図に示したよ

うに照合電極（海洋では銀一塩化銀電極が一般的）を構造物の種☆の位置に近接

して置き,その位置の電位を測定する。洋上からガイドケープルを使って照合電

極を種台の位置まで沈めるが’ダイバーを使えば位置決めはより正確である。ま

た，最初から種々の位置に照合電極（一般に純亜鉛）を取り付けておく方法もあ

る。防食不良を発見した時は，陽極を追加するなどの補修を行う。

②外部電源法

外部電源法では消耗しにくい陽極を用い，１個の陽極から３０～200Ａといった

大電流を流しうるので陽極の数は少なくてず糸，設置費は流電陽極法より小さい

が，下記のような不利な点がある。

（a)直流電極を必要とする。また，頻繁な電源の維持管理を必要とする。

（b)１個の陽極の破損も，防食不良を招きやすい。
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表３塗膜耐久性に及ぼす

諸因子の影響3） 表５種々の海域での所要電流(2);)(A/m2）
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（吉田真一：鋼板塗装施工上のポイント，山海堂）

[注］寄与率の大きいことは彫已度の大きいことを示す

表４種々の海域での所要電流(1)!）
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（c)陽極リード線が損傷しやすい。

（｡)電流分布を良くするため構造物から１．５ｍ以上離して陽極を設置しなければ

ならず，これが不可の場合，近接部分の構造物に過剰な電流が流入することを防

ぐために（過剰電流は不経済なうえ，鋼材に悪影響がある），部分的な塗装など

によるツーノレドを要し，シールドの劣化にも対応しなければならない。

（e)大電流によるＩＲ降下があるため，電位測定に誤差を生じやすく，対応処置

を必要とする。

（f)近接する他構造物に干渉（電流が流入し再び流出するため生じる腐食）を与

えやすい。

（４）飛沫部，干満部の防食

飛沫部，干満部は腐食性が大きいうえ船や浮遊物が衝突して損傷を与えるので

被覆物で万全を期しにくく，補修も容易ではない。他方，海水中ではないため電

気防食も有効ではない。

土木研究所と鋼管杭協会の指針(案)6）では海洋構造物一般を対象に表６のよう

な防食法を推奨しており，それぞれに長所と短所がある。また，鋼管やＨ形鋼の

組合せによる格点部を持つジャケット構造では，形状が複雑であるため施工面か

ら適用できる防食法が限定される。

海洋石油プラットフォームの場合，米国では厚さ１ｍｍ程度のモネル400(６６％

Ｎｉ-30％Ｃｕ）のクラッドや溶接巻付けの実績が多い。一応２０～３０年の寿命が期

待できるがイニシャルコストが高く，耐衝撃性が不十分であり補修も容易ではな

い。塗装系では厚膜型無機ジンクリッチ塗料とエポキシ樹脂塗料の組合せ（30卜

50Ｍｍ厚さ）が用いられるが，長期防食性，耐衝撃性とも良くない。液性樹脂と

充填材を混合撹枠したレジンモルタル（エポキツ，ポリエステル，ポリウレタン

系など，厚さ３～５ｍｍ)は耐食性，耐衝撃性に優れ，複雑な形状にも適用可能で

あり，かなりの実績がある。表６にあるガラスフレーク入りポリエステル塗装や

エポキツ，ウレタソなどの有機ライニソグはまだ実績は多くはないが，長期防食

性が従来のものに比べて優れ，将来伸びるものと思われる。

これらの施工は形状，構造上，その全部又は補修が現地で行われるが，海水飛

沫を受け，下地処理も不十分となりやすく，温度も適正値より低くあるいは高い

場合が多いので，これらの不利な条件下で施工しても良好な性能が得られる防食

材料の開発が望まれる。

3・油井管（チューピンゲ）の腐食と防食

－７９－



３．１油井環境と腐食問題の歴史的変遷

１９５０年代までの油井の硫化水素（Ｈ２Ｓ）は低く，腐食は凝縮水を生じる油井

で炭酸ガスを含む場合に生じる減肉や孔食（weightlosscorrosion,以下ＷＬＣ）

であり，防食剤の添加で解決していた。1950～1960年代，かなりのＨ２Ｓを含むサ

ワー油田が開発され，油井管内面にＦｅＳが生成するためＷＬＣは問題ではないが，

硫化物応力腐食割れ（ＳＳＣＣ，水素脆性割れ）が新現象として出現した。この最

初の経験が1951年，カナダのアルバータの油田で試験操業中に９％Ｎｉの油井管

に数日で生じた割れてある。ＳＳＣＣの機構が解明され，これに耐える低合金鋼の

開発が活発に行われ，1960年代に一応の解決を見た。その後，次第に油井が深く

なるにつれてより高強度鋼が必要となり，強度上昇と共に本質的に増大するＳＳ

ＣＣ感受性に対する材質的対処の歴史が，今日まで続いている。

1970年代，エネルギー危機を端緒としてますます深い井戸が開発され，腐食性

も増大した。一つのタイプは高ＣＯ２分圧の油井であり，防食剤による対処は可能

であるにせよ効率ないしは経済的に問題があり，耐食材料として１３％Ｃｒマルテ

ソサイト系ステンレス鋼が，さらには二相系ステンレス鋼がこの種の油井に用い

られるようになった。

もう一つのタイプの高腐食性の油井は大深度のサワーガス油田（ＤＳＧＷ）で，

高分圧のＣＯ２と高濃度の塩化物が高分圧のＨ２Ｓと共存するため，耐ＳＳＣＣ低合

金鋼ではＷＬＣが，１３％Ｃr鋼ではＳＳＣＣや条件によってはＷＬＣが，二相系ステ

ンレス鋼では塩化物応力腐食割れ（ＳＣＣ）が生じる。

このため開発されたのが，高Ｎｉオーステナイト合金の油井管である。ＳＵＳ304

のようなオーステナイト系ステンレス鋼はＷＬＣやＳＳＣＣには強いが，強度不足

もさることながらＳＣＣを生じ，Ｈ２Ｓやsoの共存によって割れ感受性は増大する。

この対策にはＮｉ含有量の増加が有効で，３０～60％Ｎｉのシリーズが完成した。高

Ｎｉほどより高温までＳＣＣに耐える。

各種の油井環境に対する適正材料選択のためのデータも充実し，耐食性油井管

によるチューピングの防食技術は完成したと言える。

３．２各種油井管と耐食性

３．１で歴史的に述ぺた各種耐食性油井管と環境の対応を定性的にまとめると，

表７のようになる。また，これを定量的にしたものが図３７）である。
①低合金耐硫化物応力腐食割れ鋼：ＣＯ２に比ぺＨ２Ｓの高い油井で使用できる。

ＣＯ２分圧が３０psi（２．１気圧）以上になると腐食（ＷＬＣ）に耐えない。

②１３％Ｃｒマルテンサイト系ステンレス鋼：ＣＯ２分圧，塩化物濃度が高くても
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表７各種油井管と耐食性
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約150℃までＷＬＣに耐える。しかし，Ｈ２ＳがＬ５ｐｓｌ(0.1気圧)以上ではＳＳＣＣ

を生じる。

③二相系ステンレス鋼：ＣＯ２－塩化物環境では１３％Ｃｆ鋼よりＷＬＣに強く，約

200℃まで耐える。しかし，Ｈ２Ｓを含む塩化物環境でのＳＣＣに対する感受性が

高く，実質的にＨ２Ｓを含まない（Ｈ２Ｓ＜o3psi，０．０２気圧）場合に使用できる。

④高Ｎｉオーステナイト合金：ＣＯ２－塩化物環境でのＷＬＣには非常に強い。含

Ｈ２Ｓ環境での耐塩化物ＳＣＣ性はＮｉ量の増大と共に向上し，使用限界温度は，

約３０％Ｎｉで200℃，約５０％Ｎｉで２５０℃である。

図３に簡単に示したような耐食性限界ないし材料選択のためのデータは，材料

メーカおよび石油会社の膨大なオートクレープ試験および石油会社における使用

実績の積上げにもとづいている。

油井管の防食の考え方は陸地でも海洋でも変わらないが，唯一異なる点は，海

洋では技術的にも経済的にも防食剤の使用が難かい、ことである。

４．結言

防食技術では，技術そのものに加えコストが非常に重要な因子となってきた。

近年，３Ｋ忌避の風潮が高まるなか，例えば塗装などで技能者不足の問題がクロ

ーズ．アップしており，低メンテナソス，自動化など高度の技能を伴う人手の不

足への対応が，新しい因子として加わりつつある。他方，コスト，人手のいずれ

から見ても，構造物や防食設備の寿命，メンテナンス時期の予測はきわめて重要

であるが，現状の技術ではまだ勘と度胸と言伝えに依存する面が多く技術開発が

望まれるが，本質的に非常に難しい課題であり，各方面での経験の記録と共有化

が大きな貢献となる。
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付録Ｉ電気防食法（カゾード防食法）

