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単位 ・略称の一覧  

本報告書では、以下のとおり単位、及び略称の統一を図る。 

 

単位 

本報告書での表記 意味 備考 

/d 一日あたり   

/y 一年あたり   

barg ゲージ圧 絶対圧力と大気圧の差 

bbl バレル（油体積） 

1bbl = 159リットル 

1,000bblは kbbl と表す 

1,000,000bblは MMbblと表す 

BPD 一日あたり一バレル 1bbl/d = 一日あたり一バレル 

degC 温度（摂氏） degC = 5/9*（degF-32） 

DWT 
載 貨 重 量 ト ン 数 （ Dead 

Weight Ton） 

船舶の最大積載量 

満載でない場合は貨物・燃料など

の総重量を指す 

inch 

" 
インチ 

1inch = 25.4mm 

13と 3/8 inchは 13 3/8” と表す 

psi 

1平方インチあたり 1ポンド

（Pound per square inch（圧

力の単位） 

約 6,895Pa = 0.068気圧 

psia 絶対圧 
ゲージ圧にその地域での大気圧を

足したもの 

t トン 1000㎏ 

USD 米国ドル MMUSDは百万ドル 

W ワット 
有効電力を示す単位 

1KW = 103W、1MW = 106W 

 
 
略称 

本報告書での表記 正式名称・意味など 

ABOT バスラ原油ターミナル(Al-Basra Oil Terminal) 

AOC アラビア石油株式会社（Arabian Oil Company Ltd.） 

API アメリカ石油協会（American Petroleum Institutes） 

APM 資産パーフォーマンス管理 （Asset Performance Management） 
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本報告書での表記 正式名称・意味など 

BOC バスラ石油公社（Basra Oil Company） 

BVS ビーチバルブステーション（Beach Valve Station） 

CBM 状態基準保全（Condition Based Maintenance） 

CMMP 
セントラル・メータリング・マニフォールド・プラットフォーム

（Central Metering Manifold Platform） 

CMMS 
コンピュータ化された設備保全管理システム（ Computerized 

Maintenance Management System） 

COP21 / COP24 

国連気候変動枠組条約第 21/24 回締約国会議（The 21st / 24th 

Conference of the Parties to the Nations Framework Convention 

on Climate Change） 

CPF 
中央生産処理施設（ Central Processing Facility Central 

Processing Facility） 

DNV デット・ノルスケ・ベリタス社（Det Norske Veritas） 

ECA 輸出信用機関（Export Credit Agency） 

EL 既存パイプライン（Existing Pipeline） 

EPC Engineering/Procurement/Construction 

ERW 爆発性戦争残存物（Explosive Remnants of War） 

FEED 基本設計役務（Front End Engineering Design） 

FOD ファオ原油出荷貯蔵設備（FAO Oil Depot） 

GHG 温室効果ガス（Greenhouse Gas） 

ICOEEP 
イラク原油出荷拡張プロジェクト（Iraq Crude Oil Export 

Expansions Project） 

IMS 設計情報管理システム （Information Management System） 

IOC 国際石油開発会社（International Oil Company） 

IOPC Funds 
国際油濁補償基金（International Oil Pollution Compensation 

Fund） 

IS イスラミック・ステート（Islamic State） 

ITOPF 
国際タンカー船主汚染防止連盟（International Tanker Owners 

Pollution Federation ） 

JBIC 国際協力銀行（Japan Bank for International Cooperation） 

JCCP 
一般財団法人 JCCP 国際石油・ガス協力機関（Japan Cooperation 

Center Petroleum） 

JICA 
独立行政法人 国際協力機構（Japan International Cooperation 

Agency） 
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本報告書での表記 正式名称・意味など 

JOE 
日本オイルエンジニアリング株式会社（Japan Oil Engineering 

Company） 

KAAOT 
コール・アル・アマヤ・原油ターミナル(Khor Al-Amiya Oil 

Terminal) 

MOL メインオイルライン（Main Oil Line） 

MS メータリングステーション（Metering Station） 

NACE 米国防蝕技術協会（National Association of Corrosion Engineers） 

NEXI 日本貿易保険株式会社（Nippon Export and Investment Insurance） 

O&M 運転・メンテナンス（Operation and Maintenance） 

ODA 政府開発援助（Official Development Assistance） 

OMSCS 
包括的送油監視・制御システム（Oil Movement Supervisory Control 

System） 

PS ポンプステーション（Pump Station） 

RCA 根本原因分析（Root Cause Analysis） 

RCM 信頼性中心保全（Reliability Centered Maintenance） 

SCADA 
監視制御データ収集システム（Supervisory Control And Data 

Acquisition System） 

SCOP State Company for Oil Project 

SIGIR 
米国イラク復興監察官室（Special Inspector General for 

Iraq Reconstruction） 

SL 海底パイプライン（Sea Line） 

SOMO 
イラク国営石油販売公社（State Organization for Marketing of 

Oil） 

SPM 一点係留式出荷設備（Single Point Mooring） 

SPM 浮遊粒子状物質（Suspended Particulate Matter） 

SSVS 海底バルブステーション（Subsea Valve Station） 

TOYO 東洋エンジニアリング（株） （Toyo Engineering Corporation） 

VLCC 巨大原油タンカー（Very Large Crude oil Carrier） 

VOC 揮発性有機化合物（Volatile Organic Compounds ） 

VS バルブステーション（Valve Station） 
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要約  

 イラク政府は、国会財政の健全化を図るために 2023年までに原油輸出量を 3.4MMBPD(2019

年 10月時点)から 6.0MMBPD に増加させることを政策として掲げている。現在、イラク南部で

生産される原油の 95％以上が南部原油海洋出荷システムを経由して輸出されており、輸出量

増大のためには当該システムの整備及び拡張が不可欠だが、現在は設備の老朽化により既設

設備の能力以下での操業を強いられている。また、対応措置として推進されている増設・新

設の計画遅延が顕著になっており、加えて統一した計画概念が構築されていないため、各シ

ステムが個別に計画・設計されておりシステム間の整合性が取れていない。イラクでは 2014

年の原油価格暴落による収入減や Islamic State（IS）勢力への対抗による国防費増大によ

り国家財政が逼迫し、原油海洋出荷システムの整備による歳入増は財政改善に向けての喫緊

の課題となっている。また、当該システムの整備により、老朽化した設備からの原油流出事

故防止や CO2 排出量削減が可能になるなど、環境対策の面における効果も期待できる。 

 本事業は、バスラ石油公社（Basra Oil Company、以下 BOC）が管轄するファオ原油出荷貯

蔵設備（FAO Oil Depot、以下 FOD）の下流のパイプラインからタンカーへ繋がる海上出荷設

備までの海洋原油出荷システムを対象とし、当該システムの再構築に向けたマスタープラン

を策定するもので、イラクの原油輸出目標達成に向けた各設備間の設計・運転思想を統一す

るための提言を行うことを目的としている。また、今回の提言には最先端 ICT（Information 

and Communication Technology）技術の導入や、環境改善効果の調査、日本企業の参画可能

性の検討も盛り込んでいる。 

 本事業の対象設備である原油海洋出荷システムは、生産油田からタンカーへの出荷までの

原油払出システムの一部を構成するもので、原油は各油田で不純物処理後に陸上のパイプラ

イン網、FOD、海底パイプライン・ネットワークを経て海上出荷設備へ送油される。現在は FOD

が未完成のため各鉱区の貯蔵タンクから直接海洋出荷設備へ送油されており、FOD が完成す

ると原油を油種（ライト、ミディアム、ヘビー）毎に出荷することが可能となる。 

 原油海洋出荷システムは、コール・アル・アマヤ原油ターミナル（Khor Al-Amaya Oil 

Terminal、以下 KAAOT）とバスラ原油ターミナル（Al-Basra Oil Terminal、以下 ABOT）の 2

つの出荷ターミナル、セントラル・メータリング・マニフォールド・プラットフォーム（Central 

Metering Manifold Platform、以下 CMMP）、一点係留式出荷設備（Single Point Mooring、以

下 SPM）、バルブステーション（Valve Station、以下 VS）、海底パイプラインによって構成さ

れている。 

 KAAOT は 1963 年と 1974 年に段階的に建設され操業が開始された。イラン・イラク戦争及

び湾岸戦争によって施設が破壊されたが、その後修復され現在の出荷能力は 70万 BPDとされ

ている。但し、KAAOT に接続されている 3 本のパイプラインは腐食による損傷が激しいため

使用できず、現在 KAAOTからの出荷は行われていない。 
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 ABOT は 1974 年に建設され、FOD から 2 本のパイプライン（EL-1、2）により送油されてい

る。KAAOT と同様にイラン・イラク戦争及び湾岸戦争によって損傷を受けたが、その後、出荷

量が 3.0MMBPD（設計能力は 4.0MMBPD）になるまで修復された。しかし現在はパイプライン腐

食のため送油圧力を落とし、約 1.6MMBPDで操業している。 

 イラク石油省は 2011 年からの 4 ヵ年計画の中でイラク原油出荷拡張プロジェクト（Iraq 

Crude Oil Export Expansion Project、ICOEEP）を承認し、90万 BPDの出荷能力を保有する

SPM5基、CMMP、海底バルブ装置（Subsea Valve System、以下 SSVS）と海底パイプライン 3本

を追加することにより、原油海洋出荷システム全体として 5.0MMBPDまで出荷能力を増強する

べく工事を進めている。 

 また、上記計画と並行して、ABOT へ接続する老朽化した既存パイプライン（Existing 

Pipeline、以下 EL）1、2 の代替として 2 本の新しいシーライン・パイプライン（Sealine、

以下 SL）4、5の新設計画が進行中である。 

 本事業では、上述の原油海洋出荷システムについて、必要運転稼働率の計算を行った。前

提として、下記の通り油種ごとに設備を分けて考える。 

‑ トレイン-A （ミデイアム・ヘビー原油用）：SL1,SL2⇒CMMP⇒SPM1,SPM2,SPM3, SPM5 

‑ トレイン-B （ライト原油用）：SL3⇒VS1⇒SPM4 

‑ トレイン-C （ミデイアム・ヘビー原油用）：SL4,SL5 ⇒ABOT 

検討の結果、パイプラインの最大流量はトレイン A 及び C、トレイン B の出荷量を確保す

ることが可能であることが確認された。一方、出荷設備について、トレイン A 及び C は十分

な出荷能力を持つことが確認されたが、トレイン B は最大出荷能力が目標出荷量を下回るた

め、新たに SPM を一基追加で設置する必要がある。運転稼働率は、トレイン-A では 69.4%、

トレイン-B及びトレイン-Cはそれぞれ 55.6%、62.5%と推定した。尚、上記の計算結果および

対応策は実際の運転状況等に基づいて見直す必要があり、稼働率向上や設備追加の検討が必

要となる場合も想定される。 

 既往の報告書における各設備の診断結果によると、KAAOT は 2015年に実施された目視検査

及び板厚測定により多くの構造部材に腐食損傷が認められており、老朽化が著しく進行して

いると判断される。ABOTの海中部については、2012年に目視検査、海洋付着物検査、超音波

による板厚計測の検査、2014 年に防食電位の計測が行われ、気中部については、2014年に基

礎杭飛沫帯や上部構造物の目視検査が実施された。これらの検査結果によれば、基礎杭に激

しい孔食が確認され、海洋付着生物発生しているなどの問題が指摘されており、国際的な基

準に応じた検査を早急に実施する必要がある。ABOT に接続する海底パイプラインは 1990 年

代に実施された板厚検査において腐食による減肉が確認されたため、それ以降、設計圧力よ

りも低い圧力で操業されている。現在の残存板厚は不明で、早急にピグ検査等によりパイプ

ラインの健全性を評価する必要がある。 
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 ABOT を対象にした是正処置の例として、（1）基礎杭の補修、（2）上部構造物の一括更新（あ

