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●シャム湾における施工実績

●同湾にて実行中のプロジェクト
（2016年着工～2021年完成予定）

×約200基

総延長約2000km

×25基

総延長約165km

200基のプラットフォームと
2000kmのパイプライン網が、
タイ国に生活と産業活動の
〈源泉〉を汲み上げ、送り届ける。
アジア通貨危機の大打撃を乗り越え、構造改革を推し進めてきたタイ。
自動車や電子部品など外資系メーカーの工場も次 と々建設され、
GDPはこの15年で約３倍の伸びを記録しています。
こうした経済発展にともないエネルギー需要が急増していく中で、
火力発電の燃料である天然ガスの需要もますます高まってきました。
その国家的ニーズに応えているのが、私たちNSENGIの現地法人TNS※です。
会社設立30周年を迎え、これまでにタイで手がけた採掘・精製プラットフォームは約200基、
天然資源を陸へと送るパイプラインの総延長距離は約2000kmにおよびます。
さらに現在、タイ・シャム湾における大型プロジェクトを進めている、TNSの取り組みについて紹介しましょう。

設計～調達～製造～洋上施工、
現地一貫体制で国際競争に挑む

　人々の暮らしやあらゆる産業活動を支

える源泉とも言えるのが、石油やガスなど

の天然資源です。自国の海底から天然資

源を安定的に産出・供給することは、経済

発展に欠かせません。私たちNSENGIは、

鋼構造物の設計施工ノウハウを活かし、海

洋におけるさまざまな資源開発プロジェ

クトを長年手がけてきました。

　国内では磐城沖や阿賀沖北の石油開発

プラットフォームなど、海外ではインドネシ

アのランデガン（石油・ガスの受入・処理・

貯蔵・輸送設備）やイーストジャワ、総延長

267kmにおよぶロシアのサハリン1など、国

家的なプロジェクトで実績を重ねています。

　日本のエンジニアリング会社が、競合す

る世界中の名だたるマリンコントラクター

と渡り合っていくのは、けっして容易なこ

とではありません。とくに天然資源の豊富

な東南アジア諸国が舞台となると、日本国

内で設計や製造を行っていては、コストや

スピードの面で圧倒的に水をあけられます。

そこで私たちは、40年前から現地拠点の展

開を進め、設計～調達～製造～洋上施工ま

での現地一貫体制を構築してきました。

　インドネシアやマレーシアなどに複数

の現地法人や拠点を構えると共に、巨大な

プラットフォームを海底に据え付けられ

る大型作業船〈くろしお〉を２隻建造。そ

して、30年前にタイの首都バンコクに設

立したのが、ここで紹介するTNSです。

タイにおいて新たに25基の
プラットフォームを建設中

　私たちがこれまでに手がけたプラット

フォームは12か国向け約270基、パイプ

ラインは11か国向け約4300kmにおよび

ます。その中でも、約200基・約2000km

と高い比率を占めているのが、タイ向けの

プロジェクトです。ではなぜ、数多くの実

績を継続的に、この国で重ねているので

しょう。

　背景にはタイのエネルギー事情があり

ます。この国ではエネルギー全消費量の

約４割をまかなっているのが、自国産の天

然ガスです。減衰の早い小規模油田が多

いことから、小型プラットフォームの増設

は常に欠かせません。また、既存鉱区の埋

蔵量の減少にともない、新規鉱区の開発も

進める必要があります。

　さらにはこの十数年でASEAN諸国でも

屈指の製造拠点に急成長したことが挙げ

られます。これは、国家レベルでの構造改

革推進の他、人件費も安く、落雷時などの

停電がほとんどないため、安定した操業を

行える利点によるものです。工場の増加は、

電力需要を押し上

げます。自国産の

天然ガスの約７割

が発電所の燃料と

して使われている

タイにおいて、そ

の産出量を適正維

持する重要度はま

すます高まってい

るのです。

　こうした経済動

向も受け、2015年

には、タイ国営PTTEP社から大規模な受

注を果たしました。2021年までの６年間

で、25基の海洋プラットフォームと、165

kmのパイプラインを建設するプロジェク

トです。現在は、本年度分の４基が製造フ

ェーズに入っています。新規ベンダーの