①原理湿性環境での腐食は，金属表面に生じた腐食電池の電流（直流）が

金属から環境へ流出することによって生じる。従ってこれより大きな直流を人為

的に環境から金属へ流入させれば，腐食は停止する。その方法には，亜鉛，マグ

ネシウム，アルミニウム（海水に限る）などを導体でその金属につなぐ流電陽極

法と，直流電源のｅ極をその金属に，①極を環境中に設置した不溶性陽極につな

ぐ外部電源法がある。大地，海洋など拡がりを持つ電導性の環境中で適用できる。

②防食電位付図のように，照合電極を対象金属（構造物）に近接させ，リ

ード線を用いて両者の間に電位差計を挿入すると構造物のその部分での電位が計

測できる。外部からの電気的影響を受けることなく金属が腐食しているとき腐食

電池電流の金属表面での流出と流入は等しく，この時の電位を腐食電位という。

人為的に電流を流入させると（電気防食），その流入電流の大きさを増すにつれ

て流出電流が減少して腐食は低下し，電位はマイナス方向に移行する。ある大き

さの電流を流入させると流出電流はゼロとなり腐食は停止する。このときの電位

を防食電位と呼び，鋼の場合，カロメル照合基準で－０．８５Ｖ，銀一塩化銀照合電

極基準で-0.80Ｖ（海水中）である。必要電流については本文中の表４，５参照。

③陽極海水の場合，流電陽極としてアルミニウム合金（亜鉛ならびに水銀，

インジウム，すずなどの一種を配合。溶けやすくするため），外部電源法では銀

を含む鉛，白金被覆金属，グラファイト，高けい素鋳鉄などを用いる。

ile…口．
￣

｡=］
錫「Ｉ⑬⑱Ｚ

○一樫LIi
流電陽極法の原理外部電源法の原理

Ａ］ 直流源
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構造物
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電位の測定性陽極

極

物

流電陽極法による防食外部電源法による防食
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４ ４夕ンカー主支休丁ＣＤ重力『可

<ＪＩ１ｕｌ奇重コニ舅鴦＜ｲ皀朱）舟E》舟白二實壽三二本=苔ｌｚ

ｊ支莎時三三土反吐'三没言十苦旧。=草宇甲鳥≠'二糸已之二＞

１．はじめに

石油／液化ガスを海上輸送する油タンカーと液化ガスタンカーについて、

構造に対する最近の法的規制と構造の実際及び省エネルギー技術に関して概略

を説明する。

油タンカーに対しては、従来よりＩＭＯ（国際海事機関）／ＭＥＰＣ（海洋環境保

護委員会）にてMARPOL（海洋汚染防止条約）が定められ、油流出による海洋汚

染防止の為、構造配置上の要件が定められているが、更に’９９２年３月にこの条

約が改正され、今後建造される油タンカーは、二重船殻構造（又は中間デッキ

構造）を持つことが、義務付けられることになった。従って、今後の油タンカ

ーの構造設計は大きく変わることになる。

液化ガスタンカーには、主にＬＰＧとＬＮＧを運ぶものがあるが、これらの液化

ガスの特殊性、即ち低温又は高圧であること、可燃性又は毒性を持つ危険物で

あることより、これもＩＭＯのＩＧＣコード（国際ガス船規則）で、その構造要件

が厳しく定められている。この規則のもとで液化ガスタンカーには種々の構造

様式がある。

これらタンカーは、海上を航走するものであるので、その推進の為エネルギ

ーを要する。省エネルギー化（低燃費化）は、船の推進抵抗の低減と、主機そ

のものの燃費率の改善によって達成されるが、造船技術者はオイルショック以

来、省エネルギー技術の開発に力を注いでいる。
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２．油タンカー

２－１海洋汚染防止条約

（１）法的規制の背景

1967年、英国南西海上で１２万トン型タンカー「トリーキャニオン」が座礁し、原油

８万トンが流出したのを契機に、1973年MARPOL（海洋汚染防止条約）がＩＭＯ（国際海

事機関）で採択された。

その后、1976年米国東岸ケープコッド沖で、３万トン型タンカー「アーゴマーチャ

ント」が座礁し、大量の原油が流出したのを契機に、1973年MARPOLの一部改正を行な

った1978年Protocol（議定書）が採択された。

これら’７３ＭARPOL/'７８Protocolの発効により、タンカーの事故による油流出は減少

傾向にあった。

しかしながら、1989年米国アラスカ沖で発生した２１万トン型タンカー「エクソンバ

ルディース」の座礁事故は大型タンカーによる一度の事故が、大量の油流出をもたら

し、広範囲の自然環境を破壊することを改めて認識させ、従来の海洋汚染防止対策の

一層の充実と強化の必要性が取り上げられるに至った。

かかる状況下で同年７月に開催されたアルシュサミットでは、「ＩＭＯが一層の海洋

汚染防止活動のための案を提示するよう求める」との一節が、経済宣言の中に盛り込

まれた。

ＩＭＯは、この要請を受けて同年10月に開催された第１６回総会において油汚染に対す

る準備及び対応に関する国際協力のための条約を作成することを内容とする総会決議

および油汚染防止のためのタンカーの構造等の見直し・強化を求めることを内容と

する総会決議を採択した。

一方米国では、いち早く国内法で、ＯＰＡ’９０（９０年油濁法）を成立させ米国の経済

水域を航行する新造タンカーに対しDoubleHulls(二重船殻構造）を義務付け、同時

に、1990年１１月の第３０回ＭＥＰＣ（海洋環境保護委員会）へもDoubleHullsの採用を提

案した。

以上の状況下でIMOも、タンカーの構造規制に関する討議を精力的に行ない、１９９２

年３月第３２回ＭＥＰＣにおいて新造タンカーに対してはMARPOLl3F規則として新造タ

ンカーの構造様式にDoubleHulls(又は中間デッキ付二重船側構造）を義務付けると

共に、現存タンカーについても、ｌ３Ｇ規則として過去のMARPOLの適用状況にエって

船齢２５～30年でDoubleHullsを義務付けるという内容で合意に達し、採択された。

（２）規制の変遷とタンカーデザインへの影響

MARPOL条約はタンカーの油流出事故を契機に、適宜改善されて来ており、それに伴

いタンカーのタンク配置も変化して来ている。

ここでは、タンカーの構造様式を中心に規則の概要及びそれらを適用したタンカーの

タンク配置について紹介する。
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規則の概要及びタンク配置

関連条約 概要

貨油艫への原油と海水の交互

積載許容

タンク配置

ｌ９５４ＭＡＲＰＯＬ
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２－２油タンカーの構造

（１）現状の油タンカーの構造／設計

前述の圧タンカーからNNタンカーまでは、今回のDoubleHullsの要求の如き、MARPOL条

約の改正に伴う船殻構造のドラスティックな変更はなかった。従ってこの間はプロダクト

キャリア等一部特殊な船ではDoubleBottom及び／またはSideDoubleHullを有するも

のもあったが、基本的には図－１に示す様なSingleHull構造を採用している。

以下、現状の大型油タンカーの構造と設計について概略を述べる。

現状の大型油タンカーは、通常図－１のようなタンク配置を有している。後部に機関室を

持ち、タンク部は縦隔壁，横隔壁により数個のタンクに区分され、石油が積載されるが、

一部のタンクはWaterBallastTankとして使用される。WaterBallastは空荷時、航海に

必要な喫水を確保するために積載される海水である。

タンク部はSingleHullである為、海水と石油は一枚の外板を介して直接接している。

船殻構造は原則として、船級協会の規則に従って設計している。例えば、外板、隔壁等

の板及びその防撹材の基本的な寸法は従来より規則に定められた算式により決定し、

TransWebFrame，Trans・ＢＨＤ付HorlGir．等の大骨材は、通常、船級協会の定めた

荷重条件、許容応力に基づき直接計算により寸法を決定している。直接計算手法は、当初

は梁理論に基づく手計算であったが、コンピューターの発達に伴う構造解析プログラムの

普及により、骨組計算を経て70年代中よりＦＥＭ解析が導入され、現在では大規模な3D-FEM

解析が主流となっている。このFEM解析により、船体各部の構造挙動，応力挙動を広範囲

に詳細に把握し、降伏強度，座屈強度，疲労強度の検討を行い構造寸法が決定される。

これらの強度解析に使用される荷重は、船の場合、静的荷重と動的荷重の二つに分けら

れる。静的荷重は、船が静かな水面に浮いた状態のもので、これは比較的容易に求められ

る。動的荷重は、船が波浪によって受ける荷重であり、波浪変動圧，船体動揺による慣性

力などである。動的荷重は、過去の波浪の観測データを使い、船体運動の計算から統計学

手法を用い算定される。通常は、北大西洋のデータを用い、船の使用期間を20年、その間

の波浪遭遇回数を108回として求められる。
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船体の材料は、当初は全て軟鋼であったが、船型の大型化に伴い、６０年代初頭より