るいは両者の組み合わせ）、（3）新設ターミナル建設が考えられるが、いずれの手法を採用す

るかは、基礎構造や上部構造物の診断・評価結果やそれぞれの方法にかかる期間・金額等に

よって決定されることになる。（1）基礎杭の補修では、腐食の進行を抑制する防食補修や基

礎杭の構造的な局部補強等が必要になり、（2）上部構造物の一括更新では、効率面及び安全

面を考慮して上部構造物を一体のモジュールとして事前に陸上のヤードで製作して海上へ輸

送し、現地で大型作業船を用いて一括で据え付ける方法が考えられる。部分的な改修ではな

く新規にターミナルを建設する（3）の場合、より剛性の大きいジャケット構造を用いること

を提案するが、こちらも事前に陸上のヤードで製作してから運搬し据え付けることで、海上

での工期を短縮することができる。 

 現在の BOC による当該設備の操業・保守体制には改善の余地があると考えられる。操業体

制について、原油生産・出荷システムの中で陸上・海上に点在する設備には個別に制御シス

テムが備わっているが、すべての制御システムを包括する監視制御データ収集（Supervisory 

Control And Data Acquisition 、以下 SCADA）システムにより統合する必要がある。FODの

コントロールルームのオペレーターが SCADA システムを介して同時に陸上及び海上設備の監

視・制御ができる包括的送油監視・制御システム（Oil Movement Supervisory Control System、

以下 OMSCS）の導入が必要である。OMSCSは原油の量・質の管理、出荷スケジュールの管理に

より運転効率の改善を行うもので、イラクにとって原油取引による利益の最大化が可能にな

る。保守体制については、予防保全に基づく体制・手順を確立し定期的な点検保守を行うこ

とが重要である。そのためには PDCA サイクルの導入や設備状況のデータ化や、資器材の保

管・在庫管理を適切に行うことが推奨される。 

 対応策を提案するマスタープランにおいては、KAAOT は損傷が激しく修復が困難であるた

め、今回の改修検討の対象からは除外し、ABOTの改修は設計データ収集及び診断・評価を行

った上で改修案を策定し運転・保守計画を作成することとした。また、改修期間中の原油出

荷量を維持するため、ABOTのバースプラットフォームを片方ずつ改修し、不足する出荷能力

の補強策として SPM を追加設置することを推奨している。プラットフォーム A の改修中は、

ABOT 上流に新規バルブステーション及びバイパスラインを設置しプラットフォーム B 及び

CMMPからの出荷を可能にすることを提案している。改修に際し、運転・保守の効率性向上の

ため、OMSCS、回転機振動モニタリング、診断用ロボットといった最新デジタル技術の活用を

提案している。さらに輸出目標量の達成のためにはシーライン No. 3、4、5を 2023年までに

完工させることが必須であり、進行中のプロジェクト管理が重要となる。また、海洋出荷設

備の操業において必要な電力を安定して確保するために、現在のディーゼル発電に代わり洋

上での再生可能エネルギーの導入も有効な対策として提案している。 

 対象設備のデジタル化の一例として、当社の DX-PLANT®を紹介している。第一段階として、

設計データ・図面などの情報を集約し、ユーザーが容易にアクセスできる 3D CAD及び 2D図

面との関連付けを行う合情報基盤システムを導入し、出荷量・原油の質・取引額などを一元
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管理するべく OMSCSと DX-PLANT®の連携を行う。保全業務支援という観点からは、保全記録・

データの電子化、拡張現実（Augmented Reality、AR）の活用、機器のデータ分析による異常

予兆検知、ロボットによる検査などが挙げられる。これらを活用して操業・運営方針、拡張・

保全計画、収益などを把握することにより、経営管理の支援も可能になる。DX-PLANT®導入に

当たっては BOCと協議しつつ、その効果と適合性を見極めながら段階的に進めて行きたい。 

 本事業では対象設備の整備による環境改善効果についても検討を行った。まず原油出荷量

4.5MMBPD 時に必要とされる発電容量を約 5 万 kW と仮定し、これらを全て再生可能エネルギ

ーで賄う場合、20万 t/y程度の CO2削減量が見込まれる。イラク全体の CO2排出量からみる

と僅かではあるが、近年 CO2 排出量が増加傾向にあるイラクにおいては設備の近代化、効率

化が CO2 削減に僅かでも貢献することが期待される。また、老朽化した設備からの原油漏洩

リスクに対しては、設備の早期改修あるいは適切な撤去作業を実施することが、漏洩事故に

よる環境汚染や被害弁償などのリスク低減につながる。さらに、出荷設備からタンカーへ原

油を積載する際に発生する揮発性有機物質（Volatile Organic Compounds、以下 VOC）につい

ても、設備改修の際に VOC 処理設備を導入することで、約 85t/d の排出量削減につながると

算出されている。 

 本案件へのファイナンス案としては、独立行政法人国際協力機構（Japan International 

Cooperation Agency、以下 JICA）による有償資金協力や、国際協力銀行（Japan Bank for 

International Cooperation、以下 JBIC）による輸出金融及び株式会社日本貿易保険（Nippon 

Export and Investment Insurance、以下 NEXI）による貿易保険の付与が考えられる。 

 海洋設備の建設・操業において差別化技術を持つ日本企業としては、第一に防食加工に強

みを持つ企業として、独自技術であるチタンカバー・ペトロラタム被覆工法 （TP工法）を有

する日鉄防食（株）が挙げられる。また海上プラットフォーム及び海底パイプラインの EPCを

行える日本唯一の総合マリン・コントラクターである日鉄エンジニアリングは、保有する大

型海洋作業船によるパイプライン施工により世界トップクラスの高速化・高品質化・省力化

を可能としている。他にも、耐食性に優れたパイプライン用鋼材において世界各国での採用

実績を持つ日本製鉄など、複数の日本企業が差別化技術を有している。また、ICT分野におい

ても、DX-PLANT®によるサービス提供を展開している当社を始めとして、複数の日本企業が運

転・保守に関する ICT 技術を開発している。 

 本事業で提案した内容は、今後イラク側と協議を行い、その必要性と今後の作業優先順位

を確認する必要があるが、特に、ABOT を改修して延命するかあるいは新たに出荷設備を建設

するか、ICT をどのように導入していくかなどについては BOC との討議結果により大きく方

針が変更されることもあるため、早急に協議の場を持つ必要がある。 
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 序論 

1.1 経緯 

1980年代から 2000年代まで、イラン・イラク戦争、湾岸戦争、イラク戦争などによりイラ

クの混乱は長期に亘っているが、2009 年以降に外国資本によるイラク南部油田群の開発が行

われた結果、イラクの原油生産能力は 2019 年 10 月時点で 3.7MMBPD 程度まで回復している。

イラク政府は、2023 年までに原油出荷量を 6.0MMBPD まで増加にさせ、同国の主要産業であ

る石油産業を核として安定的な国家収入の確保と共に国家財政の更なる健全化を目指してい

る。 

現在、イラク南部で生産される原油の 95%以上が原油海洋出荷システムを経由して輸出さ

れているため、イラク政府が目指す原油輸出量の増大のためには当該システムの整備・拡張

が不可欠である。しかしながら、海上出荷設備であるコール・アル・アマヤ・原油ターミナ

ル（Khor Al-Amaya Oil Terminal、以下 KAAOT）は建設から約 60年、 バスラ原油ターミナル

（Al-Basra Oil Terminal、以下 ABOT）は約 45年が経過し、既設の海底パイプラインも老朽

化により所定の送油能力を保持出来ていないため、現在の出荷能力は約 3.7MMBPDに留まって

いる。イラク政府は、原油出荷能力の増強のため、貯蔵設備・海底パイプラインの新設や増

設を計画・実施しているが、工事の遅延のみならず設備間の設計や運用面での不整合により、

2023年までの目標原油輸出量達成に向けた原油生産・出荷システムの再構築における課題は

多い。 

現在イラク政府が主導で進めている陸上原油払出システム・ファオ貯蔵設備（FAO Oil 

Depot、以下 FOD）・原油海洋出荷システム（パイプライン、タンカー接舷箇所も含む）は、包

括的なマスタープランに基づいたものではなく、各システムが個別に計画されているため設

計・運転思想が統一されておらず、またプロジェクト毎の進捗管理が十分に行われていない

ため、プロジェクト全体の進捗に遅れが生じている。イラク政府が掲げている 2023年の原油

輸出目標を達成するためには、システム全体を統一した最適な設計・運転思想に基づいた出

荷システムの構想を早期に確立することが重要である。 

イラクは世界第 5 位の石油埋蔵量を持つ資源大国であるが、潤沢な資源を有効に開発する

ために不可欠な原油輸出のためのインフラ整備に必要な資金投入ができていない。この背景

には 2014 年の原油価格の暴落により国家収入の 9 割を占める原油輸出の収入が減少したこ

とに加え、同年 6月の Islamic State（以下 IS）のイラク侵攻への対抗措置のために国防費

が増加したことがある。更には、各油田から生産された原油の品質管理が不十分なことに加

えて要求されたブレンドを行わず輸出したため、市場価格よりもディスカウントされた価格

で取引されたり、バイヤーから引き取りを拒否されたりすることがあるとのことで、これも

イラクの収入が伸び悩んでいる要因と考えられる。原油品質確保のため FOD の整備・完成が

急がれており、現在当社はバスラ石油公社（Basra Oil Company、以下 BOC）から委託を受け
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て設備診断と改良に向けた検討業務を実施している。 

 

1.2 イラクにとっての裨益効果 

本事業の成果に基づいた提案により原油海洋出荷システムの再構築が実現した場合、イラ

ク政府は原油輸出量増大により最大の懸念事項となっている財政安定化に一定の目途を付け

ることができる。具体的な数字で示すと、2019年 10月時点における約 3.4MMBPDの原油輸出

量を 2023年に目標として掲げている 6.0MMBPDまで増加できれば、増加分 2.6MMBPDによる増

収は年間約 57Billion USD 相当(60USD/bbl)に上る。 

イラクは国連気候変動枠組条約に加盟しており、2015 年の国連気候変動枠組条約第 21 回

締約国会議（COP21）で合意されたパリ協定に参加し、温室効果ガスの削減目標を掲げている

が、1,670MMscfd（2019年 10月時点）もの随伴ガスが燃焼後大気放散されている。燃焼放散

されているガス量はイラク国内で発電に使用されるガス量と国外に輸出されるガス量の合計

を上回っており、本事業では原油海洋出荷システムの整備に伴って期待できる CO2 削減効果

も検討対象としており、環境保全対策を提案している。 

既存の原油出荷ターミナルや海底パイプラインなどの海洋設備は、腐食等による老朽化の

ため原油が漏洩するリスクを内包しているが、今回の提案が実行されれば原油流出や揮発性

有機化合物（Volatile Organic Compounds、以下 VOC）による環境汚染への対策も講ずること

ができる。 

また、これらの設備を新規に建設・改修・近代化するプロジェクトを実施することで、イ

ラク政府の課題となっている国民の雇用拡大にも繋がる。 

 

1.3 調査内容と目的 

本事業は BOC が管轄しているイラク南部原油生産・出荷システム全体のうち、FOD の下流

パイプラインからタンカーへ繋がる海上出荷設備までの原油海洋出荷システムの再構築に向

けたマスタープランを策定するものである。 

本事業の目的は、イラク政府による原油輸出目標（2023年までに 6.0MMBPD）の達成を可能

とするべく各設備間の整合性確認や制御・監視手法の思想統一を行い、実現のために必要な

作業内容・手順を提示することである。 

本事業では最先端の ICT（Information and Communication Technology）による制御・監視

システムの活用を含めた設備近代化・改修及び高効率化の提言を行うとともに、原油海洋出
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荷システムの運転最適化と高効率化によって得られる CO2 排出抑制効果などの環境改善効果

の検証、及び日本企業の参画・技術輸出可能性の検討も実施する。 

尚、調査にあたっては 2019 年 10 月からのイラク国内でのデモによる情勢不安定化により

BOC との討議や現地視察が困難になったため、BOCから受領を想定したにもかかわらず入手で

きなかった情報については、代替として公表情報等を使用し執筆した。このため、マスター

プランの完成度を高めるためには、今後 BOC との議論を継続していくことが望ましいと考え

られる。 
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 原油生産・出荷システム全体概要  

2.1 原油生産・出荷システム全体概要 

前述の通り、本事業の対象設備は原油海洋出荷システムに限定されるが、本章では生産油

田からタンカーへの出荷までの関連設備を含めた全体について解説する。 

イラク南部地域における油田（West Qurna、Rumaila、Majnoon、Zubair 油田等）で生産

された原油は、各油田の中央生産処理施設（Central Processing Facility、CPF）にてガ

ス・水分・不純物などが取り除かれ、出荷のためのパイプライン網へ送られる。 

原油出荷は陸上での出荷ルート（図 2-1 イラクにおける油ガス田・関連設備）、及び FOD

からの海上出荷ルート（図 2-2 原油出荷システム海図）に大別される。 

 

バスラ石油公社（Basra Oil Company、BOC）は上述の原油生産・出荷システムを用いてイ

ラク南部油田からの原油の集油・貯蔵・払出を行うと共に、FOD及び原油海洋出荷システム

の安定操業及び 6.0MMBPDの目標原油輸出量を達成するための保守及び設備の拡張を計画し

ている。 

 
図 2-1 イラクにおける油ガス田・関連設備 

（出典：S&P グローバル・プラッツ社） 
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図 2-2 原油出荷システム海図 

（出典：BOC からのヒアリング情報を元に当社作成） 

 

イラン・イラク戦争（1980－1988 年）以前、イラク南部の原油出荷設備は 3.5MMBPD を継続

的に輸出できる能力を保有していたが、同戦争によって設備の大半が破壊された。 

その後、復興事業の一環として、原油輸出量の増大に向けたイラク原油輸出拡張プロジェ

クト（Iraq Crude Oil Export Expansion Project、ICOEEP）が 2007年に開始され、イラク

石油省により 4.5MMBPDの輸出が可能な陸上・海上設備が計画された。 

しかしながら、ICOEEPの度重なる遅延により、現在は下記表 2-1 に示す通り、3.4MMBPD程
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度の輸出量となっている。更には、FOD が未完成のため各油田の貯蔵タンクから FOD を経由

せず直接海洋出荷設備へ送油されており、原油出荷のための十分な昇圧が出来ないことも、

目標輸出量の達成に至っていない要因の一つとなっている。 

 

表 2-1 2019 年(1～9月)イラク原油輸出量平均 

月 原油輸出量(bbl) 原油輸出量(MMBPD) 