供給した部材の不具合や、顧客からのさら

なる低コスト化の要請など、現場では課題

も少なくありません。それでも、設計・調

達・製造・施工の各部門からの多角的・

複合的なアプローチで乗り越えていける

のが、シームレスな体制を敷くTNSならで

はの強みです。

雇用創出や人財育成を通じ、
タイ全体の技術力を底上げする

　顧客のニーズに沿ったものを低コスト・

短工期・高品質で提供する。これだけを

追求するのではあれば、より人件費の低い

近隣諸国で製造してタイに輸入したほう

が利益も増えるでしょう。しかし、私たち

は〈メード・イン・タイランド〉にこだわ

っています。現地に腰を据えて事業を継

続的に行っていく企業として、タイ人の雇

用を創出し維持する責任があると考える

からです。このPTTEP社のプロジェクト

だけでも、2000人におよぶタイ人の雇用

が新たに生まれました。

　現在、TNSの社員は約1000名で、うち

日本人は11名、多国籍の外国人は28名。

つまり、９割以上を占めるタイ人が実務の

大半を遂行しています。これは設立以来、

日本とタイの文化や慣習、意識や感覚の違

いという溝を埋めるために試行錯誤を重

ねてきた結果に他なりません。国際競争

の中でも、ひけをとらない体制を築き上げ

てきたのです。

　ここ数年は、200項目におよぶ教育・研

修プログラムや、マネジメントの国際資格

取得支援も活発化しています。その成果

として、日本人が担ってきたプロジェクト

マネジャーのポジションにも、中小規模の

プロジェクトではタイ人が抜擢されるケ

ースが増えてきました。

　タイは転職機会が多い国でもあり、TNS

で学んだ技術や経験を持って、顧客企業や

競合企業に移っていく人財がいることも

事実です。しかし、それも含

めて、現地への社会貢献に

なっていると私たちは考え

ています。彼ら彼女らが習得

した高い技能レベルが波及し、

TNSの持つDNAが広まる

ことで、タイという国のエン

ジリアリング技術を大きく底

上げしているからです。

ドローンによる空撮管理など、
イノベーションを取り込んでいく

　これからも国際競争に勝ち、タイのエネ

ルギー開発と安定供給、雇用創出に貢献し

ていくためには、一層の自己変革が必要と

なります。前述の人財育成と共に、特に力

を入れているのは、加工ヤードの管理技術

の効率化です。大小のプラットフォーム

がいくつも横たわった状態で、組立～溶接

～塗装といった作業を行う加工ヤードの

面積は35万㎡（東京ドーム7.5個相当）に

および、巡回するだけで２～３時間はかか

ります。

　そこでTNSでは、IoT化を積極的に推

進しています。部材を運搬するパレット

にICタグやQRコードをつけ、敷地内に

配置した60個のカメラで情報を読み取っ

て、ロジスティクスに活かす。ドローンを

飛ばして上空から撮影した200枚の写真

を１枚のマップに自動合成し、進捗状況の

管理やセキュリティにも活用する。これ

らはすでに運用中ですが、将来的には人工

知能も組み合わせ、モノやヒトの動きが停

滞している箇所の把握や予測に役立てる

計画もあります。

　加工ヤードのイノベーションは、人員削

減を目的としたものではありません。各

スタッフの負担軽減とスキル向上、より正

確な状況分析を行い、TNSの総合力を高

めるためのものです。

　さまざまな取り組みよって国際競争力

を強化しながら、今後はタイ以外の国、ミ

ャンマーやインドにも展開し、貢献の範囲

をよりグローバルに拡大していく。それ

がTNSの掲げるビジョンです。

運搬船で運んできたプラットフォームを海上に設置する、
大型海洋作業船〈くろしお〉

※THAI  NIPPON  STEEL & SUMIKIN  ENGINEERING & CONSTRUCTION  CORP., LTD.（TNS）

※プラットフォーム：海底から石油や天然ガスを掘削・生産するために必要な
労働者や機械類を収容する、海上に設置される大きな構造物。

巨大プラットフォームを複数基同時に建設している、TNSの加工ヤード

東南アジアにおける海洋エネルギー開発事業特集❷
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下水汚泥＝バイオマスである。
しかも毎日確実に集積できる