UpperDeck及びBottom等の縦強度部材に高張力鋼を使用する様になった。その後70年代後

半から、徐々に局部強度部材へと適用範囲を広げ、８０年代に入ると、省エネ対策の一環

としての軽量化の為、高張力鋼の適用範囲は更に拡大し、大型タンカーで船殻重量の70～

80％程度まで使用する様になり現在に至っている。

船に使用される高張力鋼は、通常軟鋼に対して降伏応力で呼称されるが、３２kg/mm2鋼，

36kg/mmz鋼，４０kg/mmz鋼である。

（２）新規則に基づく油タンカーの構造

1992年のMARPOL改正により、1993年７月以降契約又は1996年７月以降完工の船より油

タンカーはDoubleHullsまたは中間Deck付二重船側構造とすることが義務付けられ、構造

様式がSingleHull構造に比べ大きく変わる（図－２にDoubleHulls、図-3に中間Deck付二

重船側構造の例を示す）。

DoubleHulls構造の特徴は、CargoOilTankの周囲にSideDoubleHullとDouble

Bottomが配置され(SideDoubleHulLDoubleBottom内はWaterBallastTank)､石油は内

殻の内側に積載され、海水と直接接していない。従い、外板に座礁，衝突などにより損傷

を生じても、石油が外に漏洩することはない構造になっている。DoulbeHullの最小幅

は、規則に規定されているが、これは過去の座礁，衝突データを解析して決められた。

中間Deck付二重船側構造の特徴は、船側部にWaterBallastTank、船体中心線寄りに

CargoOilTankを配置し、更にCargoOilTankを上下に分割していることである。本方式

では、積載された石油と海水が船底で接しているが、船底に損傷を生じても石油の液圧が

海水より小さい（石油液面が海水面より低い）ので、石油の漏洩を防ぐことができる。本

方式は、DoubleHullsの内底板まで損傷を受けるような大座礁においても、漏洩を少なく

できる設計として考えられた。
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３．液化ガスタンカー

３－１国際ガス船規則（ＩＧＣコード）

（１）ＩＧＣコードとは

一般商船に関してはＳＯＬＡＳ規則により最低限満たすべき要件が定められている

が液化ガス運搬船については後述する様に、その特殊性及び人命、船、積荷及び環境

に対する危険性ゆえ、ＳＯＬＡＳ規則だけでは安全性が確保できない部分が残る。国

際ガス船規則（ＩＧＣコード）はこの部分を埋める為、液化ガス運搬船の安全性確保

の目的で、ＳＯＬＡＳ規則の追加要件として制定されたものである。各国及び船級協

会はその規則の中にＩＧＣコードを織り込み、その下で建造され運航される船舶に対

して、規則の順守を図ることにより安全性が確保されるべく指導・監督している。

（２）液化ガス貨物の特性

ＩＧＣコードでは、３７．８℃の温度で２．８ｂａｒ（絶対圧）を越える蒸気圧を有する

液化ガスを、ばら積み輸送する船に適用するとなっている。すなわち、液化ガスとは

常温常圧では本来気体である貨物を効率よく輸送するために、例えばメタンでは液化

すると気体の状態に比べて１／600の容積になるので、沸点以下に冷却・圧縮して液

化したものである。したがって、輸送中も気化を抑えるため、保冷あるいは加圧する

必要がある。因に、主な液化ガスの常圧での沸点は、メタン－１６１．５℃、プロパン

－４２℃、ブタン－０．５℃ないし‐１１．７℃である。また常温での蒸気圧は、プロパン

約３８気圧、ブタン約1.7気圧ないし2.7気圧である。なお、メタンは常温加圧では

液化しない。このように液化ガスは、低温・高圧であり、また大部分は可燃性あるい

は毒性を有するものであるため、危険性に対する配慮が必要である。ＩＧＣコードが

定められたゆえんもここにある。

（３）液化ガス船の種類

液化ガス船の種類とタンク構造の関係を表１に示す。

前述のように液化の方法として冷却／圧縮の２通りがある為、液化ガス船の種類に

も両者およびその組合せ即ち低温式、圧力式および低温圧力式の３種類がある。低温

式は常圧でその貨物の沸点以下に保冷して輸送する方式で、タンクには防熱を施し、

外部入熱を極力抑えている。また、圧力式は常温でその貨物の蒸気圧以上に加圧して

輸送する方式で、タンクは設定圧に耐える構造が必要となる。低温圧力式は両者を組

合せたものである。

また、タンクの構造方式によって独立型、非独立型に分けられる。独立型は船体

構造から独立したもので、タンクおよび貨物の荷重をタンク自体で保持する方式で

ある。これに対し非独立型は荷重のすべてあるいは－部を船体に負担させる方式であ

る。例えばメンプレン方式と呼ばれるものは、タンク自体は金属の薄膜であり、それ

自体では荷重を保持することができず、防熱材を介して全荷重を船体に委ねている。
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更に独立タンクは、その構造解析の精度及び耐圧性能によりタイプＡ，Ｂ，Ｃに分