1月 110,245,281 3.56 

2月 99,120,006 3.54 

3月 100,909,946 3.20 

4月 100,635,009 3.36 

5月 106,675,881 3.25 

6月 101,705,000 3.39 

7月 106,500,015 3.44 

8月 107,520,044 3.47 

9月 103,010,306 3.43 

平均 - 3.4 

（出典：原油輸出量(bbl)はイラク国営石油販売公社 

（State Organization for Marketing of Oil、以下 SOMO）ホームページより引用） 

 

2.2 原油海洋出荷の概要とその計画 

2019 年の設備構成と 2023 年（輸出量 6.0MMBPD ベース）の設備構成は、FOD の上流にある

各貯蔵タンクより送油され、最終的に原油海洋出荷システムに送り出される。2019年時点で

は、FODが未完成であるため、通過せずバイパスして、上流の各貯蔵ダンクより海洋に出荷さ

れている。BOC は、3油種（ライト、ミディアム、ヘビー）を混在することなく目標量の出荷

を達成するために、3トレインの設備で 3油種を取り扱うように計画されている。 
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 原油海洋出荷システムの概要 

3.1 全体概要 

本章では、2 章で述べた原油生産・出荷システム全体のうち、本事業の対象である「原油海

洋出荷システム」の詳細を記述する。 

原油海洋出荷システムは、以下の主要設備によって構成される（表 3-1 参照）。 

 

表 3-1 原油海洋出荷設備リスト 

海洋設備 特記事項 

1．出荷ローディング設備 

KAAOT  

ABOT  

SPM1  

SPM2  

SPM3  

SPM4 ICOEE Phase 3 にて実施中 

SPM5  

2．計量システム 

CMMP  

3．バルブステーション 

SSVS 海底設置 

VS-1 ICOEE Phase 3 にて実施中 

VS-2 ICOEE Phase 3 にて実施中 

BVS 陸上バルブシステム 

（出典：BOC からのヒアリング情報を元に当社作成） 
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3.2  コールアマヤ原油ターミナル（KAAOT） 

KAAOTは1963年に2バース（バース5, 6）を保有するプラットフォームAの操業を開始し、

1974年には2バース（バース7, 8）を保有するプラットフォームBが追加された。 

KAAOTは1980～1988年のイラン・イラク戦争によって深刻な損傷を受け、更に1990～1991

年の湾岸戦争で破壊されてしまった。各々の戦争後に修復工事が行われたが、完全に復旧す

ることは出来ず現在は70万BPDの出荷能力に留まっている。プラットフォームAには居住区が

設置されていたが、イラク・イラン戦争によって完全に破壊され、現在は損傷したフロアが

残っているだけである。KAAOTには、3本の海底パイプライン（32インチ×2本、42インチ×1

本）が接続されていたが、腐食による損傷が激しいため使用できず、現在はKAAOTからの出

荷は行われていない。またBOCによると、KAAOTにジャッキアップ型の居住区が設置され200

名ほどの操業関係者が交代で勤務しているということだが、KAAOTに操業関係者が居住して

いる理由についての説明は得られていない。 

 

（1） バース No. 5&6 

バースの一般的な構造は、鋼材と鉄筋コンクリートから構成された剛性のプラットフ

ォームである。デッキは群杭（杭は円形もしくは六角形の断面の斜杭と直杭）で支えられ、

コンクリートを充満している。構造の側面安定性は鋼材の支保によって保たれる。現在、

デッキは完全に焼損し、鋼材の顕著な変形および保護ペイント（コールタール・エポキシ

樹脂）の損傷が見られる。デッキの下部（海水面上部）は腐食している。腐食検査は 1999

年 7月に行われた。バース No.5 およびバース No.6は 65,000 DWTクラスの原油タンカー

が接舷できるように設計されたが、現在操業を停止している。 

 

 （2） バース No.7 & 8 

バース No.7 & 8は 330,000 DWTクラスの原油タンカーが接舷できるように設計されて

おり、以下の構造となっている。 

 

• デッキは 3次元フレーム構造と杭により支持されている。 

• 3次元フレームは海底面から水面にわたり水平および斜材ブレースで構成されている。 

• 直杭および斜杭は 3 次元フレームのレグを通して打設され土中に貫入されている。杭は

コンクリート充填されておらず充水のみであるが、杭内側を腐食させないために杭頂部

をプラグし大気からの酸素流入を防いでいる。 

 

以前、デッキは完全に焼損し、顕著な鋼材変形および保護ペイント（コールタール・エポ

キシ樹脂）の損傷が見られた。また、デッキ下から海水面より上部のデッキ構造部材に部分

的な錆や一部に穴が見られた。1993 年 11 月に所定の検査プログラムに基づいて、損傷を受
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けた部分や損傷をうけていない部分の鋼厚を測定し、現場での取替え及び補強するための修

復作業が行われたが、この修復作業後に接続されている海底パイプラインの腐食による漏洩

が見つかり KAAOT は現在操業が停止している。 

 

3.3 バスラ原油ターミナル （ABOT） 

バスラ原油ターミナル（Al Basra Oil Terminal、ABOT）は、元々Mina Al Bakr Oil 

Terminal （MABOT）として、ブラウン＆ルーツ社によって1974年に設計・建設された。図 

2-2で示すように、ファオ半島南東約46㎞沿岸に配置され、原油はFODからABOTへ48インチ×

2本の海底パイプライン（EL-1&2）により送油されている。 

出荷設備はそれぞれ 3台のローディングアームを有する 4基のバースから構成されており、

各ローディングアームで VLCC（Very Large Crude Carrier）に 30－40万 BPDの原油を積み

込むことが出来る。ABOTはイラク海域において最も水深が深い場所に設置されており、VLCC

が安全に航行し接舷することが出来る。プラットフォーム A（バース 1，2）、プラットフォー

ム B（バース 4）は、4か所の接舷ドルフィンがあり、VLCCのみならず 3万 5千トンクラスの

タンカーも接舷が可能であるが、プラットフォーム B のバース 3 はドルフィンが 2 か所しか

ないため、VLCC しか接舷可能できない。 

ABOTはイラン・イラク戦争及び湾岸戦争によって損傷を受けたが、戦争終結後に都度修復

工事が行われており、2004年には設計能力4.0MMBPDに対して、出荷量が3.0MMBPDまで、回復

している。 

ABOTは2本の48インチパイプライン（EL-1 &2）により原油を搬出しているが、1989年に超

音波ピグ検査を実施したところ激しい内部腐食が見つかり、本来の最大運転圧力680psiaを

180psiaまで落とし、現在は約1.6MMBPDでの操業を余儀なくされている。また居住用のプラ

ットフォームが接続されていたが、湾岸戦争により完全に破壊されたため、現在は制御室を

改造し100人用の仮設居住施設が設置して出荷操業を行っている。 

  

  

（1） 出荷運転 

出荷ターミナルは 48 インチ海底パイプラインを一度に 1 本でも、2 本同時でも送油・

出荷することが可能で、最大運転圧力で同時に 2本のパイプラインを使うと 1.6MMBPDま

で出荷することが可能となり、4隻の VLCCを同時に接舷して出荷できる。 

また電気防食システムは 20年の設備寿命で設計されていたが、現在は使用できない状

態となっている。 
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（2） ABOT に接続される海底パイプライン 

FOD から ABOT までの 2 本のパイプラインは、直径 48 インチ、肉厚 0.5～0.625 インチ

のコンクリートで外面コーティングされている。 

海底部分は側溝 1mで埋設、出荷ターミナル付近では船舶の錨がパイプラインに衝突す

ることを防ぎ、海底面を引きずられないように、4.6mで埋設・カバーされている。（波流

による滑り防止と、熱膨張を防ぐ目的もある）。 

 

3.4 セントラル・メータリング・マニフォールド・プラットフォーム（CMMP）及び SPM 

米国政府によるイラク復興監察官室（Special Inspector General for Iraq 

Reconstruction、以下SIGIR）報告書において、イラク石油省は2011～2014年の4か年計画と

して新規に90万BPDの出荷能力を保有するSPMを5基設置することが検討され、セントラル・

メータリング・マニフォールド・プラットフォーム（CMMP）、海底バルブ装置（Subsea 

Valve System、以下SSVS）と48インチ海底パイプライン3本を追加することで、原油海洋出

荷システム全体として5.0MMBPDまで出荷能力を増強する計画としている。イラク原油出荷拡

張プロジェクト（Iraq Crude Oil Export Expansion Project、ICOEEP）は3フェーズに分か

れ、最初の2フェーズは石油省資金にて実施された。フェーズ3は、日本の独立行政法人国際

協力機構（Japan International Cooperation Agency、JICA）により政府開発援助

（Official Development Assistance、ODA）の枠組みで資金援助されている。 

ICOEEプロジェクトのフェーズ1は、英国のフォスターウィラー社がPMCとしてプロジェク

ト管理を担当し、豪レイトン社が施工を行った。 

ICOEEフェーズ１プロジェクトは、以下の業務範囲である。 

- SPM 1,2,3,及びSSVSの調達 

- SPM 1,2,3,5、SSVS、48インチの新規海底パイプライン2本（シーライン1、2）の設置 

 

同様にしてICOEEプロジェクトフェーズ2は、フォスターウィラー社がPMCとしてプロジェ

クト管理を担当し、レイトン社がCMMP以外の施工を担当した。 

ICOEEフェーズ2プロジェクトは、以下の業務範囲である。 

- CMMP 伊：サイペン社が受注 

- SSVSからCMMP、CMMPからSPM 1間の海底パイプライン敷設 

- 監視制御データ収集システム（Supervisory Control And Data Acquisition 、以下
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SCADA）設置 

 

3.5  シーライン No.3プロジェクト 

ICOEEフェーズ3プロジェクトは別名シーラインNo.3プロジェクトとも呼ばれ、JICAの有償

資金協力の枠組みを活用し、日本オイルエンジニアリング株式会社（JOE）がPMCとしてプロ

ジェクト管理を行い、施工はレイトン社が実施している。 

業務範囲は以下の通り。 

- SPM 4の調達・設置 

- バルブシステム（VS-1 & 2）の設置 

- FODからVS-1、SPM 4までの48インチパイプライン調達と設置 

 

3.6  シーライン No.4 &、5 プロジェクト 

ABOTに接続される既存の2本の48インチ海底パイプライン（EL-1、2）は老朽化による損傷

が激しく、安定的な原油海洋出荷設備の運転のためには、交換が必要となっており、現在、

BOCは、FOD-ABOT間に48インチの海底パイプライン2本（シーラインNo. 4、5）を、EL-1及び

EL-2の代替として新設するプロジェクトを推進している。 
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 原油海洋出荷システムの評価・診断 

4.1 設備の評価 

本章では、BOC にヒアリング・確認した内容をもとに、2023年に 6.0 MMBPDの目標原油輸出

量を達成するために必要となる原油海洋出荷システムについて、運転稼働率による評価を行

った。既設・新設パイプライン・ABOT・SPMによって、6.0 MMBPD出荷能力を有するか検証す

る為、各パイプラインにより油種ごとに必要流量に到達することが可能かを確認した。 

4.1.1 評価の前提 

運転の柔軟性を考慮するとともに、この評価の前提として以下に示す設備構成を当社にて

仮定した。 

‑ トレイン-A （ミデイアム・ヘビー原油用）：SL1,SL2⇒CMMP⇒SPM1,SPM2,SPM3, 

SPM5 

‑ トレイン-B （ライト原油用）：SL3⇒VS1⇒SPM4 

‑ トレイン-C （ミデイアム・ヘビー原油用）：SL4,SL5 ⇒ABOT 

 

 

図 4-1 原油海洋出荷システム設備 概略図 

（出典：BOC からのヒアリング情報を元に当社作成） 
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4.1.2 評価方法 

今回、6.0 MMBPDの目標原油輸出量を達成できるかどうかを、ハイドロリクス検討を行

い、上記3トレインA,B,Cにて維持できる出荷量をパイプライン最大流量により推算・評価し

た。 

 

4.1.3 評価結果 

 

 （1） トレイン-A 

評価対象トレイン-Aの設備構成は、2本のシーラインと4基のSPMによる構成である。

SPM4基において、天候不順・切替えなど考慮した場合、所定の出荷量を維持するには、

各SPMの最大出荷能力0.9MMBPDにより69.4%の稼働率が必要となると推算できる。 

 

 （2） トレイン-B 

評価対象トレイン-Bの設備構成は、シーライン SL-3と SPM-4による構成である。

KAAOTからの出荷が考慮されないとなると、SPM-4からの最大出荷能力 0.9MMBPDでは所

定の出荷量維持が出来ないことから、スペア SPMを一基追加で設置する必要がある。そ

の場合は、SPM稼働率は 55.6%が必要となると推算できる。 

 

（3） トレイン-C 

評価対象トレイン-Cの設備構成は、2本のシーラインSL-4とSL-5とABOT、即ち4基のバ

ースによる構成である。ABOT（4 バース）の最大出荷能力の4.0MMBPDにおいてこのトレ

イン-Cによってヘビーあるいは所定の出荷量を維持するためには、各バース最大出荷能

力1.0MMBPDでは稼働率62.5%が必要となることが推算できる。 

 

4.1.4 推奨事項 

ここでは上記の評価結果を受け、目標の原油輸出能力を確保するために必要なBOCに対す

る推奨事項を挙げる。 

今回の評価は、各トレインにおける出荷量から運転稼働率を推算したが、実際の運転状況

等を確認し、達成可能な稼働率の見直しを行うことが推奨される。また、結果によっては追

加のSPMの設置、或いは稼働率を上げる施策を検討する必要がある。 

 