　1980年には約３割、2001年には約６割、

そして現在は約８割。これは、日本国内の

下水道の普及率です。現在全国には約

2500の下水処理場があり、基準値以下に

まで浄化した水を海や河川へ放流してい

ます。下水道のインフラ整備が進み、海や

河川がきれいになっていく分だけ、下水汚

泥の発生量は増え続けているのです。

　浄化の主な仕組みは、下水の中で自然に

棲息している微生物が反応槽と呼ばれる

設備の中で活性・増殖し、排水内の有機物

を摂取・分解するというものです。つまり、

下水汚泥は微生物をたっぷり含んだバイ

オマス（生物資源）です。この点にまずは

着目しました。これまでにも私たちは、生

ゴミなどの食品廃棄物や、みかんやサトウ

キビの残渣物から、エタノール燃料をつく

る技術開発で実績を重ねています。下水

汚泥を焼却処分するのではなく、燃料とし

て再利用することができれば、CO2の排出

も抑制できます。

　同じバイオマスでも、たとえば森林から

出る間伐材を原料とする場合、チップ化や

運搬にコストがかかりますし、いつも潤沢

に入手できるわけではありません。とこ

ろが下水汚泥は、地域の人が生活している

限り、将来にわたって絶えることなく発生

し、下水道を通って、処理場に集まり続け

ます。こうした〈集積性〉に優れている点も、

事業の持続性という観点から、大きな強み

になると私たちは考えました。

地域によって異なる特性にも
独自のチューニングで対応

　検討を重ねる中で、バイオマス燃料の

先進国である欧州各国を視察した際、私

たちはある技術に出会いました。脱水し

た汚泥をミキサー内の刃で粉砕しながら

粒状にしたのち、乾燥ドラム内で乾かす

ことで、固形化する〈造粒乾燥方式〉とい

うものです。ミキサーの中に核となる極

小の粒を入れ、そこに汚泥を付着させる

工程を３～４回繰り返すことで、一粒が１

ミリから５ミリ程度の均一な固形燃料化

物（ペレット）ができます。

　構造がシンプルでサイズもコンパクト

に収まるため、スイスではこの装置をト

ラックに積み込み、農村部を巡回して汚

泥から固形肥料をつくっていました。そ

の後、火力発電の石炭代替燃料として使

われています。

　脱水汚泥からの固形燃料化には、もう

１つ、〈炭化方式〉という方法があります。

これら２つの方式を比べてみると、貯蔵

安定性や発熱量、製品収率の高さで勝り、

なにより燃料化工程におけるCO2発生量

と製品利用時のCO2の削減量を差し引き

したとき、トータルで削減になるのは〈造

粒乾燥方式〉なのです。私たちはスイス

の企業の持つこの技術を導入することに

しました。

　とはいえ、そのまま日本で使えるわけ

ではありません。同じ国内でも地域や下

水処理方法によって粘性や含水率といっ

た汚泥の基本性状は異なります。それぞ

れの汚泥に合わせて、さまざまなチューニ

ングを施さなければ、安定した粒状の燃料

にはなりません。投入される脱水汚泥の

水分や粘性の変化に応じて、最適な運転ポ

イント（温度やリサイクル量）を設定する

までさまざまな調整を繰り返しました。

　そうした試行錯誤の末、2008年に完成

したのが山形県新庄市の第一号機です。

私たちはこの汚泥固形燃料化システムを

〈ジェイコンビ〉と名付けました。

O＆Mまでの一貫事業モデルで
知見蓄積と地域雇用も
　

　日本で初めての方式とあって、稼働後

も新たな課題に直面しました。固形燃料

を製造するためには１日30トンの汚泥が

必要ですが、新庄市では１日５トン程度し

か出ません。そこで他の市町村からも汚

泥を集約したところ、近隣エリアであって

も含水率や汚泥性状はそれぞれ異なって

いたのです。さらに季節によっても性状

は変わるため、約１年にわたってチューニ

ングをしながら操業の安定性を高めていき

ました。過去のデータが一切ない中で、エ

ンジニアは日々起こる事象を正確に捉え

ては技術的な考察を繰り返し、知見や経験

を蓄え一つ一つ解を見つけ、安定した燃料