類される。タイプｃは圧力容器の基準を満足するタンク型式で万一のカーゴ漏洩の恐

れもないため、二次防壁・は免除されている。圧力式タンクはタイプｃのみである｡‘

形状は球形ないし円筒形に限られる。タイプＢは精度良い構造解析のもとに設計され

たタンクであるが、万一のカーゴ漏洩に対処する為、部分的な二次防壁が要求され

る。タイプＡは構造解析精度がタイプＢほど要求されないが、その為、タンクの大損

傷を想定して完全二次防壁が必要である。

ＩＧＣコードではそれぞれの方式ごとに設計条件を定めている。また構造方式以外

にも安全性の観点から損傷時復原性，配置上の制限，消火装置，その他臓装品の要件

についても定めている。

(*二次防壁:万一のｶｰｺﾞ漏洩に対し､船体保護の目的で漏洩液を保持する為の）防壁

表１液化ガス船の種類とタンク構造

温度|圧力ｌ構造方式ﾀｲﾌﾟⅡ

注１）括弧内は、二次防壁の設置要件を示し、独立型タンクタイプＡまたはＢと同じ。

－９１－

船舶の種類
貯蔵方式

温度 圧力

タンク構造

構造方式 タイプl） 設計蒸気圧
備考

圧力式

低温圧力式

低温式

常温

任意

貨物の沸点

任意

ほぼ大気圧

独
立
型

圧

方

力容器

式

昊転ｉｉｌ

方形方式

非
独
立
型

セミメンプ

レン方式

メンプレン

方式

体型

Ｃ

Ｃ

A，Ｂ，Ｃ

A，Ｂ

(A，Ｂ）

(A）

(A）

45℃での貨物の蒸気

圧または規定最小値

任意、又は規定最ﾉＮ直

任意、

場合、

プＣの

0.7ba[Ｇ未満

0.25ba【G以下を原則と

する 。

隣接船体構造の補強に

より0.7barまで可。

円筒形または球形

円筒形，双胴円筒

形または球形

角型形状

内殻形状と一致

同上

貯蔵品温度≧-10℃



3-2液化ガス船の構造

液化ガスタンカーのタンク構造は、表１に示す構造方式と二次防壁の範囲を

示すタイプ（Ａ,Ｂ,Ｃ）の組合わせに分類される。

どの構造方式を採用するかは、タンクの設計条件，容量，経済性等を考慮して

決定される。

以下に、実船に採用されているＬＰＧ船とＬＮＧ船の主な構造の例について

述べる。主にタンクの設計温度の違い（LPG:-46℃前後，ＬＮＧ:-163℃前後）によ

り、ＬＰＧ船とＬＮＧ船では主流を占めるタンクの構造様式に差がある。

尚、船体構造そのものは、ＩＧＣコードによりＬＮＧ船が完全な二重船殻を要求

されているのに対し、ＬＰＧ船は二重底を有する単船側でもよいことと、

ＬＰＧ船は船体構造自体を二次防壁とすることができるのに対して、ＬＮＧ船

は極めて低温のため船体構造を直接二次防壁にはできないことが主要な相違点

である。

(1)ＬＰＧ船の構造例

ａ）独立型タンクタイプＣ方式ＬＰＧ船

本方式のタンクは設計圧力が高い為、主として材料，工作上の理由から

板厚即ち大きさの制限をうけ、比較的小型のＬＰＧ船に多く採用されてい

る。本タイプに属する双胴円筒形タンクＬＰＧ船の中央断面図を表２－①

に示す。タンク材料は低温用炭素マンガン鋼である。

ｂ）セミメンブレン方式ＬＰＧ船

75,000,3前後の大型ＬＰＧ船に多く採用されている方式であり、表２，－

②に示す如く、角形で陵線が円筒形状をした８ｍｍ厚程度の薄い低温用炭素

マンガン鋼製のタンクが二重殻船体に収納されている。

タンクに働く荷液の荷重は断熱材を介して船体内殻により支持される。

タンクは、上甲板タンク中央のドーム部のみで船体構造に固着されてお

り、温度変化によるタンクの熱変形は陵線円筒部の変形により吸収され、

タンクの熱収縮に伴う発生熱応力は小さい。

Ｃ）方形独立タンク方式ＬＰＧ船

大型ＬＰＧ船に最も多く採用されている方式であり、表２－③に示す如

く、タンクは低温用炭素マンガン鋼製で船体内殻形状に沿った多面体の

形状をしており、二重底上に設けられたタンクサポートにより支持されて

いる。又、船体運動によるタンクの動揺防止のため、左右方向の動揺防止

用にアンチロールチョックが、又前後方向の動揺防止用にアンチピッチ

チョックが設けられている。

これ等のサポート及びチョック類は支持方向と垂直な方向にはいずれも

スライド可能な構造となっており、タンクの熱収縮を拘束せず、熱応力が

生じない機構となっている。

－９２－



(2)ＬＮＧ船の構造例

a）モス方式ＬＮＧ船

本方式は独立型（回転体形状）タイプＢタンクに分類され、表２－①に

示す如く、防撹材のない球形タンクを赤道部で円筒形状のスカートで支持

した構造である。回転体の組合わせによる単純な構造のため、高い精度の

応力解析が可能である。タンク材料としては、アルミニウム合金A5083ま

たは９％ニッケル鋼が用いられている。

b）テクニガスメンプレン方式

表３－②に中央断面図を示す。タンク材料として１．２ｍｍ厚のコルゲーシ

ョン付きステンレス鋼メンプレンが用いられており、低温による収縮を

コルゲート部の伸縮部で吸収し、メンプレン内には大きな応力は生じない

工夫がなされている。

防熱材としてバルサ材，二次防壁としては楓又は樺合板を使用したもの

と、防熱材をガラス繊維入りポリウレタンフォーム，二次防壁としてガラ

ス繊維布補強アルミシートを使用した改良型のものがある。

c）ガストランスポートメンプレン方式ＬＮＧ船

表３－③に中央断面図を示す。本方式ではタンク材料，二次防壁の材料

共０．５～０７ｍｍ厚の３６％Ｎｉ鋼（インバー）を用いており、このインバーは

熱による線膨張係数が極めて小さいという特徴を持つので、熱収縮による

影響をほとんど受けない。防熱材としてはバーライト入り合板箱が用いら

れている。

｡）ＳＰＢ方式ＬＮＧ船

本方式は独立型（方形方式）タイプＢタンクに分類され、表３－④に

中央断面図を示す。本方式は、ＬＰＧ船に採用されている方形独立タンク

と同様形式であり、タンク材料としてアルミニウム合金Ａ５０８３が用いら

れ、タンク内面には同じアルミ合金の防携材が縦横に入っている。
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表２ＬＰＧ船の構造
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４．省エネルギー技術

船舶の航走時に於ける省エネルギー化（低燃費化）は、流体力学的改良による所要

推進出力の低減と推進プラントそのものの燃費率の改善によって達成され、現時点で

もありとあらゆる努力がなされているわけであるが、それぞれの改良／改善方法につ

いて紹介する。

４－１流体力学的な改良

流体力学的改良とは、船体抵抗そのものの低減と推進効率の改善を意図したもので

次のものが含まれる。

（１）主要寸法の最適化

主要寸法の選定に当っては、船の航路、港湾の事情により制限される事が多く自由

度が少ないのが一般的であるが、大型油タンカーは、比較的自由度が大きい。船体抵

抗の低減のためには、一口で言えば、痩せ型の船型にすれば良いわけであり、この

ため新世代の大型油タンカーの船型は、旧世代の船型（肥大型）より痩せ型となって

いる。

以上の考え方は、自由度の少ない船種や、もともと高速でcargoの'性状上痩せ型船

型が要求される液化ガスタンカーには採用困難で、これらの船型には次項(2)，(3)，

(4)による改良／改善が主として採用される。

（２）線図の改良

線図（没水部の船体形状）の改良に取り
１０O

組むと共に、理論の実用イヒを図ったことに

より、推進性能は著しく向上した。

右図に大型油タンカーの船体抵抗成分の
８０

薔Ｉ合を示す。

図中の摩擦抵抗については浸水表面積に
〆■、

より決まり、又造波抵抗については大型i由き６０

タンカーの船速が比較的低いことにより改器
良の余地は少ない。 ｅ

余

粗度抵抗の改善についてはSelfpolish這４０
型の防汚塗料の採用がなされた。塑

図中で改良の余地が残こされているのは
２０

主として形状抵抗（i8体の三次元形1犬の影

響による抵抗）でありこの改良について各

社がしのぎを削っているわけである。 ０

ヒヒ較的高速の液化ガスタンカーでは大型

油タンカーより造波抵抗の害||合が増加する

ので、その抵抗低減のための線図も改良さ

れている。
－９５－

１３１４１５１６船速(knot）

図４大型油タンカーの抵抗成分

「造波抵抗

￣●￣●￣●￣･￣●■= ､ユ

L＿＿組度抵抗

形状抵抗

￣＝＝■■'￣￣－Ｆ~－－一一￣￣￣￣￣￣￣■■■■■■,-－

摩擦抵抗



（３）付加物の採用

上記(2)の船体本体の改良と並行して、プロペラ前方の斜流の活用・プロペラ後方

の回転流のエネルギーを回収するためのダクト、フィン等の実用化が進みさらに性能

が向上した。付加物の代表例として下記のものがある。

Ｒｕｄｄｅｒｂｕｌｂｗｉｔｈｆｉｎｓ

Ｒｅａｃｔｉｏｎｆｉｎｓ

Ａｄｄｉｔｉｏｎａｌｔｈｒｕｓｔｉｎｇｆｉｎｓ

ＰｒｏｐｅｌｌｅｒＦｒｏｎｔＤｕｃｔ

ｌｎｔｅｇｒａｔｅｄＰｒｏｐｅｌｌｅｒＢｏｓｓ

Ｓｗｅｐｔ－ｂａｃｋｕｐ－ｔｈｒｕｓｔｉｎｇｒｕｄｄｅｒｆｉｎ

尚上記付加物にはプロペラ効率向上にも寄与するものもある。

（４）プロペラ効率の改善

低回転大直径プロペラの採用及びプロペラ自身の形状改良により、プロペラ効率が

大幅に向上した。

以上のような流体力学的改良を達成することにより、推進性能は大型油タンカーの

場合|日世代に比較し、約２５％改善された。

４－２推進プラントの改善

オイルショック以前の高馬力船（大型油タンカー、コンテナ船）は安価な燃料代に

支えられ、その推進プラントとして、蒸気タービンプラント（約２１０９/psh）が主

流であった。その後オイルショックを契機として熟効率の良いディーゼル機関に移行

したわけであるが、その大型低速２サイクルディーゼル機関に対しても、下記燃料消

費率改善対策がなされた。

超ロングストローク化

燃焼圧力の昇圧

高効率過給機の採用等

(1)