 気象条件による出荷作業の制約（天候不順時における接舷不可） 

 1 タグボート動員による制約 （接舷、ローディング、離舷） 
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 接舷、離舷時におけるローデイングマスターの動員による制約 

 SPM 保守時間（定期点検）による制約：1日/6か月 = 48時間/年 = （48 / 8760） 

* 100 = 0.55%稼働率低下見込み 

 SPMオーバーホール、工場修理による制約：1回/5年、2か月 

 

4.2 設備の検査結果 

海洋原油出荷設備であるABOT、 KAAOT、及びそれらに接続する海底パイプラインについて

は、これまでに種々の機関などにより出荷設備増強や補修検討のための調査が実施されてき

た。本章では、以下に示す米国イラク復興監察官室（SIGIR）、一般財団法人 JCCP国際石油・

ガス協力機関（JCCP）などが作成した報告書を入手しそれらの情報を整理した上で、当該施

設の現状について述べる。 

 

・ “Al Basrah Oil Terminal Basrah, Iraq”, Office of the Special Inspector General for Iraq 

Reconstruction, SIGIR (2007) 

・ “ABOT: Subsea Pile Inspection Report”, CDIS Ltd (2012) 

・ “石油出荷設備における腐食評価・防食技術に関する特別支援共同事業 (イラク) 成果

報告書”, 国際石油交流センター, JCCP (2015 & 2016) 

・ “石油出荷設備における腐食評価・防食技術に関するフォローアップ事業 (イラク) 成

果報告書”, 国際石油交流センター, JCCP (2017) 

 

4.2.1 KAAOT診断の纏め 

上述の報告書によれば、1963 年・1974年に建設された両施設ともイラン・イラク戦争時に

火災事故が発生し上載設備や構造物に深刻な損傷を受け稼働ができない状況になった。両施

設のうちバース 7, 8を含む 1974 年に建設された施設は、1993 年に設備機器交換や構造物補

修などの復旧工事を行い稼働が再開されたが、現在はパイプライン損傷により操業を停止し

ている。一方、1963 年に建設された関連施設は火災事故後も復旧工事は行われておらず、荷

役設備すら設置されていないため現在は稼働していない。 

KAAOT は直杭式の基礎構造物にて建設されているが、ABOT のように基礎杭の海中部の検査

は実施されていない。気中部については 2015 年に BOC/JCCP により上部構造物の目視検査、

及び基礎杭飛沫帯の板厚計測が実施されおり、これらの検査報告書の結果を次表に示す。 
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表 4-1 KAAOT 海中部の検査結果まとめ 

目視検査 （1963年建設施設）火災事故以降稼働しておらず上載機器や防舷

材など主要設備が消失している。構造部材はほぼ全てが腐食損傷

や変形により著しく劣化している。 

（1974年建設施設）多くの構造部材に腐食損傷が認められる（腐

食し部材断面が大きく欠損しているものもある）。一部の甲板や

歩廊は補修されずに仮設材で使用されている。 

板厚計測（飛沫帯） 建設時の情報が無く（元板厚が不明）、減肉量を算定できないが、

残存板厚が6.4mmと著しく全面腐食している基礎杭がある。 

（出典：上述の既往レポートの情報を元に当社作成） 

 

 
図 4-2 KAAOT 1963年建設施設の目視検査 

（出典：JCCP 石油出荷設備における腐食評価・防食技術に関する 

特別支援共同事業成果報告書） 

 

 

図 4-3 KAAOT 1974年建設施設の目視検査 

（出典：JCCP 石油出荷設備における腐食評価・防食技術に関する 

特別支援共同事業成果報告書） 

 

以上より 1963 年に建設された施設は廃墟同然の状態である。また、1974 年に建設された

施設についても腐食損傷が激しい箇所があり、KAAOT の方が ABOTよりも老朽化が進行してい

る。 
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4.2.2 ABOT診断の纏め 

 ABOTのように建設から50年近く経過し老朽化した海上構造物については、一般的にリスク

マネージメント手法を用いて構造物の健全性を評価した上で、検査項目や検査頻度などの維

持管理計画を合理的に立案しなければならない。しかしながら、ABOTに関しては、1970年代

の操業開始以降、1980年～1988年のイラン・イラク戦争、それに続く湾岸戦争といったイラ

ク国内状況により、長期に亘り適切な維持管理や検査が実施されない状況が続いていた。 

BOCは、イラク戦争終結後の2012年にキプロスの海洋調査会社（CDIS社）を起用し、ABOTの

基礎杭を対象に潜水士による海中部の構造物の検査を実施した。ABOTの全杭数に対し約20%の

本数を対象に（全数約440本に対し92本を検査）、水深3m、13m、28mの3つの水深レベルにお

いて、目視検査、海洋付着物検査、超音波による板厚計測の検査が実施された。その後、2014

年にJCCPによるBOC社に対する防食技術支援の一環として防食電位の計測が行われており、こ

れらABOTの海中部に対して実施された検査結果を次表に示す。 

 

表 4-2 ABOT／海中部の検査結果まとめ 

目視検査（腐食検査） 多数の孔食が確認された。孔食のほとんどが水深レベル3mの地点

で発生しており、孔食の深さが最大で10mmまで進行している孔食

もあった。基礎杭の元板厚（25.4mm）の40%の深さまで腐食が達

していることになる。 

海洋付着生物検査 海洋生物の付着厚さが50mm以下の基礎杭は6本しかなく、残りの

86本は50mm以上であった。また最大厚さは100mmであった。 

板厚計測 

 

全数の基礎杭において減肉が確認されたが、そのほとんどが1mm

以下であった。また最大減肉量は2.6mmであった。（共用期間45

年経過から腐食速度を換算すると0.05mm/年程度と問題が無い範

囲である。） 

防食電位計測 許容防食電位（-800 ～ -1100mV）に対し、すべての計測結果で

防食電位は許容範囲以内であった。 

（出典：上述の既往レポートの情報を元に当社作成） 
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図 4-4  ABOT／海中部検査（海洋付着生物、水深 3m 地点における孔食） 

（出典：JCCP 石油出荷設備における腐食評価・防食技術に関する 

特別支援共同事業成果報告書） 

 

 気中部の構造物検査は、2014年に基礎杭飛沫帯や上部構造物についての目視検査がBOCにて

実施されている。これによると基礎杭の飛沫帯付近において防食塗装が劣化し、それに起因

した多数の大きな腐食が認められた。また、交通船の着岸場所などでは、型鋼の補剛材や歩

廊などが激しく腐食し変形しており、早急な補修が必要な状態であった（飛沫帯の塗装損傷

に関しては、翌年以降にJCCPがBOCに対し補修塗装材料の仕様選定や補修塗装方法の技術指導

を実施しており、現在は基礎杭の補修塗装が完了していると考えられる）。 

 

 

図 4-5  ABOT 気中部検査（基礎杭の飛沫帯、交通船の着岸場所） 

（出典：JCCP 石油出荷設備における腐食評価・防食技術に関する 

特別支援共同事業成果報告書） 

 

既往の検査報告書から得られた情報より、ABOTの改修計画の検討において、次の項目を考慮

する必要がある。 

・ 基礎杭の水深3mの付近に多数の激しい孔食が確認されている。基礎杭は外部電源方式に
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より防食されており、報告書でも防食電位計測の結果は許容値内であったが、戦時中に

外部電源装置が長期にわたり停止し防食電流が供給されない状況が続いたため、この期

間に孔食が進行した可能性が考えられる。海上の石油天然ガス関連施設では、外部電源

が不要でメンテナンスが容易な流電陽極方式（アノード）による電気防食が一般的で、

ABOTについても流電陽極方式に変更するべきと考える。 

・ 大量の海洋付着生物が杭全長に渡り発生している。杭に海洋生物が大量に付着した場合、

その重量により大きな鉛直荷重が基礎杭に付加される。また基礎杭の見かけ直径も大き

くなり波力や潮流力に対する受圧面積が増加し水平荷重も大きく付加される。基礎構造

物の耐力評価を行い、海洋付着生物の許容付着量を確認し、必要であれば定期的な海洋

付着生物の除去を行う必要がある。 

・ ABOTは建設から50年近く経過し老朽化しており、これまでに適切な維持管理が実施され

ていない状況を考えると、早急に既存構造物の健全性を確認する必要がある。古い設計

基準で建設され設計耐用年数が過ぎた構造物は、過大荷重により大きく損傷する可能性

がある。API （American Petroleum Institute） やDNV （Det Norske Veritas）などの

国際的な基準に従い既存構造物の健全性を確認し、補修・補強計方針や検査計画を検討

しなければならない。また、APIでは各種必要な検査項目を健全度の状態に応じて次表の

ように規定しているが、ABOTで実施されていない検査項目があり、これらの検査につい

ても今後実施する必要がある。 

 

 

表 4-3 ABOT 検査の実施履歴 

検査項目 実施履歴 

Level-2 

（海中部） 

海中部の目視検査 2012年 実施 

落下物、残骸物の調査 未実施 

海洋付着生物の検査 2012年 実施 

海底面の洗堀調査 未実施 

防食電位計測 2012年/2014年 実施 

ライザーの目視検査 未実施 

Level-3/4 

（海中部） 

詳細目視検査（腐食部） 2012年 実施 

注水部材検査 未実施 

詳細目視検査（溶接部） 未実施 

溶接部非破壊検査 未実施 

板厚計測 2012年 実施 

（出典：上述の既往レポートの情報を元に当社作成） 
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4.2.3 海底パイプライン 

KAAOTに接続する海底パイプラインは、1963 年の KAAOT建設時に 2本の 32インチパイプラ

インが敷設されたが、イラン・イラク戦争開戦の 1980 年にパイプラインが 2 本とも損傷し、

管内に海水が大量に流れ込んだため送油が不能になり、それ以降は現在まで一度も操業され

ることなく放置されたままである。また、1974 年の KAAOT 拡張工事に 3 本目の 42 インチパ

イプラインが敷設されている。しかし、腐食による減肉が確認されたため、ABOT の 48インチ

パイプラインと同様に、暫くの間 180psia の低い操業圧力で送油が行われていたが、現在は

腐食損傷により操業を停止している。 

ABOTに接続する海底パイプラインは、1975年の ABOT 建設時に 2本の 48インチパイプライ

ンが陸上貯蔵施設から敷設された。しかし、1990年代に実施されたパイプライン板厚検査に

て腐食による減肉が確認されたため、それ以降、設計圧力の 680 psiaに対し 180 psiaの低

圧力で操業されている。また、1990 年代に実施された検査以降は、海底パイプラインの検査

や防食対策などが実施されていない。 

上述のように KAAOT、ABOTには 1960～70年代に敷設された 5本の老朽した海底パイプライ

ンが存在する。そのうち ABOT に接続する 2本の海底パイプラインは低圧で操業を継続してい

るが、実際の鋼管の残存板厚は不明で、低圧操業においてもパイプラインの耐力不足になり

漏洩が発生するなど安全上の問題が生じる可能性がある。そのため、早急に超音波ピグやキ

ャリパーピグによるピグ検査を実施し、現状の残存板厚や腐食・変形の状態を確認しパイプ

ラインの健全性を評価する必要がある。 

 また、建設から 50年近くも経過し、設計耐用年数を超えており、かつ戦時中の操業停止や

適切な維持管理・操業が実施されていなかった状況を考慮すると、健全性評価で使用停止と

なる可能性が高いと考えられる。これらのパイプラインは延長 40km以上の長距離であり、さ

らに海底土中に埋設されているため全線にわたり補修を実施するのは非現実的である。その

場合はパイプラインのデコミッショニング（廃棄・撤去処置）の検討を行う必要がある。 

 

4.2.4 構造物健全性管理 

本章では既存構造物に対する健全性評価、検査計画立案、及び補修・補強方針などの維持

管理手法について述べる。既存設備の維持管理要求は対象となる構造物の設計思想、使用状

況や劣化状態によりに大きく異なる。国際規格であるAPI-RP-2SIM “Structural Integrity 

Management of Fixed Offshore” やDNV-RP-F116 “Integrity Management of Submarine 

Pipeline System” では、既存構造物の重要性や残存耐力などからマトリックスを用いてリ

スクレベルを定量的に評価し、既存構造物の健全性評価や維持管理計画を合理的に判断する

手法が基準化されている。特に、老朽化した海洋プラットフォームや海底パイプラインが多

く存在する石油ガス関連分野では、このようなリスクマネージメント手法を用いた
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Structural Integrity Management が一般的に行われている。 

API-RP-2SIMでは下記のフローに従い既存構造物の健全性を評価し維持管理を行っている。 

 

図 4-6 既存構造物に対する Structural Integrity Management フロー 

（出典：API-RP-2SIM をもとに当社作成） 

 

・ 既存データ収集 （Data Collection） 

構造物のAs-built データ（図面、寸法、材料など）、環境データ（波、潮流、海底面、

土質など）、設計仕様データ（設計条件、設計荷重、スペックなど）、履歴データ（製作

記録、検査記録、改造記録、損傷・補修記録など）、などの既存データを収集する。 

・ 構造物の耐力評価 （Structural Integrity Analysis） 

収集したデータを整理し最新基準に則った設計条件を新たに作成したのち、許容応力

強度、疲労解析、Push Over 解析などの強度計算を実施し既設構造物の残存耐力を算定

する。 

 