化技術を確立したのです。

　こうした技術やノウハウも、プラントを

納めて現場から離れてしまえば、蓄積して

いくことは難しくなります。そこで私た

ちは2011年、EPC（設計・調達・建設）に

加え、O＆M（操業・維持管理）までを担う

事業として再スタートすることを決めま

した。日々の操業を通して得られるいく

つもの知見、大小さまざまなトラブルの原

因や回避策を、次のプロジェクトへと繋い

で進化させていくためです。

　そして、2015年と2017年にそれぞれ操

業開始した〈北九州市日明浄化センター〉

と〈広島県芦田川浄化センター〉において

は、20年間にわたってO＆Mを行い、燃料

の利用先までの運搬も含めた、地域に根ざ

した事業モデルを構築しました。O＆Mに

ついては地元企業とパートナーシップを

組むことで、オペレータやエンジニアを育

成し、その地域の継続的な雇用創出も促し

ています。

高濃度放射性物質を含んだ
汚泥を短期間で処理できた理由
　

　私たちのこの技術が、思わぬところで活

かされる機会がありました。

　東日本大震災の際の原発事故によって、

福島市の下水処理場から出る汚泥が汚染

されました。従来の焼却処分と異なり、放

射性物質が揮発しない温度で処理する〈造

粒乾燥方式〉ならば、汚染された有機分を

系外に放出するリスクがありません。汚

染された下水汚泥は中間貯蔵施設でコン

テナに入れて、数十年間保管することが国

から義務づけられていますが、造粒乾燥す

れば体積は５分の１になり、含水率も10

パーセント以下になるため腐敗する心配

もありません。

　さらに、スイスの例にあるように、コン

パクトな装置〈造粒乾燥方式〉なら、工場

で車載可能なコンテナサイズに製造・輸

送し、短期間で設置することができます。

私たちは同様の小型装置を製作し、福島

へと持ち込みました。現地では仮設のテ

ント内にこれを据え置き、毎日30トンの

汚泥を２年半にわたり処理し続けました。

放射性物質への対策は地域住民の生活に

とって極めて重要な問題です。「安全に短

期間で処理を終えてほしい」という、復興

地域の思いにも配慮する形をとれたので

はないかと考えています。

　こうした実績を少しずつ積み上げ、2014

年にはJ I S規格を取得した〈下水汚泥固

形燃料〉。広島県芦田川では初の設備屋外

化に挑戦（下記コラム）した他、現在建設

中の名古屋市の案件では汚泥処理能力を

従来の３倍（200トン／日）にまで高めます。

さらに顧客ニーズに合わせた開発・普及

を進め、下水汚泥の有効利用と地球温暖化

防止に貢献していくことが今後の目標です。

毎日の生活から出る下水汚泥が、
地域で使うバイオマス燃料に
生まれ変わる。
家庭のキッチンやトイレ、店舗や工場から出るさまざまな排水は、
下水管を通って各自治体の下水処理場へと集まってきます。
浄化後に堆積した下水汚泥は、その多くが焼却され、燃えかすの灰は、
埋め立て処分されたりセメントの材料に再利用されたりしてきました。
しかし、焼却時のCO2排出、埋め立て場の飽和化、
セメント減産による受け入れ先の減少など、汚泥処理は喫緊の課題を抱えています。
処理から、新たな再利用へ̶。私たちNSENGIは、脱水した汚泥から、
石炭代替燃料をつくり出すプラントを実用化しました。
燃料化技術の中でも唯一、石炭等の代替利用におけるCO2削減量が、製造におけるCO2排出量を上回る
〈ジェイコンビ〉システムによる環境ビジネスモデルについて紹介しましょう。

下水汚泥燃料化装置の屋外型に挑戦した
〈芦田川浄化センター〉内のプラント

下水汚泥燃料化装置の屋外型に挑戦した
〈芦田川浄化センター〉内のプラント

下水汚泥燃料化装置の屋外型に挑戦した
〈芦田川浄化センター〉内のプラント

特集❸〈ジェイコンビ〉システムによる下水汚泥固形燃料化事業

プラットフォームの脚にあたるジャケットという部分は、イメー
ジとしては東京タワーの下半分です。それだけの巨大構造物を
沖合へ運んでいくとなると、慎重にならざるを得ません。
　