(2)

(3)

現在、この大型低速２サイクルディーゼル機関の燃料消費率は大型油タンカー用

主機関で約1209/ｐｓｈ程度まで低減され、これは蒸気タービン主機を搭載した旧世代

大型油タンカーより約４０％の省エネが達成されたことになる。

尚液化ガスタンカーの内LNG船についてはそのCargoのboil-offgasを燃料とし

て利用する際の容易さから、主機として蒸気タービンプラントが一般的である。

－９６－



４－３将来の省エネルギー技術

省エネルギーは永遠の技術課題であることから、今後も船体の改良は船種・船型毎

に引き続き取り組まれるであろうし、推進プラントについては、ディーゼル主機が主

流で推移するであろうが、周辺新技術の有効活用を含めた、船全体の”Totalenergy

savingsystem,，を推進すべきであろう。たとえば、太陽熱、風等の自然エネルギーを

船舶に応用したいものである。

又、環境保全という時代要求にmatchした省エネ技術の開発が必要である。

以上

－９７－



糸窓台「言寸言命＜Ⅱ＞

司会：
(吉田）

ただ今から午後の部の４人のパネラーからのお話に対しての

総合討論に移りたいと思います。司会をさせて頂きますのは、

私、日本造船学会の方から運営委員に出ております東京大学の

吉田と申します。どうぞよろしくお願い致します。

今日のお話は午前中の海洋の石油や天然ガスの開発の全体像、

あるいはアップスリームのお話に対しまして、それに関連する

技術、特に構造物及びそれのまた関連技術のお話で、大変興味

の多い、あるいは現在と直結した問題がお話しされたように思

います。皆さん方からぜひ熱心なご質問なり、あるいはコメン

トを頂きたいと思います。それから多分本日の朝のお話にあっ

たと思いますけれども、この会は複数の関連する学会間の一種

の情報交換の場という意味あいを非常に重視しておりますので、

そんな観点からの質問なりコメントなりを出して頂ければ、大

変聞いておられる方にも刺激になるのではないだろうかと思い

ます。

それからテクニカルなお話でございますけれども、この会の

ディスカッションもすべて記録させて頂いておりまして、後日

それを起こして本日のご参加の方にテキストとしてお配りする

予定でおりますので、ぜひマイクをご使用頂いてお話しをとい

うか、ご質問をして頂きたいと思います。

前置きがちょっと長くなりましたけれども、それではどうぞ

よろしくお願い致します。どなたからでも結構かと思います。

ご順番はなしということで、パネラーの方のお名前をご指名頂

きましてご質問なりコメントが頂ければありがたいと思います。

どうぞお手を挙げて頂ければと思います。いかがでございま

しょうか。どうぞ。

－９８－



為 贋： 東海大学の為廣でございます。

松島さんにちょっとお伺いしたいのですが。大変おもしろい

お話をお間かせ頂きありがとうございました。今日は題目が防

食技術ということになっておりますけども、海洋構造物を我々

が設計する時に防食と同じくらい防汚に関して腐心致します。

それは水面下の構造物にカキ殻などがついて見掛けの流体力を

増すという非常に困ったことが起こるからです。従って、それ

に対する配慮も非常に重要な問題だと思うのです。特に海洋構

造物は１旦海域に置きますと逃げることができないという宿命

をもっている上、船のようにしょっちゅうかき落としをすると

いうようなことができませんので、アンティファウリングは避

けて通れぬ重要な問題だと思うのです。それに対して塗料によ

る解決の仕方、あるいはその塗料に対して、ある海域におきま

しては溶存物質によってファウリングが反って促進されるとか、

効果が薄れてくるという問題もあるのではないかと思うのです

が、もしそういうようなご研究がありましたら教えて頂きたい

のですが。

私、防食の方が専門なので、アンティファウリングの塗料につ

いては常識程度しか知らないのですが、毒性の問題で被毒物質

というのが使えなくなったということで、表面生物がくっつき

にくい塗料として生物が滑るような塗料とか、経時的に消耗す

る塗料とかというのが種色々やられて、それなりに実用化され

ています。あるいは昔の例に習って銅系の材料だったら大丈夫

という話もあるようですが、溶存物質との関係で駄目になると

いうのは私もちょっと聞いたことがございません。もちろん

サリニティーは場所によって違い、溶存酸素量も北か南かで違

いますし温度も違いますけれども、普通の汚染のない海ですと、

基本的に塗ったものを駄目にするという特性は海水にはないと

私は理解しておるのですが。むしろ苦の金属入りの方が汚染物

松 島：

－９９－



質がありますとそれと反応するとかがあったのではないかと思

います。最近のようにそういった金属に頼らない塗料になると

あまり問題はないはずです。何かデータがありましたらむしろ

教えて頂きたいと思うのですが。

甦計
どうもありがとうございました。どうぞ。

楠 原： 川崎製鉄の楠原と申します。

鴨井さんのお話し頂きましたタンカーの関連のご質問で、ち

ょっと欲張って松島さんと鴨井さんのお二人からご意見を頂き

たいのですが。今日、鴨井さんのお話の中には出てこなかった

のですが、腐食と疲労のトラブルといいますか、そういうタン

カーの事故の例もあると聞いております。特にダブルハルズに

なった場合に防食すべき面積が非常に増えてまいりまして、

ちょっと大変なことになるのではないかと思いまして、特に防

食技術という面と船の工作という面で何かこれからそういった

ものに向けての新しい技術ですか、指向してる技術の動向が

ありましたらご教示願いたいのですが。

鴨 丼 船体が二重船殻になるということは、通常の外板構造に加えて

内殻構造が増えるということで、構造面積は格段に増えます。

腐食と疲労ということですが、やはり疲労を防ぐには防食の

前にまず応力集中部をなくする必要があります。

船体の板構造では、防撹材とこれを支えるトランスと呼ばれ

る桁材の交差部が特に問題となるわけですが、これが外板側に

無数にあり、これに内殻側のものがさらに加わることによって

非常な数になります。従いまして、このような部分につきまし

て十分慎重なデザインをしなければならないわけであります。

我々はそういう部分につきましては、応力集中をなくすよう

なデザインを心がけようとしています。形状をソフトな形に
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して応力集中を減らすとか、あるいは交差部をできるだけなく

するとかいうことを考えております。

別の機会にお話しすることができるかもしれませんが、こう

いうことを考えて今、新設計を展開しております。

ダブルハルの中の防食につきましてはその面積が大きく、

大型ダブルハルタンカーで従来シングルハルタンカーの２倍、

約20万㎡の大面積になりますので塗装工事は大変です。その上、

通常のメンテナンスがまた大変であり、重要でありますので、

今、タールエポキシという高性能なペイントがポピュラーにな

っていますが、従来は１回塗りでやっていたものを、２回塗り

するとかいうことが考えられています。

塗装工事はこのように大工事になりますので、できるだけ

ブロック塗装で自動化するということを考える必要があると思

います。

私は船の専門家ではありませんけども、ダプルハルにいたし

ますと塗装面積が増えると同時に塗りにくくなることは確かで

あります。塗ると言ってもできてから塗るというわけではあり

ませんで、組み立てていくプロセスの中で自動化も含めてどこ

でどうやってうまく塗るということを全体的にやれば、もちろ

ん面積が多くなるのですからその分がアップせざるを得ないで

しょうけれどもなんとかなる訳です。今もおっしゃいました

ように、それをどうやってメンテをやるか、何年保つかという

問題になってくるわけですが、保つかという以前にどうやって

モーターするかという問題があります。保つはずだでは駄目で

すから、どうやってモーターするか、あるいはある期間大丈夫

であるということをどうやって確かめるかということが必要で

す。また、メンテをするとなるとどうやってやるのかなど課題

がいっぱいあります。これは本質的な問題ですから、避けては

通れませんので種々の工夫・合理化で何とかやらざるを得ない。

松 島：
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それ以上になりますと設計と施工の問題になりますので素人の