 

既存データ収集 （Data Collection） 

構造物の耐力評価 （Structural Integrity Analysis） 

危険度評価 （Risk Evaluation） 

是正処置 （Mitigation Plan） 

& 検査計画 （Inspection Plan） 

廃止処置 （Decommissioning） 

& 代替新設 （New Construction） 
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図 4-7 耐力評価の一例 （FEM解析、Push Over解析） 

（出典：日鉄エンジニアリング提供資料をもとに当社作成） 

 

・ 危険度評価 （Risk Evaluation） 

 前述の既設構造物の残存耐力と、その構造物の影響度（設備の重要性など）とを二軸

にマトリックスを作成し、対象とする構造物の危険度（Risk Level）を定量的に評価す

る。 

 

図 4-8 危険度評価の一例 

（出典：API-RP-2SIM をもとに当社作成） 

 

・ 是正処置 （Mitigation Plan） & 検査計画 （Inspection Plan） 

評価された危険度により、補修・補強などの是正処置の要否を判断し、構造物の検査

計画（検査の項目や場所、検査頻度など）を構造物の危険度に応じて立案する。 

 

構
造
物
の
重
要
度 

残存耐力 （耐力の余裕度） 

危険度（Risk Level）が最上位であ

れば、迅速な是正処理や使用停止

判断が必要となる。 
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図 4-9 是正処置の項目・種類 

（出典：API-RP-2SIMより抜粋） 

 

・ 廃棄処置 （Decommissioning） & 代替新設 （New Construction） 

 構造物の耐力評価および危険度評価の結果によっては、構造物の使用を停止するとい

う判断に至る可能性もある。その場合は廃棄処置や構造物の代替新設を検討する必要が

ある。 

 

4.2.5 ABOT改修に向けた推奨案 

本章では既存海洋出荷設備の改修並びに延命方案について述べる。今後の活動では、前述

のリスクマネージメント手法による調査診断や健全性評価（Strength Integrity Management）

を具体的に実行し、改修対象とする設備の選定や是正処置（Mitigation Plan）を立案してい

く必要がある。 

ここでは ABOT を対象に幾つかの Mitigation Plan 例を示す。但し、（1）基礎杭の補修や

（2）上部構造物の一括更新（あるいは両者の組み合わせ）、（3）新設ターミナル建設のいず

れの手法を選択するかは、基礎構造や上部構造物の診断・評価結果やそれぞれの手法にかか

る期間・コスト等によって決定される。 

(1) 基礎杭の補修 

 ABOTの基礎構造は鋼管杭を斜めに打ち込んだ斜杭式が用いられている。シーバースでは

大型タンカーの接舷力や暴風波力の水平力が構造部材を決定する支配的な荷重となり、斜

杭式や直杭式のように杭のみで支持する杭式基礎は杭端部で水平変位と曲げモーメントが

最大となり、それらは水深が深くなるとともに大きくなる。そのため杭式基礎は比較的浅
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い水深で使用されることが多く、ABOTのような水深30mのケースでは慎重に基礎杭の耐力評

価を行わなければならない。しかし、2012年に実施された海中部検査では、海面下3m付近

の基礎杭に多数の孔食があり、最大で元肉厚25mmに対し腐食深さが10mmまで進行している

深刻な孔食も確認されている。ABOTの基礎杭には腐食の進行を抑制する防食補修や基礎杭

の構造的な局部補強といった是正処置が必要になる可能性が高い。防食補修には、鋼管表

面をペトロラタム系防食材で被覆し、その上に緩衝層を有するチタン板を保護カバーとし

て装着するチタンカバー・ペトロラタム被覆工法が考える。構造的な局部補強には、新た

に補剛部材を既存杭に取付けるストラット工法があり、既存杭との格点部分は鞘管グラウ

ト結合やクランプ式などの連結方法がある。 

 

図 4-10 基礎杭の補修 一例 

（出典：日鉄防食ホームページ 1および日鉄エンジニアリング提供資料により当社作成） 

 

(2) 上部構造物の一括更新 

 ABOTの上部構造物はポンプ、計量機器、バルブ、などの多数の配管機器類が設置されて

おり、構造部材も主要部材に加え補剛材や歩廊など多くの二次部材で構成されている。こ

れら大量の構成部材を個別に健全性の調査・診断を行うには、多大な労力が必要となり、

また部材の補修や交換するにも海上での作業となるため仮足場の設置や狭隘な場所で溶

断・溶接作業が必要なため、効率面・安全面の観点から現実的でなく、上部構造物を配管

機器類も含めて一体のモジュールとして事前に陸上のヤードで製作し、台船にて海上まで

輸送し、現地で大型クレーンを装備した大型作業船で新規上部構造を一括で据え付ける方

法が効率的であると考える。既存上部構造の撤去も、事前に吊り金具や補剛材などの最低

限の仮設部材の取り付けたのち、既設杭の上端を切断して大型作業船によって一括で回収

することが出来る。 

                                                        
1 https://acc.nipponsteel.com/lineup/catalog/webcatalog.php#tp_k 

https://acc.nipponsteel.com/lineup/catalog/webcatalog.php#tp_k
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図 4-11 上部構造物の一括更新 一例 

（出典：日鉄エンジニアリング提供資料により当社作成） 

 

(3) 新規ターミナル建設 

最後にABOTの代わりに別途新しく原油出荷ターミナルを建設する案について述べる。タ

ーミナルの構造は、ABOTで用いられている斜杭式ではなく、海外の石油ガス関連施設や国

内の港湾施設で多数の採用実績があるジャケット構造を提案する。ジャケット構造は、鋼

管で組み立てた立体トラス構造物の脚（レグ）に杭を打設し海底地盤と固定し、杭とレグ

を溶接またはグラウトで一体化させた構造で、利点としては、立体鋼管トラスにより構造

物全体の剛性が大きいため深い水深への適用ができることにある。また、水平剛性もある

ので大型タンカーの接舷力などの大きな水平荷重にも耐えることができる。更には陸上の

ヤードで事前にジャケット構造を製作して、台船により現地まで海上輸送し一括で据え付

けるため、海上工事の期間（大型作業船の傭船期間）を大幅に短縮することができる。 

 
図 4-12 杭式構造とジャケット構造の比較 

（出典：日鉄エンジニアリング提供資料により当社作成） 

吊り金具 

水平補剛材 

切断線 
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図 4-13 ジャケット構造の施工手順 

（出典：日鉄エンジニアリング提供資料により当社作成） 

  

2) 海上工事
- 杭打設
- ジャケット据え付け

1) ヤード製作
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 運転・保守における課題 

5.1 運転・保守体制 

BOC による運転・保守に関しては、その体制と実施方法の整備が進んでいないことであり、

各種マニュアル、整備・運転記録の集約、予備品の記録・管理、計画的な運転・保守といった

基本的なところから改善する余地がある。 

BOC からの情報によると、保守点検システム及び監視システムを導入した経緯があるもの

の、十分に使用・活用されていない状況であり、従来の方法として人数を掛けて手動で操業

していることにより、原油出荷における切替作業などによる運転効率が悪く、さらに予期し

ない機械故障が発生した場合、スペア品が不足し即座の交換が出来ないと言った問題点が挙

げられる。 

また 4.2 章で検証したように、設備診断を計画的・定期的に十分実施しておらず、劣化状

況の経年変化が把握出来ず、設備の余寿命を予想出来ない。それによって必要な修繕対策が

行われないことで、本来得られる設計寿命を享受出来ない、予期せぬ設備不具合によって安

全・安定的な操業の妨げになると言った問題がある。長年の操業経験によって蓄積されたノ

ウハウがマニュアル化され、体制・保守システムに電子化して取り込んで整備することによ

ってリスクを最小限とする施策が必要となる。 

具体的には、これら整備をどの成熟レベルの作業員が行ったとしても、効率的にかつ作業の

質が保証されるためのマニュアルやシステムなど体系化された手法を構築することを目指し、

整備が必要となる運転・保守体制の考え方と、効率的な原油出荷が可能となる方策例として

包括的送油監視・制御システム（Oil Movement Supervisory Control System、以下 OMSCS）

導入を以下に記載する。 

5.1.1 運転体制 

原油出荷設備の運転に際して、以下の要素を全て満たす最適な運転を目指す。 

• 運転員の健康・安全 

• 輸出量の最適化とそれに伴う収益の最大化 

• 設備の健全性維持 

• 環境破壊防止 

イラク南部からの原油出荷システムにおける各々の設備は、陸上から海上に渡って様々な

場所に設置されており、各場所には、その区域内に設置されている機器に直接リンクする専

用のリアルタイム制御システムが個別に備わっているが、イラク原油出荷設備拡張プロジェ

クト（ICOEEP）では陸上及び海上の複数設備が対象となっているため、それらの制御システ

ムを既にイラク側で導入が進んでいる全体を統合する SCADA システム（マスターSCADA シス
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テム）と連結し、各種データを取り込む。 

加えて、FOD のコントロールルームのオペレーターが SCADA システムを介して陸上及び海

上設備の監視、制御ができる OMSCSを導入し、油田周辺域タンクファーム（Tubaタンクファ

ーム、Zubair-1タンクファーム、Zubair-2タンクファーム、Bin Umrタンクファーム、PS-1

ステーション）、から FAO、シーライン、海上出荷ターミナル（バース、SPM）までの原油の流

れを網羅する。 

 

・ 包括的送油監視・制御システム（OMSCS）の導入 

FOD 及び原油海洋出荷設備は、24基の原油貯蔵タンク、12基のブースターポンプ、14基

の出荷ポンプ、5 本のシーライン、5 基の SPM、及び KAAOT と ABOT という 2 つの出荷ター

ミナルから構成されているが、最適な設備の組み合わせで原油を出荷する。 

しかしながら、FODおよびICOEEPの下流設備に設けられている現在のSCADAシステムは、

設備の監視と制御のみが対象となっているため、FODおよびその下流設備に対して OMSCSを

導入することを推奨する。これにより送油の自動化と原油在庫管理により、原油の量・質

の管理・出荷スケジュールリングの管理・運転効率の改善することが可能となり、結果と

して、OMSCS 導入は信頼性と安全性の高い運転によって効果的な資産活用が可能となり、輸

出原油の品質を確保する。OMSCS に関しては 6.1章にて詳しく述べる。 

 

5.1.2 保守体制 

プラントは全ての設備・機器が故障なく十分に能力を発揮することで安定して稼働できる。

従い、プラントを構成する設備・機器の状態を日常的に確実に把握し、計画的なメンテナン

スを実施することで、設備・機器を常に健全な状態に維持しなければならない。また、問題

が発生してから対処する事後保全ではなく、予防保全に基づく保守体制・手順を確立した上

で、点検保守を行うことが重要である。 

プラントの設備保全の目的は、 

• 設備・機器を常に健全に維持する。これにより計画外のシャットダウンを避ける 

• 人身事故、火災・爆発の発生を防ぐ 

• 漏れ等による環境破壊の発生を防ぐ 

• 設備保全により設備の寿命を延ばす 

ことにある。 
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(1) 定期的点検作業 

定期的点検作業には、日常点検（daily inspection）, 週 1 回/月 1 回の点検

（weekly/monthly inspection）, 定期的オーバーホール（periodical overhaul） - 例：

年 1回、5年毎等がありこれら作業の実施システムを確立し、確実に実行することが必要

で、以下に一例を示す。 

(i) 日常点検 

毎日 1 回以上の頻度で巡視点検を行う。巡視点検にあたっては、設備の運転状況

（異音、異臭、振動、異常温度上昇、異常圧力、漏洩、潤滑油消費、等）また陸上設

備における配管については漏洩・振動等が対象となる。 

(ア) 機械類 – ポンプ、圧縮機、タービン、モーター、等 

異音、振動、異常温度上昇、電流値上昇、漏洩、潤滑油、等 

(イ) パイプライン 

振動、異音、漏洩、異常圧力、異臭、等 

(ウ) 圧力容器・貯蔵タンク類 

漏洩、異臭、振動、等 

(エ) 現場計器 

作動状況 

(オ) 排油・排水システム 

運転状況 

(カ) その他 

現場の清掃状態 

 

(ii) 週 1 回あるいは月 1 回の点検 

(ア) 回転機械 

潤滑油の充填・グリースアップ 

(イ) プランジャーポンプ （往復動ポンプ） 

ストローク調整 

(ウ) ストレーナー 

清掃 

(エ) パイプライン 
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パイプライン内部清掃のための定期的なピグの運転 

(オ) 救命ボート 

機能テスト （1 回/月） 

 

(iii) 定期点検（年単位） 

パイプライン、圧力容器・貯蔵タンク類、海上のジャケット・構造物、等 

非破壊検査等による腐食の点検 

 

(iv) 定期的オーバーホール（計画的） 

(ア) 分解点検・開放検査 

機械類、等 

容器、タンク（腐食、スラッジ、清掃、内部装置、等） 

(イ) 機能チェック 

バルブ（コントロールバルブ、モーター駆動バルブ、計器、等） 

(ウ) キャリブレーション（校正） 

計器 

 