　加工ヤードから現地への運搬と、海底への据え付けまでを担当す

ることになったのは、入社４年目のことでした。もっとも印象に残って

いるのは、横たわったジャケットを運搬船に載せる際の〈固縛〉とい

う作業です。なにしろ海上輸送ですから、荒天時の揺れにも動じな

いように、文字通り〈固く縛って〉やらなければいけません。そのため

の架台や鋼管の材質や形状を、ジャケットの形状や重量、運搬船の

強度をもとに計算したり検討したりするのが私の仕事でした。

　ところが、出港直前までお客様から設計変更が何度も重なり、必

要なデータが日本のオフィスに送られてきません。メールでも電話で

も要領を得ないという状況で、急遽タイへ飛んで、現場で実物をチェ

ックしながら、担当者と直接やりとりをすることにしました。ようやく

最終スペックが把握できたとき、船に載せるスケジュールまでは、わず

か36時間！ その限られた時間の中で検討作業と格闘し、無事に固

縛を終え、ジャケットを出港させたときの達成感は、いまでも忘れら

れません。

　また、現地施工のフェーズでは、作業船くろしおに寝泊まりし、約

40日間を洋上で過ごすことになります。海が荒れると作業員たちは休

みになりますが、私たちはその日の遅れをどう取り戻すかの検討に追

われ、気の休まるときはありません。異国の海原のど真ん中、回りは

言語も文化も異なる多国籍ワーカー……。最初は心細さでいっぱい

ですが、やがて異文化交流を楽しんでい

る自分に気付きます。タフな仕事だから

こそ、人間としての成長も大きい。そして、

タイの資源開発に自分が役に立っている

という実感もまた、大きいのだと思います。

タイムリミットは、36時間

設計～調達～製造～洋上施工、
現地一貫体制で国際競争に挑む

　人々の暮らしやあらゆる産業活動を支

える源泉とも言えるのが、石油やガスなど

の天然資源です。自国の海底から天然資

源を安定的に産出・供給することは、経済

発展に欠かせません。私たちNSENGIは、

鋼構造物の設計施工ノウハウを活かし、海

洋におけるさまざまな資源開発プロジェ

クトを長年手がけてきました。

　国内では磐城沖や阿賀沖北の石油開発

プラットフォームなど、海外ではインドネシ

アのランデガン（石油・ガスの受入・処理・

貯蔵・輸送設備）やイーストジャワ、総延長

267kmにおよぶロシアのサハリン1など、国

家的なプロジェクトで実績を重ねています。

　日本のエンジニアリング会社が、競合す

る世界中の名だたるマリンコントラクター

と渡り合っていくのは、けっして容易なこ

とではありません。とくに天然資源の豊富

な東南アジア諸国が舞台となると、日本国

内で設計や製造を行っていては、コストや

スピードの面で圧倒的に水をあけられます。

そこで私たちは、40年前から現地拠点の展

開を進め、設計～調達～製造～洋上施工ま

での現地一貫体制を構築してきました。

　インドネシアやマレーシアなどに複数

の現地法人や拠点を構えると共に、巨大な

プラットフォームを海底に据え付けられ

る大型作業船〈くろしお〉を２隻建造。そ

して、30年前にタイの首都バンコクに設

立したのが、ここで紹介するTNSです。

タイにおいて新たに25基の
プラットフォームを建設中

　私たちがこれまでに手がけたプラット

フォームは12か国向け約270基、パイプ

ラインは11か国向け約4300kmにおよび

ます。その中でも、約200基・約2000km

と高い比率を占めているのが、タイ向けの

プロジェクトです。ではなぜ、数多くの実

績を継続的に、この国で重ねているので

しょう。

　背景にはタイのエネルギー事情があり

ます。この国ではエネルギー全消費量の

約４割をまかなっているのが、自国産の天

然ガスです。減衰の早い小規模油田が多

いことから、小型プラットフォームの増設

は常に欠かせません。また、既存鉱区の埋

蔵量の減少にともない、新規鉱区の開発も

進める必要があります。

　さらにはこの十数年でASEAN諸国でも

屈指の製造拠点に急成長したことが挙げ

られます。これは、国家レベルでの構造改

革推進の他、人件費も安く、落雷時などの

停電がほとんどないため、安定した操業を

行える利点によるものです。工場の増加は、

電力需要を押し上

げます。自国産の

天然ガスの約７割

が発電所の燃料と

して使われている

タイにおいて、そ

の産出量を適正維