私には分かりませんが、主な問題点はそこにあるかと思います。

司会：
(吉田）

ありがとうございました。他にいかがでございましょうか。

どうぞ。

宮 １１１： 東海大学の宮川です。先ほどの三和さんの論文の中であるので

すが、原油貯蔵船の塗装の件ですが、１６年間インドネシアの海

につながれていて１度もドッキングしていない例があります。

その船を調べたことをちょっとお話し致しますと、確かに１６年

間１度もドックしないでつながれていたわけで、結局デッキの

板が非常に腐食を起こして、デッキプレートだけ取り替えて

デッキの骨は取り替えなかったと。当時の船ですから全然塗装

していないのです。色々考えてみますと、タンカーですとタン

ククリーニングしたりバラストをi張ったりするので、そういう

ところが過酷な条件となって腐食しやすかったと思うのですが、

この石油貯蔵船というのは油を積んだきりでタンククリーニン

グもしないし、パラストもi張らないということで非常に持ちが

良かったのではないかと。その工事を担当した人の話を聞き

ますと、外板などは当時塗ったペイントの色がそのまま残って

いると、水線部分ですね。デッキの板だけがもたなかったと

いう話を聞いたのです。石油貯蔵船の場合、非常に難しいのが

もう１５年も経っていますと船の持ち主がどんどん変わって追跡

調査がすごく難しいのです。私はこれでそういう経験をしたの

ですが、実をいいますとあと２０年ものの貯蔵船が２隻あるはず

なのですが、それはちょっと調べがつかなかったのです。おそ

らく廃船になってしまったのかもしれません。こういう石油

貯蔵船を設計する時には、今船主の要求は２５年です。ですから

25年間塗装を持たせなければいけないということで、そういう

意味で今日の塗装の話、非常に興味を持って聞いたのです。．
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メントといいますか、経験といいますかそういう話をしました。

今の１６年間、全くノーメンテというか、なかったということで

ございますか？今の貯蔵船の場合は。

司会：
(吉田）

メンテナンスの状況はよく分からないのですが、明らかにドラ

イドックはしていません。デッキプレートが腐食して、周囲に

ドライドックがないものですから岸壁につないだままデッキプ

レートを替えたということですから、まだつながれているわけ

でしてもう２０年近くなると思うのですが。当時の外板の塗装は

そのままで持っている、まだ持たそうとしているわけです。

かなり状況はいいと聞いています。こういうのはウイスキーの

仕込と同じでして、古いものが手に入りにくいのでそういう

貴重なデータが手に入ったら、何かの機会に発表して頂きたい

と思うのです。

宮川

どうもありがとうございました。他にご質問なりコメントなり、

いかがでございましょうか。

司会
(吉田）

大成建設の小林です。鴨井さんにちょっと伺いたいのですが。

結局ダブルハルにした場合、２ｍとか船の幅の１／１５の間隔を

持たせるというのは、安全性でどういう根拠があってそういう

数字が出てきたのか。それともうひとつ、これは腐食に関して

ですが、山本さんには方向違いかも知れませんがスチールに塗

装すればいいことは確かに分かるのですが、ルール上塗ったら

低減措置といいますか、予備厚はいくらでいいとか優遇措置は

あるのでしょうか。その２点についてお願いします。

小林
（理）

最初のご質問ですが、二重殻の幅の要求値でございますが、

二重底が、船の幅の1／15か、あるいは２ｍの小さい方というこ

鴨井

－１０３－



とで、幅が３０ｍ以上の船は要求値は２ｍということになるので

すが、これは実は過去の座礁のデータの統計を取りまして、

大体こういう数字であると大部分の事故は防げるというところ

で決められております。完全に皆無というわけではありません

が、非常に確率的に大きな所で大丈夫というような数値に

なっております。

山 本 私たちが使うスチールの構造物、シーパースなどやっているの

ですが、経験的に塗装しても０．１ｍの腐食代を持たせろという

設計を今までやってきたのです。私が20年前に苫小牧の沖合い

に初めて外洋に３０万トンシーパースをジャッケットで作った

ことがありまして、それを設計・施工しまして現在でも塗装そ

の他のメンテナンスをずっと引き続いて私が面倒見ております

が、塗装についてはサンドブラストの下地を打って、無機ジン

ク７５ミクロン、それにタイコート２５ミクロン、その－番上の

アッパーコートを１２５ミクロンのビニール系の塗装をやりまし

て、非常によく工場管理したものについては１０年間、ほとんど

ノーメンテナンスで持たせたのです。但し、私は現場を見てよ

く知っていますから、現場でここまずいな、と思い当たるとこ

ろはやっぱりダメなんです。これはどういうところかというと、

現場で溶接したところをかなり念入りにブラストを打たせたり

して管理をしたのですが、そこはやはり一番初めに錆びてしま

うというようなことがありました。そのほかに電気防食につい

ては、１０年ものの電気防食で１２５ミリアンペア／㎡という陽極

電流の設計をしてやったのですが、苫小牧の海はきれいだと

いうことと水温が低いということが諸々ありまして、１０年後に

チェックしたところ残存寿命が20数年あるということが解りま

した。設計電流密度というのはどうなっているのかなと、設計

者としては少々気に入らない点もありますが、いずれにしても

ちゃんと管理したものについては腐食代を強いて取る必要がな
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いのではないかという感じがしております。しかし、設計基準

は重防食塗装をすれば腐食代はいくらで良いかという様なこと

は厳密には断ってないのが現状です。

よろしゅうございますか。他にございませんでしょうか。司会：
(吉田）

日大の原田でございます。

山本さんのお話の中で若干補足してご説明して頂ければと

思いますのは、北海のコンクリートプラットフォームの実例を

色々お話し頂きましたが、これをわが国の周辺に持ってきたと

きの周辺技術はどのような開発が必要なのか、あるいはどうい

う展開がなされているのかその辺をお話し頂ければと思います。

原 田：

山 本： 北海で先ほど話しましたが、コンクリートプラットフォームが

できたという時に昭和54年ぐらいだと思いますが、各社共に競

って技術導入の相手を一生懸命さがしたのです。その頃、日本

の近海にそれを持ち込んだらどうなるかという研究を始めたの

ですが、まず基本的に違うという点は地震があるという点が

全然違うわけです。重力式構造物の場合、地震を受けるとどう

しても水平のスライドというのが問題になるわけです。そこで

最近滑動を許す設計という思想が出てきているわけですが、

今後重力式構造物で海Iこものを作ろうとした時に、滑動という

問題を打開しないと今後はいかないだろうと。私は地震の対処

というひとつの問題にポイントがあるだろうと思います。滑動

そのものは浮体が揺れるということに比べれば何等大した問題

ではないですから、機能的に支障ない範囲で動かしてもいいよ

うな設計法を開発するなり、基準化するという方向が必要です。

また、渤海およびサハリンでは氷が非常に大きな問題になり

ます。それともうひとつ、北海が非常にコンクリートプラット

フォームに幸いしていた点は、初期段階のサイトは海底がとて

－１０５－



も固く、置いたままでとにかく安定するような地盤なのです。

なんら海底面の処置はしなくていい。深さが１００ｍも深いです

から、均らそうという気がないですから沈めていって、沈んだ

状態で固めてそのままもたせるという設計をしていたわけです

が、日本の近海を考えますと地盤は軟弱なケースが多く、

そんな海底を無処理で置けるような地盤はありません。主とし

て３点の点を打開する必要があり、開発の基本の問題があると

考えております。

司会：
(吉田）

他にいかがでございましょうか。

東大生産技術研究所の前田でございます。

山本さんと三和さんにお零れしたいのですが、海洋構造物の

固定式も浮いているものもそれほど長い歴史ではありませんけ

れどもそれなりにいくつかの事故があると思うんです。固定式

ですと最近の話でノルウィージャンコントラクターで造られた

コンクリート建造物で今までと同じようなタイプのプラットフ

ォームを作っていて、それが完成して現場に持っていこうとい

う時に壊れてしまったという事故がございますし、浮遊式です

と有名なアレキサンダーキーランドとかオーシャンレンジャー

というような事故がございますが、こういった事故からどう

いう教訓が得られたのか、得られているのか、そのあたりを

お尋ねしたいと思います。よろしくお願い致します。

前 田：

北海のコンクリートプラットフォームでの事故というのは、最

近沈めて水はりをした段階で事故を起こしたという情報がある

のですが、これは基本的にプラットフォームの構造が、先ほど

私がスライドを見せたような円筒型がたくさんある構造物で、

水圧が外からかかった時に壁と壁のせん断力の伝え方が少々難

しい点があるのです。そのせん断力に対する補強、私たちは配

本：山
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力と呼んでいるのですが、そのせん断力を持たせるべき鉄筋の