(2) オペレーション部門とメンテナンス部門の情報共有 

プラントの設備保全は、オペレーション部門とメンテナンス部門の連携・意思疎通が

重要で、オペレーターが運転中に異常な徴候等を感じた場合には速やかにメンテナンス

部門に事象をフィードバックし事故・故障を未然に防止する措置をとることが必要であ

る。 

 

(3) 保全員の教育・訓練 

保全員（メンテナンス要員）には設備/機械の点検・作業の内容、性能、構造、動作を

きちんと把握した上で業務を実施することが要求されるため、長期的な視点に立って保

全員を養成していく必要がある。このため、保全員の勤務年数や、レベルに応じた教育

を体系的かつ、計画的に実施することを目的とした、保全員の長期養成計画を作成する

ことが望まれる。（教育内容には、環境等の関連法令・規則などを含む）。 
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5.2 現状の課題 

5.2.1 運転体制の課題 

現在散在する陸上および海上施設の様々の制御システムはマスターSCADAと連結し、監視・

制御は FOD のメインコントロールビルディングのコントロールルームで行われる必要がある。 

各オイルフィールドは IOC によって開発され、操業されているため、FOD において BOC は

各オイルフィールドのタンクファームにおいてどのタンク/ポンプからどういった性状の原

油が払い出されているかを常時監視することができず、IOC から送られてくる原油をそのま

ま出荷していると思われる。出荷時に原油品質が問題となって予定価格以下の取引が強いら

れる場合、どこから FOD に送油された原油に問題が発生したかを原因究明することが可能な

様に、各オイルフィールドからの原油量と性状をオンラインで監視し、SCADAを介して OMSCS

に統合することが望ましい。 

5.1.1 章の運転体制で述べたように、以下の運転業務を SCADA を介して OMSCS に取り込む

ことが望ましい。また、デジタル技術を駆使した先進システムで自動制御し、OMSCS に取り込

むことで、運転業務と出荷計画の自動システム化を図り、効率化行う必要がある。 

 

(1) 出荷スケジュールと積載プロファイル 

出荷業務は、1 か月先まで出荷スケジュールと積載プロファイルを SCADA を介して

OMSCSに取り込む必要がある。 

輸出原油のバッチ量・最大積載流量・積載開始/積載終了時の流速などの各船舶の積載

プロファイルは、船舶ごとに定義され、接舷（berthing）計画も策定される。 

 

(2) 出荷順序の設定 

在庫情報に基づいた自動的かつ電気的に出荷する油種（API grade）、出荷量・払い出

しタンクの選定などの出荷準備の設定は、OMSCSに取り込まれる必要がある。 

 

(3) 設備のラインアップ 

自動制御システムで実行される設備のラインアップとシーケンスは OMSCS に取り込ま

れる必要がある。 
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FAO でのタンクファームからの原油の受け入れのラインアップは、タンクファームの

タンク・FAO の受け入れパイプライン・受け入れマニフォールド・貯油タンクまでの一連

の流れとして行われ、原油出荷については、貯油タンク・ブースターポンプ・MOLポンプ

吸入マニフォールド・吐出マニフォールド・シーライン・バース/SPMまでのラインアッ

プとなる。 

 

(4) 会計報告 

出荷レポートは出荷が終了後に SCADA/計量システムにより作成されて OMSCSに取り込

まれ、SOMO に会計レポートとして提出される。 

 

5.2.2 保守体制における推奨 

5.1.2 章の保守体制で述べたように、プラントを安全に操業するためには、設備、機器の

状態を把握し健全な状態に維持することが必要であり、そのためには、効率的で有効なメン

テナンスシステムを構築することが重要である。 

 

(1) PDCA手法の導入 

予防保全、すなわち計画的なメンテナンスを実施するための手法として、PDCA を取り

入れることをすすめる。PDCA サイクルは、 

 

(i) Plan （保全計画立案） 

メンテナンス計画立案 

(ii) Do （メンテナンス作業の実施） 

点検・修理作業の実施 

(iii) Check （メンテナンス結果の分析・評価とメンテナンス履歴の管理） 

メンテナンス結果の分析・評価とメンテナンス履歴の管理 

(iv) Action（対策と改善の実施） 

メンテナンス結果を見直し対策と改善の実施 

 

以上の 4要素で構成され、事後保全的な対応ではなく予防保全の概念を導入して PDCA

サイクルを実行することで重要ある。 

また資産パーフォーマンス管理 （Asset Performance Management、APM）の手法によ

って PDCAサイクルをより効率的かつ効果的に運用することができる。 
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図 5-1 事後保全から予防保全の概念導入に向けた PDCA サイクル実施 

（出典：当社作成） 

 

(2) 点検並びにオペレーションで得た現場の状態・状況のデータ化 

 日頃の点検、オペレーションで得た現場の状態・状況をデータ化することが望ましい。 

センサーや画像・音声などの認識技術を十分に活用し、設備の状況・作業内容などを

データ化してデータが異常を示した時、直ちに設備を点検した上で、必要な処置を行う。 

更には、メンテナンス結果の分析と評価並びにメンテナンス履歴管理もデータ化して

体系的に記録し、デジタル化することにより、メンテナンス作業を効率的、効果的に実

施し、人手不足に対処することが可能である。 

 

 

(3) 資機材の保管と在庫管理 

(i) 資機材の保管 

予備の機器/部品、バルクマテリアル、消耗品などは倉庫にて適切に保管され、倉

庫での保管が難しい予備の配管や圧力容器は、陸上の FOD 近くのストックヤード 

（屋根があると望ましい）において保管されなければならない。 

配管材は、パイプラインの両端と容器の開口部などは内部腐食を防ぐためと内部
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に予期しない侵入物を防ぐため両端はキャップにて密封して保管されなければなら

ない。また保管する際には、腐食対策としてネジやその他の部品にグリースなどを

塗布することが求められる。 

  

(ii) 資機材の在庫管理 

メーカー推奨の予備品や長納期部品を含めて、適正に機器、予備品並びに消耗品

の在庫を管理するための在庫管理システムを構築することが必要である。 

適正な在庫管理により、在庫切れを未然に防止することがで、仮に故障が発生し

ても長時間のシャットダウンを避けることができる。部品、消耗品などの重複保持

を減らすことも可能となる。 

この種のアクティビティは、コンピュータ化された設備保全管理システム

（Computerized Maintenance Management System、CMMS）などのデジタル化された

システムと、さらに予防保全機能のためのメンテナンスアクティビティによってサ

ポートされる。この説明については 6.1章で詳しく説明する。 
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 イラク原油出荷設備のマスタープラン構築 

BOCにより操業・管理される原油生産・出荷設備は、イラク国家収入の9割を占める原油輸

出の大部分を担う重要設備であると共に、世界的なエネルギーの安定供給という観点からも

重要で、これらの設備に対して、適切な修復と老朽化対策を実施し、安全性・安定性を確保

する必要がある。特にABOTは、新規海底パイプライン（シーライン No.4 & 5）が接続され

る予定だが、ABOT自体が1970年代に建設され老朽化しており、設備の余寿命を診断して必要

な改修と補強を実施する必要がある。以前の検査では、部分的な改修と外部表面検査のみが

行われたが、水中部の検査は十分に行われていない。また、老朽化対策のみならず、デジタ

ル技術を導入するなどの設備近代化を行い、より高効率な操業・保全活動を出来るよう改善

すると共に、海洋での操業における代替電源として再生可能エネルギーを導入することも将

来の検証対象とすることを推奨する。 

図 6-1に、本事業を通じて当社が提案する原油海洋出荷システムのマスタープラン全体像

を示す。 

 
図 6-1 原油海洋出荷システムのマスタープラン全体像 

（出典：当社作成） 
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図 6-2 海洋原油出荷システムの開発概要 

（出典：当社作成） 

 

図 6-2 は、海洋原油出荷設備の開発概要を示しているが、新規海底パイプライン

設置は現在進行中であり、ABOT の改修・近代化は今後期待される当社提案として含

めている。これらの計画・設計において、本事業では整合性を持つ統合的なマスタ

ープランを作成し、今後の海洋設備開発に向けて提案する。 

図 6-3 は、当社が提案するマスタープランを実行するロードマップを示してお

り、各項目について 6.1以降にて説明する。 
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図 6-3 原油海洋出荷システム再開発に向けたロードマップ 

（出典：当社作成） 

 

6.1 原油海洋出荷システムの改修、新規・拡張 

3.2にて記述の通り、KAAOTは損傷が激しく修復が困難な状態であると共に、河口付近に設

置されていることにより対流でプラットフォーム基礎周辺に土砂の堆積が起きている。更に

は近年浚渫作業が行われていないためドラフトが確保できずVLCCが係留できない状態にある

が、老朽化が著しい現状を考慮し、2023年までの出荷目標である6.0 MMBPDを達成するには

必ずしも必要な設備ではないため、KAAOTの改修は今回のマスタープランの対象から除外し

た。 

4.2.5で記述したABOT改修は、BOC側にも需要があることを確認しており、改修のための業

務フローを以下に示す。 

 

(1) 設計データ収集および診断・評価 

改修を行うにあたり、どこを修理・補強するかを構造設計上評価・検証することが必

要だが、現在のところ十分な検査データをBOCも得ていない。また、建設当時の設計図

書・工事記録が残っているか不明で、定性的かつ定量的な評価の範囲は、これらの図書

及び検査データの有無に大きく左右される。健全性評価は、診断結果等を踏まえた設計

図書をベースに構造解析を実施し、補強することで強度再計算を実施することで解析を
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行う。また、余寿命評価の結果によっては、設備の撤去（デコミッショニング）と新設

も考慮に入れる。 

(2) 改修案策定 

上記の検討・評価に基づいて、改修にかかるコスト積算・スケジュール検討を行い、

BOCの承認を得た上で、実際の改修案を策定する。また、EPC業者を選定するための入札

仕様書を作成する必要がある。 

(3) 操業・保守 

改修事業に加えて、試運転、操業のための訓練、保守計画を策定する。また、BOCが

継続的に操業・保守活動を実施するための支援を行う。 

FODは、イラク戦争後の復興事業として、2010年以前から建設が続いているが、いまだ操

業に至っていないため、2.1章にて記述の通り、現在はこのFODをバイパスする形で海底パ

イプラインを通して海洋設備から出荷されている。6.0 MMBPDの原油輸出目標を到達するた

めには、FOD操業による十分な昇圧が必要となる。 

また改修に伴い設備近代化を検討し、操業・保守における効率性向上を目的として、以

下のような最新デジタル技術の適用が考えられる。 

１） OMSCS導入 

表 6-1 に OMSCS の利点を示す。また図 6-4 は、統合されたプロセス情報と計画のための

典型的な OMSCSを示している。 

表 6-1 OMSCS のメリット 

主要な業務（作業） 従来の方法 ソリューション 

出荷 

スケジューリング 

計画者は、全ての船舶情報と利用可能なバース・

SPMに基づいてスケジュールを作成 

デジタル技術 

を活用した 

自動制御システム 

 

出荷順序の設定 
在庫情報に基づいて計画者・オペレーターが出荷

順序を作成 

設備ラインナップ 
オペレーターは運転中の設備と干渉しないよう

に設備シーケンスとラインナップを行う 

出荷運転 
オペレーターは SCADA・制御システムによって運

転の監視・制御を行う 

会計報告 
レポートは SCADA・計量システムによって作成し、

SOMOに対して提出する 

（出典：当社作成） 
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図 6-4 プロセス情報と計画統合システム 

（出典：当社作成） 

本システムには次の主要な機能がある。 

 運転手順と送油の管理： 運転手順の管理と送油の監視 

 送油の自動化： 送油時のラインアップ （トレインの選択、隔離、シーケンスの作

成） と実行の自動化 

 原油のブレンド計画と最適化： 出荷スケジューリング、市場・需要予測に対する

ブレンド計画、オフライン・オンライン制御と最適化 

 会計報告： 出荷実績に基づく原価計算、会計レポート作成 

２） 回転機振動のモニタリング 

計器センサーによって回転機が設置されているシステムなどの振動を測定し、異

常検知あるいは故障予知などを行えるようにデータ蓄積を行い解析するなど、日本

をはじめとした先端企業が持つ最新デジタル技術を取り入れることが可能である。 

３） 診断用ロボット導入 

厳しい腐食環境下の海洋設備に関しては定期的な診断が必要となり、アクセスが

難しい箇所（フレアスタック、ローディングアームなどの高所、あるいはプラット

フォーム下のスプラッシュゾーン等）も存在する。そのような箇所はロボットやセ

ンサーを取り入れた定期診断を行うことで、計画的な補修活動が可能となり、適正

な設備寿命を確保できることが可能になる。 
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6.2 海底パイプライン建設プロジェクト支援 