持する重要度はま

すます高まってい

るのです。

　こうした経済動

向も受け、2015年

には、タイ国営PTTEP社から大規模な受

注を果たしました。2021年までの６年間

で、25基の海洋プラットフォームと、165

kmのパイプラインを建設するプロジェク

トです。現在は、本年度分の４基が製造フ

ェーズに入っています。新規ベンダーの

供給した部材の不具合や、顧客からのさら

なる低コスト化の要請など、現場では課題

も少なくありません。それでも、設計・調

達・製造・施工の各部門からの多角的・

複合的なアプローチで乗り越えていける

のが、シームレスな体制を敷くTNSならで

はの強みです。

雇用創出や人財育成を通じ、
タイ全体の技術力を底上げする

　顧客のニーズに沿ったものを低コスト・

短工期・高品質で提供する。これだけを

追求するのではあれば、より人件費の低い

近隣諸国で製造してタイに輸入したほう

が利益も増えるでしょう。しかし、私たち

は〈メード・イン・タイランド〉にこだわ

っています。現地に腰を据えて事業を継

続的に行っていく企業として、タイ人の雇

用を創出し維持する責任があると考える

からです。このPTTEP社のプロジェクト

だけでも、2000人におよぶタイ人の雇用

が新たに生まれました。

　現在、TNSの社員は約1000名で、うち

日本人は11名、多国籍の外国人は28名。

つまり、９割以上を占めるタイ人が実務の

大半を遂行しています。これは設立以来、

日本とタイの文化や慣習、意識や感覚の違

いという溝を埋めるために試行錯誤を重

ねてきた結果に他なりません。国際競争

の中でも、ひけをとらない体制を築き上げ

てきたのです。

　ここ数年は、200項目におよぶ教育・研

修プログラムや、マネジメントの国際資格

取得支援も活発化しています。その成果

として、日本人が担ってきたプロジェクト

マネジャーのポジションにも、中小規模の

プロジェクトではタイ人が抜擢されるケ

ースが増えてきました。

　タイは転職機会が多い国でもあり、TNS

で学んだ技術や経験を持って、顧客企業や

競合企業に移っていく人財がいることも

事実です。しかし、それも含

めて、現地への社会貢献に

なっていると私たちは考え

ています。彼ら彼女らが習得

した高い技能レベルが波及し、

TNSの持つDNAが広まる

ことで、タイという国のエン

ジリアリング技術を大きく底

上げしているからです。

ドローンによる空撮管理など、
イノベーションを取り込んでいく

　これからも国際競争に勝ち、タイのエネ

ルギー開発と安定供給、雇用創出に貢献し

ていくためには、一層の自己変革が必要と

なります。前述の人財育成と共に、特に力

を入れているのは、加工ヤードの管理技術

の効率化です。大小のプラットフォーム

がいくつも横たわった状態で、組立～溶接

～塗装といった作業を行う加工ヤードの

面積は35万㎡（東京ドーム7.5個相当）に

および、巡回するだけで２～３時間はかか

ります。

　そこでTNSでは、IoT化を積極的に推

進しています。部材を運搬するパレット

にICタグやQRコードをつけ、敷地内に

配置した60個のカメラで情報を読み取っ

て、ロジスティクスに活かす。ドローンを

飛ばして上空から撮影した200枚の写真

を１枚のマップに自動合成し、進捗状況の

管理やセキュリティにも活用する。これ

らはすでに運用中ですが、将来的には人工

知能も組み合わせ、モノやヒトの動きが停

滞している箇所の把握や予測に役立てる

計画もあります。

　加工ヤードのイノベーションは、人員削

減を目的としたものではありません。各

スタッフの負担軽減とスキル向上、より正

確な状況分析を行い、TNSの総合力を高

めるためのものです。

　さまざまな取り組みよって国際競争力

を強化しながら、今後はタイ以外の国、ミ

ャンマーやインドにも展開し、貢献の範囲

をよりグローバルに拡大していく。それ

がTNSの掲げるビジョンです。

Engineer Voice

海洋事業部　技術部
設計・技術室

坂本雄吾

主戦力としてTNSを支えるタイ人スタッフたち

東京ドーム7.5個分のヤード管理にドローンも活用

特集❷ 東南アジアにおける海洋エネルギー開発事業
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