配筋に何らかの問題があったということがはっきりしておりま

す。事故から見ると、以外と結果がはっきりしているのです。

起こるべくして起こっているというのが多いのではないかと思

います。では起こるべくして起こっているのはなぜかというと、

設計者がマンネリで不具合設計をしてしまった、あるいは

デザインレビューで然るべき手順がふまれなかったとか、そう

いう点、基本的な問題がちゃんと詰められて設計したかな、と

いう点を私自身設計者として色々な面で心配をいつも持って

いるものです。

和： 浮体関係の事故と申しますと、例えばセミサプの例では設計・

建造段階の問題が原因のものもあれば、操船上の問題が重なっ

て起きた事故もあると思いますが、何としても事故は防がなけ

ればなりません。極端に言えますのは、大事故が起きるたびに

その教訓を活かして適用ルールが厳しくなっていくということ

です。

先ほどのスライドでセミサプはいくつかの浮体と骨組み構造

とを組み合わせた四角い形状をしていましたね。その継ぎ手部

分に損傷が一番起こりやすいと説明したわけですが、例えば１

本のプレース、これは構造と構造とをつないでいる太いパイプ

状の強度部材のことですが、このプレースが１本外れてなくな

ったとしても、全体の構造物が壊れないだけの余裕を持った設

計をするようにルールが改定されました。また、ノルウェーの

ルールでは４本ないし８本あるコラムのうち１本分の浮力がな

くなったとしてもひつくり返らないような設計を要求していま

す。

ついでに触れさせて頂きますと、そもそも私共はお客様の

設計図面通りにセミサプリグを建造することから始めたわけで

すが、２号機を引き渡した後の曳航中に、やはりプレースの継
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ぎ手部の近くが壊れて大事故に至ったことがありました。そこ

で私共もお客様と一緒になりまして、この事故の原因究明のた

めに大掛かりなインベスティゲーションをやりました。これを

きっかけにお客様の設計に頼るだけではなく、大学にお願いし

て水槽試験をやったり、継ぎ手部の強度試験を本格的に始める

など、そこから日本のセミサブの技術開発が進んだと思います。

司会：他にいかがでございましょうか。
(吉田）

小川： 私、ＮＫＫの小川でございます。

鹿島建設の山本さんに２つほどお願いします。多分変な質問に

なると思いますけどご容赦願いたいと思います。講演の中で、

また原稿の中で、構造物の大水深化、巨大化は建設工法の進歩に

裏付けられているということで、非常に建設工法がこのプラット

フォームの進歩といいますか、そういうことに貢献してきたよう

に書かれてあるのですが、鉄鋼材料の進歩はこういったプラット

フォームの進歩にあまり貢献していないのだろうかと。もし貢献

しているというところがありましたら何か教えて頂けたらありが

たいというのと、今後の鉄鋼材料ということで今までのご経験の

中でこういう物が欲しいというものがありましたらご教授して

頂きたいと思います。よろしくお願いします。

山 本： ジャケットなどが割合と高強度の鉄が使われにくいという環境

は、やはり応力集中の問題から非常に高強度の鉄を使って薄く

してストレスを大きくしてそれに持つような構造というのが、

応力集中あるいは疲労設計の点から矛盾する点があると思うの

です。それでどうしても非常に肉厚で、できれば補強をなしに

して応力集中の少ない方向の設計がずっとジャケットの設計の

流れになっていると思うのです。一方、杭の設計も先ほど話し

たように、水深３００ｍあるところで１００ｍペネトレーション
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しようとしたら、従来の杭打機だと４００ｍの杭を使わなくては

ならないと。そうしますと、構造物がもつ前に杭打の衝撃に

耐えられるかということで決まってしまうわけです。そういう

ところに高強度のスチールというものがなかなか使われない

環境があったわけです。今日紹介した水中ハンマーなどで水の

中で打てるということで、現に１，０００ｍの水深でもう杭うちは

可能だというハンマーが作られておりますから、そうすると

今後ジャケットというのはもう少し500ｍより大水深でできる

ようになってくるのではないかと考えるわけです。その時に

ジャケットの形はどうなればいいかというと、本質的に少し変

わってくる気がするんです｡基本的な構造は波力で決まります

から、細い構造でうんと肉厚にして波力を低減し、応力もそこ

そこに高い応力を持たせて、そういう構造が可能になるともっ

ともっと深い水深ができるのではないかと思います。

今後、ジャケットの大水深化というものを考えると、そう

いうような設計思想が入ってくるのではないかという気がして

おります。その時になるとスチールの出番があるのではないか

という気がするのです。そこになんらかのキーがあるのではと

いう気がしております。

今のご質問に対して、三和さんいかがでしょうか。浮体側から

ですと、必ずしも浮体に限ったことではないにしても、浮体を

中心とする設計側からはスチール材料の進歩は色々な意味で

影響が大きかったし、これからも大水深化という観点からあり

得るのではないかと思いますが、何かご意見がございましょう

か。

会：司
(吉田）

私共、浮体を造る側として－番恩恵を感じてきたのはHI-TEN材

（高張力鋼）の進歩ではないかと思います。HI-TEN材が出始め

た頃はラメラティアと言うのですが、板の厚さ方向の問題が

和
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時たまございました。鉄鋼メーカーさんが色々研究して下さい

まして、その成果が今日のHI-TEN材です。セミサプと言うのは

テンション材が多く、初期の頃からＨＩ－ＴＥＮ材をずっと使って

おりまして、非常に恩恵を豪っています。

希望を言わせて頂ますと、浮体はいやだと言うお客様に私共

がよく言われるのは『スティールは錆びるだろう。錆びると

穴が開くだろう。穴が開いたら水が入って沈むだろう。』と、

そこまで一直線に行ってしまうのですｂ今日は非常に詳しい

腐食のお話を聞かせて頂きましたが、世間の皆様に不安感をも

たれないような錆びない鋼材ができたら非常にありがたいと

思います。これは、あくまで希望ですが。

丼：鴨 よろしいでしょうか。私も鋼材についてお願いがございます。

船の場合も高張力鋼、使いやすい高張力鋼を開発して頂きま

して、非常に恩恵を豪っております。

例えば、最近の船には７０％以上高張力鋼が使用されており

まして、これによる軽量化ということで非常なメリットを受け

ております。これについては感謝したいと思うのですが、船・

海洋構造物もすべて波の上に浮かんでおりますので常に疲労が

問題になるわけで、疲労強度については慎重な設計をしなけれ

ばいけません。高張力鋼の場合、静的強度ほど疲労強度は高く

ないので、特に慎重にならなければいけないというところが

ございます。今の三和さんのおっしゃった錆びない鉄というの

も非常に欲しいところなのですが、疲労強度の強い鋼材を開発

して頂きたいといつも思っておりますので、ぜひ宜しくお願い

致します。

司会：
(吉田）

ありがとうございました。
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部： 私もＮＫＫの平部と申します。