建設中のシーライン No.3及びこれから建設が開始されるシーライン No. 4&5を2023年ま

でに無事に完工させることは、イラク政府の目標である輸出量6.0 MMBPDを達成する上で必

須であり、そのプロジェクトをBOCが発注者として工期遅延が発生しないようにプロジェク

ト管理を確実に実施できる会社の関与が必要となる。既に建設されているパイプラインとし

てシーライン No.1 & 2が存在するが、これらも併せて確実なメンテナンスを行い、寿命を

延ばすことが重要である。 

シーライン No.3プロジェクトでは、本邦企業であるJOE社がプロジェクト管理業務を実施

しており、客先であるBOCの下でEPC業者を選定中である。 

シーライン No.4 & 5については現在FEEDを実施しており、今後BOCからテンダーが発行さ

れ2020年にEPC業者が選定される予定で、あわせてプロジェクト管理業務(PMC)についても業

者が選定されることになるが、BOCとともに、確実なプロジェクト進捗管理が出来る会社の

関与が重要になる。 

またシーライン No.4&5に関しては、現在ABOTに接続されている既設パイプライン（48イ

ンチ×2本）の老朽化により漏洩が激しく圧力が上がらない状態であることから、これらパ

イプラインと入れ替えることが予定されており、既設パイプラインの廃棄（デコミッショニ

ング）も環境負荷が少ない方法で実施する必要がある。 

 

6.3 操業・保全支援プロジェクト 

海洋設備における操業・保全を、計画的に実施することで設備の寿命を延ばし、原油を

市況にあわせて効率的に付加価値を高く輸出・販売することが重要となる。バスラ原油で

はヘビーとライト油種で平均してバレル当たり5ドルの差があり、1.0MMBPDでも数Million 

US$の金額差が生じる。また原油受入側にとしても性状が安定していることを期待してい

る。 

輸出量として6.0MMBPDを目指しているイラクにとって、バレルあたり60US$の油価を考慮

すると1日当たり約360 Million US$の収入となり、仮に1時間輸出の操業が停止した場合は

15 Million US$の損失になる。 

BOCは故障した段階で必要な補修・交換を行う一般的な事後保全（Breakdown 

Maintenance）として保全活動を行っているが、5章にて記載の通り、予防保全の考え方を

導入し、デジタル技術も活用しながら、予期しない操業停止を回避し、保全期間を短くす
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ることが重要となる。 

 

図 6-5 保全の仕組み改善に向けた取り組み例 

（出典：当社作成） 

6.4 ICT適用プロジェクト 

第4次産業革命により、ロボット・人工知能・IoTなどの情報技術を用いたデジタル革命に

より様々な産業分野において、ICTが導入されている。油田開発分野においては先進的に技

術開発を進めて来た経緯があり、先進国のみならず各石油会社が積極的に導入している。

BOCの原油出荷の操業・保全においては、依然として操業情報のデジタル化が進んでいない

が、その背景にはデジタル技術導入に振り分ける財源不足、BOCが属人的な業務手法を採用

していること、雇用の観点からも省人化を必要としていないことや基盤となる通信設備が脆

弱なことなどが挙げられる。本来であれば、国家収入の９割を稼ぐ重要な設備運営において

専属的に通信基盤を整備するべきであり、操業・保全活動を効率化向上するためにデジタル

技術の導入が不可欠となる。 

 

6.5 再生可能エネルギー導入プロジェクト 

海洋出荷設備の操業においては、数百～千 kW規模の電気の安定供給が求められ、操業上の

機器に加えて、オペレーター居住場所での空調・飲料水・温水を安定的に提供する必要があ

る。現在はディーゼル発電機を海洋プラットフォームに設置して電力を供給しているが、陸

上から継続的に燃料輸送する必要があり、発電機自体の不具合が起きているとの話もある。
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原油出荷に用いるローディングアームも電気駆動で、安定的な電力供給が必要となることか

ら、陸上からのケーブルによる電力供給を検討する必要がある。欧州などでは海洋油田開発

の設備に対して洋上で発電し電力供給している例もあり、陸上のみならず海洋域を活用した

再生可能エネルギー導入（例えば、洋上風力発電など）を将来的に検討することが必要と考

える。 

 

6.6 まとめ 

プラントへのデジタル技術導入に関して BOC に提案できるソリューションは幅広く、複数

の分野に跨っているが、具体化するには、BOCの通信基盤インフラの現状や、データ活用状況

等を踏まえた上で、優先度に応じたソリューションの導入計画を策定する必要があり、BOCの

経営幹部、IT 部門、操業・保全部門など各分野の責任者・担当者を巻き込んで協議を通じて、

現状の課題と改善ニーズを抽出した上で認識を共有することから始める必要がある。 

現在当社では、一連のデジタル技術革新と産業界におけるデータ活用ニーズを捉え、プラ

ントのDX （Digital Transformation）として、 サービス基盤であるDX-PLANT®の導入を推

奨している。概念図を図6-6に示すが、DX-PLANT®では、実プラントから運転データ・検査記

録・保全記録などのビッグデータを基にしてクラウド上に仮想プラントを構築し、Digital 

Twin（実空間の情報を収集して仮想空間上に実空間の環境を再現）として実現し、生産量の

増大や運営費用の低減といった顧客収益の最適化が可能になる。収集されたデータは可視化

され広く共有することが可能であり、更にクラウドサーバを通じて当社のモニタリングルー

ムと接続することで、各種データ解析を行い、遠隔での運転支援および状態基準保全計画の

策定を支援できるようにシステムを構築している。 

 
図 6-6 遠隔地による操業データモニタリング概念図 

（出典：当社作成）  
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 エネルギー起源 CO2 の排出抑制量の試算、環境改善効果の調査 

7.1  CO2排出抑制量の試算 

原油出荷量 4.5MMBPD時に必要とされる発電容量は、以下の通り 50,750kWと仮定した。 

1) Booster Pump系で 6,480kW（540kW x12基） 

2) Loading Pump系で 43,400kW（31,000kW x 14基） 

3) Offshore Terminal-ABOT 450kW （100人居住区の汎用電力、計器室、照明、航法用、小

型ポンプなどを含む） 

4) Offshore Terminal-KAAOT 420kW （80人居住区の汎用電力、計器室、照明、航法用、小

型ポンプなどを含む） 

本調査においてはイラク側からの情報提供不足と現地調査の未達成により原油海洋出荷シス

テムの運転最適化と高効率化によって既存発電所及びガスタービンからのエネルギー起源

CO2 排出抑制は現地事情を踏まえた定量的な検討ができていない。そこで以下 2 点の仮説を

提示するにとどめる。 

① 原油払出システムで必要とする電力を CO2 排出ゼロの再生エネルギーによる発電に

置き換えた場合の CO2排出抑制効果 

② 原油払出システムの運転最適化と高効率化による CO2排出抑制効果 

 

仮説検討の前提として、火力発電による単位出力あたりの CO2 排出量は電力中央研究所の

報告を参照する。発電形式による CO2排出量は下記の通りである。 

1) 石油火力 695g-CO2/kWh（汽力、重油と原油の平均） 

2) ガス火力 476g-CO2/kWh（汽力） 

3) ガス火力 341g-CO2/kWh（複合 1500℃級） 
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図 7-1 各種発電技術の LC-CO2排出量（g-CO2/kWh） 

（出典：「日本における発電技術のライフサイクル CO2排出総合評価」 

電力中央研究所、平成 28年 7月） 

 

１）再生エネルギーによる発電に置き換えた場合の CO2排出抑制効果 

原油出荷システムで必要とされる電力を CO2 排出ゼロとする再生可能エネルギー電力で賄

うとすると CO2 排出抑制量はおおよそ以下になる。CO2 排出抑制効果を 3 ケース（石油火

力、ガス火力-汽力、ガス火力-複合）で試算する。 

 

‑ ケース１：石油火力からの CO2排出抑制効果 

CO2 排出抑制量 50,750kW x 695g-CO2/kWh x 24h/d x 365d/y /1,000,000 = 309,000t/y 

‑ ケース２：ガス火力-汽力からの CO2抑制効果 

CO2 排出抑制量 50,750kW x 476g-CO2/kWh x 24h/d x 365d/y /1,000,000 = 212,000t/y 

‑ ケース３：ガス火力-複合からの CO2排出抑制効果 

CO2 排出抑制量 50,750kW x 341g-CO2/kWh x 24h/d x 365d/y /1,000,000 = 152,000t/y 

 

なお、今回試算した CO2 排出抑制量は発電効率やメンテナンスが良好といわれる我が国の

技術基準であり、復興途上のイラク発電所での CO2 排出抑制量はこれを上回ることが予想さ

れる。 

イラク電力省の MOE PLAN & RENEWABLE ENERGY PLANによると、図 7-2 に示すように発電

源として 2017年時点で汽力（Steam turbine）は 4,224MW, 複合（Gas turbine）は 8,032MW

とある。 
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図 7-2 イラク電力省発電実績 

（出典：イラク電力省による MOE PLAN & RENEWABLE ENERGY PLAN） 

 

OIES の短中期のイラク石油展望によれば、原油火力と重油火力の割合は 2017 年第 2 四半

期まではほぼ拮抗している 2。 

CO2 削減効果としては、上記の 3ケース（石油火力、ガス火力-汽力、ガス火力-複合）で試

算する。 

                                                        
2 引用：2018年 10月に The Oxford Institute for Energy Studiesが発行した Iraqi Oil: industry 

evolution and short and medium-term prospects 
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図 7-3 燃料タイプ毎における発電量 

（出典：Iraqi Oil: industry evolution and short and medium-term prospects、 

The Oxford Institute for Energy Studies, October 2018 ） 

 

従って、石油火力からの抑制とガスタービン火力からの抑制の割合を 1:2程度とすると、

CO2 排出抑制量は 309×（1/3）+152×（2/3）=204千 t/yとなる。 

２） 原油出荷システムの運転最適化と高効率化による CO2排出抑制効果 

運転最適化と高効率化による電力消費減が 5%および 10%の場合、CO2排出抑制効果は上記

の検討からそれぞれ 204x0.05=10.2千トン/年、204x0.10=20.4千トン/年となる。この抑制

効果は現時点では仮説の検討ではあるが、今後の情報収集、イラク側との協議、マスタープ

ラン具体化の進捗により現実的な数値が導かれる。 

ちなみに USAID Green House Gas Emission by sector（2017）によれば、図 7-4 のように

イラクの 2013 年でのエネルギー部門からの CO2 排出量は 260.98 百万トンであり、世界の排

出量 48,257 百万トンの 0.5%に相当する。 なおイラク全体の CO2 排出量は 282.53 百万トン

（2013 年時点）であり、これは世界排出量の 0.6%に相当する。なお図 7-4 に示すように 1991

年から 2013 年の記録では温室効果ガス（Greenhouse Gas、GHG）放出量は増加傾向にあり、

原油海洋出荷システムの近代化、効率化が CO2 放出削減に少しでも貢献することが期待され

る。 
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図 7-4 イラクにおける温室効果ガス排出推算 

（出典：USAID Green House Gas Emission by sector, 2017） 

 

7.2 原油流出による環境課題 

7.2.1 原油流出リスク回避の動向 

イラクを含む産油国・産油地域での潜在的な原油流出源としては Upstream の原油生産施

設、Midstream としてのパイプラインや貯蔵所、Downstream の石油精製施設で、原油輸出タ

ーミナル、SPM、ジェッティやタンカーなども含まれる。 

本事業の対象である原油海洋出荷システムには Upstream と Midstream 関連の施設が含ま

れる。 

 

7.2.2 過去の流出事故記録 

JICA・JOE社が作成した「イラク国/国家油流出事故対策計画策定プロジェクト報告書」（2018

年 4 月）に記載されているイラクでの過去数年間の油流出事故の記録によると、陸域でのパ

イプラインからの事故件数が突出している。またイラクにおいて 2012 年から 2014 年に生じ

たパイプラインからの油流出は約 650件で、主な原因は第三者による破壊工作とされている。

破壊工作以外の原因として老朽化並びに保全不備による機材の腐食などが挙げられており、
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本事業の対象である原油海洋出荷システムにおいても原油漏洩のリスクがあると考えられる。 

一例として、2014 年 4 月に発生したイラク北部ベイジ製油所と発電所間の 40 インチ原油

パイプラインからの油流出事故では、50,000bbl程度の原油がチグリス川に流入したが、流出

した油は回収後焼却処理された。 

 

図 7-5 40インチ原油パイプラインからの油流出事故概要 

（出典：「イラク国 国家油流出事故対策計画策定プロジェクト報告書」、 

JICA・JOE社、2018年 4月） 

 

7.2.3 原油海洋出荷システムからの原油流出の特徴 

国際タンカー船主汚染防止連盟（International Tanker Owners Pollution Federation、

ITOPF）による ITOPF Handbook 2019/20 web版によれば、大規模な流出事故の件数、流出量

とも 21世紀に入って激減しているが、その背景には石油業界、輸送業界、関係国機関などが

相乗的に協力して、安全対策、環境対策を改善したことが挙げられている。図 7-6、図 7-7 に

それぞれ油流出件数、流出量を示す。 
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図 7-6 大中規模の油流出件数 （1970-2018） 

（出典：ITOPF Handbook 2019/20 web版） 

 

 

図 7-7 油流出量 （1970-2018） 

（出典：ITOPF Handbook 2019/20 web版） 
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現在、多くの国が国際油濁補償基金（International Oil Pollution Compensation Fund、

IOPC Funds）に加盟しているがイラクは加盟していないため、イラクで油流出事故が発生し

ても当該基金からの補償は得られない。イラクは今後原油輸出量増加を計画しており、老朽

化・腐食した設備の早期改修あるいは適切な撤去作業を検討・実施することで、漏洩事故に

伴う環境汚染や被害弁償のリスクを低減することにつながる。 

 
図 7-8 IOPC 加盟状況 

（出典: IOPCF Handbook 2019/20 web 版） 
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図 7-9 国際協定への加盟状況一覧 

（出典: IOPCF Handbook 2019/20 web 版） 
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7.3 出荷設備から原油タンカーへの出荷時排出ガス VOCの削減 

日本での揮発性有機物質（Volatile Organic Compounds、VOC）排出削減の理由を以下に示

す。 

① 光化学オキシダントの注意報発令件数の改善 

② 浮遊粒子状物質 SPM, Suspended Particulate Matter の環境基準達成率の改善 

光化学オキシダントは、光化学反応により生成するオゾン等の酸化性物質で、光化学スモ

ッグの原因となり、眼や喉への刺激・呼吸器への悪影響・植物への影響が指摘されている。

日本で実際に使用されている代表的な VOC としては、トルエン、キシレン、酢酸エチル、メ

タノール、ジクロロメタンなど約 200種類がある。 

SPM は、大気中に浮遊する粒子径が 10マイクロメートル以下の微粒子で、呼吸器への沈着

によって人体に悪影響を及ぼすことが懸念されている。 

石油タンカーに石油類を積み込む時に、船槽内から VOC を含むガスが大気中に放出される

ことはよく知られているが、原油払い出し設備においても、詳細な情報は少ないが原油を出

荷する際に原油タンカーから VOC が排出される。原油をタンカーに積込む作業は時間を短縮

するために、おおよそ 7,500～10,000kl/時の流量で行われ、タンカー船槽内に滞留していた

VOC を含むガスが大気中に放出される。 

日本の資源エネルギー庁、米国 EPA、欧州 EU報告書で出荷量当たりの VOC排出量が発表され

ている。これらを表 7-1 に示しているが、対象とする原油の性状の差により各機関によって

バラツキがある。 

 

表 7-1 原油積込み時に大気中に放出される VOC量 

算定機関 kg-VOC/kl kg-VOC/barrel相当 備考 

資源エネルギー庁 0.120 0.019 1975年時 

米国 EPA 0.073 0.012 2008年時 

EU報告 0.830 0.132 2001年時 

（出典：喜入基地における原油タンカー排出ガス処理設備の導入、 

ENEOS Technical Review Vol.52 No.1） 

日本の有数の中継備蓄基地である喜入基地で測定したタンカーからの排出ガス平均性状は

図 7-10 のように分析されている。 
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図 7-10 原油タンカー排出ガスの平均性状 

（出典：喜入基地における原油タンカー排出ガス処理設備の導入、 

ENEOS Technical Review Vol.52 No.1） 

排出ガスの性状としては下記が挙げられる。 

① N2 が 70vol%、CO2が 10vol%含まれる 

② VOC は 15vol%含まれ、その平均分子量は 55程度で、LPG相当 

③ VOC 含量はばらつきがあり、発熱量もばらつくことになる。発熱量によっては助燃材が

必要になる 

④ 船槽内の爆発防止のため、酸素濃度は 8vol%以下に管理される 

⑤ 排出ガスの速度はタンカーへの原油積込みと同様に 7,500～10,000kl/時になる 

 

表 7-2 炭化水素系 VOC処理方法 

 
（出典：喜入基地における原油タンカー排出ガス処理設備の導入、 

ENEOS Technical Review Vol.52 No.1） 
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イラクにおける原油海洋出荷システムからの出荷量を 4.5MMBPDとして、資源エネルギー

庁の VOC係数で試算すると、排出される VOCは 0.019×4.5MMBPD /1,000 = 85.5t/d とな

る。 

原油海洋出荷システムの現況を考慮すると、VOC処理方法は直接燃焼あるいは原油による

吸収が考えられるが、環境改善の観点から VOC処理設備の導入を提案する。 
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 事業ファイナンス案 

8.1  ファイナンス案検討 

海洋出荷設備の改修或いは新設によって原油輸出量を増加させるとしても、現在のイラク

の財政状況を鑑みると BOC の財政負担を軽減するためのファイナンス提案が有効となる。本

章では現段階で考え得るファイナンス案を下記に示すが、適切なファイナンス・スキーム選

定及びその具体化に当たっては、設備改修案を策定した段階で BOCと協議する必要がある。 

・ 日本の公的機関によるファイナンス枠組みの活用 

 日本政府は 2017年の国別開発協力方針として日本が「イラク経済の根幹である原油・

ガス及び石油製品の生産や輸出量増加に直接的・間接的に貢献する支援を行う」ことを

重点分野の一つであると定めている。 

JICAはイラクに対する政府開発援助（ODA）の一環として、海洋出荷設備の一部である

シーライン No.3 及び海洋出荷設備の設置事業に対する有償資金協力（円借款）を実施

している。当該事業の進捗にもよるが、近隣設備である他の海底パイプラインや海洋出

荷設備に対する新たな資金協力の可能性も考え得る。 

国内の輸出信用機関（Export Credit Agency、ECA）によるファイナンスとしては国際

協力銀行（JBIC）による輸出金融が主な候補として考えられる。JBIC は 2017 年に 31年

ぶりのイラク向け輸出金融（特別業務）として、日本企業による変電設備の輸出に関し

て、イラク政府に対する融資を行った。この様な BOC に対して直接融資を行うバイヤー

ズ・クレジットで、9章で検討した日本企業の製品や技術を輸出する方針とも融和性が高

い。バイヤーズ・クレジット活用においては市中銀行との協調融資となるため、市中銀

行による貸付金に対しては株式会社日本貿易保険（Nippon Export and Investment 

Insurance、NEXI）による貿易保険の付与が条件となる。 
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 日本企業の優位性と日本への裨益 

9.1 海洋設備における日本企業の優位性 

9.1.1 防食（日鉄防食） 

日鉄防食は創業以来一貫して金属の防錆防食加工に携わっており、日本製鉄グループの防

食メーカーとして工場被覆技術を開発し、その蓄積した技術をミル防食からフィールド防食

へと展開し、現地施工による最適な防食エンジニアリングを提供している。特に、独自技術

であるチタンカバー・ペトロラタム被覆工法 （TP工法） は 50年以上の期待耐用年数を確保

することができ、その長期耐久性および維持管理の経済性（ライフサイクルコスト）が評価

され、国内でも港湾構造物を中心に 250 件近くの適用実績がある。従来、ペトロラタム被覆

の保護材として FRP カバーが海外を含めて適用されていたが、紫外線による経年劣化や耐衝

撃性に懸念があった。そこで日鉄防食は日本製鉄と共同により耐食性・耐衝撃性に優れた TP

工法を開発した。ABOT の原油出荷ターミナルの基礎杭には海面付近に多数の孔食が確認され

ており、これらの既設杭の腐食進行を抑制し長期延命処置に適用できる可能性がある。 

 

図 9-1 日鉄防食 チタンカバー・ペトロラタム被覆工法 

（出典：日鉄防食ホームページ 3） 

 

9.1.2 海上での施工（日鉄エンジニアリング） 

日鉄エンジニアリングは海上プラットフォームと海底パイプラインの設計・調達・施工（EPC）

が出来る日本唯一の総合マリン・コントラクターとして、1970年代より石油天然ガス関連設

備を中心とした海洋建設を数多く行って来ており、自社保有している“くろしお”、“第 2 く

ろしお”の 2 隻の大型海洋作業船を活用し、これまでに国内外において総重量 50,000t 以上

                                                        
3 https://acc.nipponsteel.com/lineup/catalog/webcatalog.php#tp_k 
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https://acc.nipponsteel.com/lineup/catalog/webcatalog.php#tp_k
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の海上プラットフォームと総延長 4,000km にもおよぶ海底パイプラインの施工実績がある。

“くろしお” は許容荷重 2500ST（ショートトン）の全旋回大型クレーンを搭載し、プラット

フォームの据え付け施工など重量物の高速施工に優位性を発揮する。“第 2くろしお”は許容

張力 75トンのパイプライン敷設用テンショナーを 2台装備し、大口径・長距離の海底パイプ

ラインの敷設が可能である。特にパイプライン施工では、自動で高速溶接ができる溶接シス

テム RAIDEN、高い精度で芯出しが可能なパイプ芯出しシステム、全作業ステージの一括情報

管理システムなど、独自に開発した技術で世界トップクラスの高速化、高品質化、省力化を

実現する。パイプライン建設では、敷設作業船の傭船費用のコスト比率が大きく、RAIDENに

よる高速敷設は建設工事費用の削減に大きく寄与する。また、同社は、エクソンモービル、

シェブロン、トタールといったオイルメジャーの海外工事案件の実績もあり、本案件の建設

工事も確実に遂行することができる。 

 

図 9-2 日鉄エンジニアリング 大型海洋作業船“くろしお”、“第 2 くろしお” 

（出典：日鉄エンジニアリングホームページ 4） 

 

9.1.3 パイプライン用鋼材（日本製鉄） 

当該原油出荷ターミナルに繋がる海底パイプラインは腐食による減肉が確認されており低

圧力での操業がされている。本調査では腐食原因の特定までは至っていないものの、耐食性

に優れた高品質の鋼管をパイプラインに適用することが重要である。日本製鉄では材料の銑

鋼工程から鋼管の製造までを一貫して行うことにより、良質の素材を使用し高性能・高能率

の設備で製造された高品質の鋼管を提供することができる。耐食性については米国防蝕技術

協会（National Association of Corrosion Engineers、NACE）基準を満たし、世界基準と比

較しても高い品質水準にあり、多くの供給実績を保有している。欧州の鉄鋼会社と比較して

も、低炭素の化学成分の材料を使用することができ、また厳しい寸法公差管理で鋼管製造で

きるため、船上での溶接効率の向上に有益である。特にエネルギー用途を中心とした大径鋼

管に関しては、鹿島・君津の製作所で製造し、創業以来 2600 万トンを超え、世界各国で油・

ガス田を中心としたエネルギー輸送に使われている。 

                                                        
4 https://www.eng.nipponsteel.com/business/marine/oilandgas_facilities/index.html 

https://www.eng.nipponsteel.com/business/marine/oilandgas_facilities/index.html


   
 

57 
 

また、同社では製造した鋼管にポリエチレンライニングの防食加工を施すことができる。

ポリエチレン被覆は経時的な変化も少なく高い電気絶縁抵抗を有しており、防食被覆として

数多くの海底パイプラインに使用されている。同社の生産ラインは前処理から最終検査まで

連続して行い、ホリディデテクションなどの各種試験、検査はオンライン化されており安定

した品質を確保できる。 

 

9.2 ICTにおける日本企業の優位性（DX-PLANT®） 

 当社は、インターネットの活用が始まった 90 年代から化学工場向けの IT（Information 

Technology）開発を行ってきたが、現在は、IoT を中心とした第 4 次産業革命を迎え、DX-

PLANT®によるサービス提供を行っている。DX-PLANT®は、当社の肥料・石油化学プラントにお

けるエンジニアリングの知見を活かし、産業向けクラウドベースのプラットフォーム上でサ

ービスを提供し、顧客の収益最大化を目指している。DX-PLANT®は、実プラントの運転データ

や検査記録、保全履歴などのビッグデータを基に仮想プラントをクラウド上に構築

（DigitalTwin）、クラウド上のシステムに、どこからでもアクセスが可能で、結果を共有す

ることにより工場の稼働率向上や効率的な運転・保全を実現する。 
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 イラクへの提言 

10.1 マスタープランの討議 

本委託事業において、周辺情報及び予想される事業内容を整理したが、まずはイラク側と

擦り合わせを行い、その内容と優先順位を確認する必要がある。 

- 海洋設備の改修・新造（ABOT改修に向けて） 

- 新設パイプラン建設に対する支援 

- 操業・保全支援 

- ICT導入（DX-PLANT®） 

- 再生可能エネルギー導入 

2023 年に達成目標とする 6.0MMBPD の原油出荷に直接的に関係がある新設パイプライン及

び FOD 完成以外は、喫緊の課題ではなく並行して進めることは可能だが、本マスタープラン

で、イラクが安定して継続的に原油を輸出する上で必要なこととして 10 年・20 年先を見据

えた提案が含まれている。特に、以下の内容において、討議結果によって、マスタープラン

の方向性が大きく変更されることもあり得るため、速やかに協議を行う必要がある。 

10.2 ABOT改修及び追加設備の詳細検討 

老朽化が激しい本設備に関しては、余寿命評価を含む健全性評価を実施した結果により、改

修の可否が変わってくる。しかしながら、本来の設計寿命を考慮しても今後長期間に亘って

稼働することは難しいと考えらえるため、ABOTのように出荷設備を新設するか、バースシス

テムではなく CMMPを用いた SPMを追加するなどの案が有望となる。改修する上では追加 SPM

及び ABOT バイパスライン、SL-3 からの出荷による追加 SPM など、6.0MMBPD 達成に向けた詳

細検討を BOC と協議した上で実施する必要がある。 

10.3 操業・保全システム対策 

 ICT及びデジタル技術を用いた操業・保全システムは、現在、先進国を中心に開発・導入

が進んでいるが、イラクの固有の問題（作業員の雇用の確保など）もあり、本事業での提案

内容が、全てイラクに適合しないことも考えられるため、段階的にその効果と適合性を見な

がら進めて行く必要がある。また、導入後も支援・訓練を続けながら、最終的にイラク自身

で使いこなせるようにすることが重要である。 
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