鉄鋼協会から反論ではないのですが、追加質問ということで

鴨井さんにお話をお願いしたいのです。ダプルハルのところで

79ページの所で上から６行目ぐらいに、高張力鋼のお話がござ

いまして、今疲労のお話がありました。これはぜひ聞いておき

たいと思いまして質問するわけです。高張力鋼が現在７０％以上

使われているということですが、ここに３２ｋｇ耐力、それから

36kg、４０ｋｇとございます。先ほど省エネルギー船のお話がござ

いまして、一方環境問題、安全問題のダブルハルのお話があり

ました。どちらも大事なもので両方両立するためには、高張力

鋼をさらに使っていかなければいけないのではないかと思って

います。ＩＭＯでは最近、腐食代の問題だと思いますが、厚み

較差のマイナスをどんどんなくしていって、厚めの方に替えて

いこうという動きがございます。そういった諸般のことから、

これらの船のタンカー、ダプルハルということで限定しても

結構なのですが、そのへんでいかがなものでしょうか。もう

少し高張力をこういうダブルハルに活用するという動きはござ

いませんでしょうか。その考え、それと周辺の情勢を教えて

頂きたいと思います。

平

鴨 丼： ダブルハルに対して、高張力鋼をさらに使うことはないかと

いうご質問ですが、私は結論からいいますと、これ以上高張力

鋼の使用量、即ちパーセンテージが増えるということはないと

思っております。内殻というところが増える部材なので、この

部分にも高張力鋼を使いますので総量は増えますが、パーセン

テージに大きな変化はないと思います。というのは、船の設計

には引張強度で設計する部分とか、あるいは座屈で設計する

部分とか、振動で設計する部分とか色々ございまして、機関室

まわりは振動設計でこれは高張力鋼を使ってもあまりメリット

を享受することはできません。あるいは座屈で決まる部分は、

－１１１－



ヤング率が変わりませんと高張力鋼の意味がありません。と

いうことで、パーセンテージはあまり変わらないと、もうこれ

以上変わらないというふうに思っております。腐食代の問題で

すが、腐食代というのは絶対厚でございますので、設計的に

必要な板厚に腐食代を加えるということでありますので、理論

的に考えれば、要求腐食代が大きくなっても、腐食代を加える

元の板厚が高張力鋼で薄くなりますので、やはり高張力鋼の

効果はあると思っております。但し、船主さんサイドで図面に

出てくる寸法が薄ければ、腐食に対して余裕代をないという

ふうにすぐに思われますので、その辺いつも船主さんと議論に

なるのですが、軟鋼を使った場合も同じ腐食代を足さなければ

いけませんので、理論的には高張力鋼を今まで通り使えると

思っております。

それから、板厚のマイナス公差の話しですが、これは最近

鋼材の圧延技術の向上によって圧延の精度が高くなりまして、

全ての板がマイナス公差ぎりぎりで作られるということがあり

まして見直されている話だと思います。腐食代とは直接関係

ないと思います。

栖 原 東亜大学の栖原と申します。

山本さんにお尋ねしたいのですが。北海で油田が枯渇したよ

うな場合に、プラットフォームの撤去というような問題がもし

起こったら、コンクリートプラットフォームの場合は経済的に

また環境的に色々問題はございませんでしょうか。

北海のケースの場合は、もし環境的に問題があるとしたら井戸

をどうやって閉塞するかだけで、そこをちゃんと閉塞するなら

切断とかあるいは元々浮かして持ってきたものですから、パラ

ストを抜けばもういつぺん移動できますから、撤去という面

ではコンクリートというのはかなり向いているのではないかと

山 本：
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思っております。

よろしゅうございましょうか。もう１件だけ、もしあれば

お受けしたいと思いますがいかがでしょうか。どうぞ。

司会
(吉田）

今日は専門外の知識で色々勉強になり、ありがとうございまし

た。今日、事故が起こらないようにということのご報告、ある

いはタンカーの建造規制がきつくなってきたということでござ

いましたが、もし事故が起こってしまった場合、油の回収船と

かその色々あろうかと思いますが、そういったハード.・ソフト

面で現在そのような対策なり、研究が行われているのでしょう

か。昔の播磨灘の流油の時は最終的には柄杓でくんでいる映像

が出たくらいの話があるのですが、事故が発生した場合の対策

研究なり、対策の実態ということについて、どなたということ

はないのですがもしその方向についてご説明願えれば。

遅くなりました。福井県立大学の中村です。

中村

ありがとうございました。壇上のパネリストの方で今のご質問、

油関係の事故が起きた場合にそれの除去なり、回収なりに関し

てどんな方法論が考えられて、現在、例えば日本でどういう

研究状況にあるのだろうかという中村先生のご質問なのですが。

どなたかコメント頂けますでしょうか。もしそうでなかったら、

会場からお願い致します。

司会
(吉田）

東海大学の宮川です。

油回収につきましてはあまりいい状況にないのです。といい

ますのは、確か漬龍丸というドレッジャーに油回収装置、箱形

のものですが積んでいまして、以前は４個積んでいましたが、

今は２個、片舷に１個ずつ積んでいまして、舷側に降ろすので

す。何が問題かというと、荒れた海では回収ができない。油回

宮川：
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収装置は世界中の色々なメーカーが色々考えているのですが、

決定的なものはないのです。確か敦賀湾で油を流して清龍丸が

出て活躍したという話は聞いておりますが、ネックは舷側に箱

を降ろしていきますと、水面に油が浮いていますね、波が高い

とそれをうまく回収しきれないのです。どうやって箱を舷側に

固定するかという問題もございますし、海上が静穏ならば非常

に効力を発揮するのですが、しけた状態では、例えば３ｍ～

４ｍになったら確かダメだったと思います。ちょっと細かい

数字を覚えていませんが。そういう状況です。ましてや今度の

ようにシェットランドにしても、あるいはシンガポールの事故

にしても、ああいう荒海上の大量の油を回収する装置というの

は世界にないと思います。そういう状況です。

現状など暗いお話ですが、現実には事故が起きて、これはある

意味では大きな社会問題というようなことにもなりつつあるの

だろうと思いますが、今の件に関して何かコメントを頂ける方、

まだおみえになり増すでしょうか

司会
(吉田）

事故流出油対策が遅れている、あるいは関心が少ないのは経済

的に魅力がないためでしょう。しかし、事故発生率はタンカー

の就航隻数に比べ極めて少ない。保険のようなソフトを考えて

もよい。あるいは国連の中に事故対策システムを置くのも一案

だ。鯨がオキアミを海水ごと飲み込み、櫛のような歯で水だけ

を出す。このように油ごと海水を飲んで海水だけを吐き出すよ

うなハードも考えられるし、これを水上飛行艇と組み合わせる。

日本が資金を国連に出して、このようなシステムを作るのも

国際貢献につながる。

中村

どうもありがとうございました。まだご質問がおありになろう

かと思いますが、時間がだいぶオーバーになっておりますので、

司会：
(吉田）
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引き続きのディスカッションはこの後の懇親会が向かいのバス

通り側の５号館の１階で用意されておりますのでつづけて頂け

ると思います。それでは岡野副委員長から閉会のご挨拶があり

ますが、その前に４人のパネリストの方に拍手でもって感謝し

たいと思います。どうもありがとうございました。
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隻宮う回７毎＃羊コニニ券／＜ネノレ属司会言ＣＤ舌辛

岡 野： 運営委員会に変わりましてご挨拶とご報告を申し上げます。

本日は早朝から皆様にはたいへんお疲れさまでした。また特

にそれぞれにたいへん貴重なお話をくださいましたパネラーの

先生方にはお礼を申し上げたいと存じます。それから本日この

会場を提供してくださいました上にパネルの設営に関して色々

ご尽力を頂きました佐久田先生はじめ日本大学の関係の皆様方

にもお礼を申し上げたいと存じます。また特に庶務幹事として、

小林先生にはたいへんお世話になりました。今回のパネルは海

洋石油開発関係ということで、焦点をかなり絞って行われたわ

けですが、考えてみますと、皆さんも指摘しておられましたけ

ども、石油開発は海洋開発の主な産業分野であります。海洋開

発に非常に関係のあります海洋法と申しますか、ひとつの側面、

ひとつの境界条件として非常に重要である海洋法について考え

てみますと、実は1945年にトルーマン大統領が大陸棚宣言とい

うのをしているのです。つまり大陸棚にある資源だったと思う

のですが、それは米国の管轄下にあるのだということをいき

なり宣言した。これがとっかかりというかトリガーになって、

現在の海洋法の制定というところにこぎつけているのではない

かと思うのです。なぜそんなことがいきなり言われたかという

のは、実は1940年代に先ほどパネラーの先生からの話にもあり

ましたが、海域から鉛直方向に掘削して石油を取るという技術

が確立し、それができたものだから1945年に大陸棚宣言という

ものをトルーマンがしたと言われているようでございます。

そんなこともあって、昔から石油開発というのは海洋開発のパ

イオニアの役割を果たしてきたのだと思うのです。今回もそう

いうことで海洋石油開発をテーマに取り上げて、今日非常に多

勢の方々の参加をみて、実は114名の皆様の参加を頂きました。

これは最近では最大の数ということになります。成功裡に終わ



ったのではないかと、運営委員の－人としてそう考えて自己満

足をしている次第なのですが、皆様方からはまたそれぞれにご

批判やらご意見を頂ければ幸いと存じます。この点に関しまし

ては、最初の佐久田委員長の挨拶にもございましたが、今後、

皆様方からもこの会の進め方についてご意見を頂ければと存じ

ます。運営委員が各学会から出ておりますので、その運営委員

を通じてご意見を頂ければありがたいと存じます。

それではこれでパネルが終わったわけではございませんで、

今も吉田先生から紹介がありましたが、懇親会がございます。

申し込みを多数頂いておりますが、今からでも飛び入りで大歓

迎でございますのでご都合のつく方は参加して頂きたいと思い

ます。ちなみに会費は２，０００円でございます。宜しくお願い致

します。本日はどうもありがとうございました。
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