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背背 景景
国連海洋法条約に基づくＥＥＺ（排他的経済水域）等の定着に伴い、我が国
周辺海域（世界第６位／陸域の１２倍の広大なＥＥＺ）での水産・鉱物・資源
等の適切な保全及び管理並びに持続可能な利用の重要性が増大。

陸域の資源に恵まれず、四方を海に囲まれた我が国にとって、海洋資源、
海洋空間・機能の利用に関して、研究開発を進める必要あり。
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第第33期科学技術基本計画（総合科学技術期科学技術基本計画（総合科学技術

会議）での位置付け会議）での位置付け

第第33期科学技術基本計画期科学技術基本計画（H18年3月閣議決定）

海洋における利用を重視した取り組み

「海洋資源、海洋空間・機能の利用に関しては、食料、資源・エネルギー基盤の強
化、新産業の創出の面から研究開発を進める必要がある。」

戦略重点科学技術（フロンティア分野）の１課題として採択

海洋に賦在している膨大な未活用の空間及び自然エネルギーの利活用を長期的
に推進するためには、海上空間利活用の基盤となる浮体技術の確立が急務。このた
め、第３期期間中に洋上プラットフォームの研究開発に集中的に取り組むことが必要。

国土交通省プロジェクト（H19～H22年）



外洋上プラットフォームプロジェクト外洋上プラットフォームプロジェクト

研究開発目標

水深の深い海域にも対応できる浮体構造で、洋上において風車等を稼働させること
ができるプラットフォーム技術を実現するため、２０１０年度までに浮体構造の安定性・
信頼性向上技術、係留技術等の要素技術を開発する。

総合科学技術会議の評価：優先度＝A
優先順位の理由 留意事項

○資源小国である日本にとってEEZでの海洋資源・
空間の利用は社会経済・安全保障上大きな意義が
あり、その基盤となる重要な技術開発の一つであ
る。

○実用化に向けてどのように道筋をつけるかが今後
の課題であり、研究開発段階から十分な検討が必
要である。具体的な利用形態を見据えて、要所要
所での計画の達成基準を明確にしつつ、必要に応
じて社会的ニーズに基づいた利用形態毎の優先順
位を考慮して重点化しながら、着実に実施すべき
である。

○具体的な利用形態として、海洋牧場基地、洋上風
力発電プラント、海底資源開発基地が想定されてい
るが、利用ニーズ・産業化検討のための調査におい
て、社会のニーズに照らして、それらの妥当性、事業
化に当たっての優先度、などを更に検討する必要が
ある。

○研究推進に当たっては、関係府省、産業界等との
連携を通じて、エンドユーザーの意見を十分反映す
るとともに、活用を促進する制度等の条件整備も検
討する必要がある。



海洋立国の実現海洋立国の実現

○海洋に賦存する膨大な資源・エネルギー・空間を本格的に利活用する技術開発、海
洋新産業振興を図り、資源等自給率向上、経済成長、地球環境対策等を実現した
「経済社会（海洋立国）」を構築。

○海洋に賦存する膨大な資源・エネルギー・空間を本格的に利活用する技術開発、海
洋新産業振興を図り、資源等自給率向上、経済成長、地球環境対策等を実現した
「経済社会（海洋立国）」を構築。

海洋における本格的な経済・産業活動の基盤となる技術（外洋上プラットフォーム）の確立海洋における本格的な経済・産業活動の基盤となる技術（外洋上プラットフォーム）の確立

富栄養性の海洋深層水を汲み上げ、
プランクトン・魚を繁殖。貧栄養性の
外洋を沿岸域同様の豊かな漁場に
変える。

海洋牧場

陸上の風力発電限界量をはるかに凌
駕する洋上風力発電量が期待される。
海洋温度差発電についても、大きな
ポテンシャルが存在。

海洋自然エネルギー利用発電

我が国を資源大国にする海底資源
（コバルトリッチクラスト、海底熱水
鉱床、メタンハイドレート、マンガン
団塊など）の開発基盤。

海底資源開発

「洋上エクメーネ（陸上並みの経済・居住圏）の構築」



研究開発・調査課題

動揺・漂流力低減法の開発

最適係留法の開発

外洋上での厳しい気象・海象
条件下での浮体構造、係留の
健全性、低動揺性等

保守管理手法の開発ライフサイクルコストの低減

安全性、経済性及び環境影響
の適切なバランス
多様な浮体を短時間に評価

調和設計法の開発

プラットフォームの実用化・事
業化を促進するための環境整
備

外洋上プラットフォームの利
活用に関する調査



動揺および波漂流力低減法の開発

外洋上の大波浪下での、動揺及び波漂流力を同時に低減するフィンの「最適形
状」及び「最適配置を見いだすための手法」を開発する。

＜１９年度＞
既存技術の集積と整理
渦法による計算法開発と実
験による現象把握
渦効果のメカニズム解明

＜２１年度＞
最適フィン設計、最適配置
と適用法
検証模型実験

研究計画

＜２０年度＞
各種状態におけるフィン特性
の調査
渦効果を含む浮体の時系列
動揺計算法の開発

フィンによる波漂流力の低減

フィンの推進力フィンの推進力

（波食推進効果）（波食推進効果）

波が押す力波が押す力

（波漂流力）（波漂流力）

フィンによる動揺低減

フィンを取り付けると浮体動揺によ
り抵抗が生じ、動揺エネルギーが渦
のエネルギーに変わる（粘性減衰
力）。この作用により、動揺低減効
果が生ずることが知られている。

翼型フィンに発生する揚力を有効に
利用すると、浮体が波の来る方向に
進む推進力を生ずることが知られて
いる（波食推進効果）。これを利用
すれば波漂流力（波下に流される
力）を低減することができる。

動揺低減 波漂流力低減



最適係留法の開発

＜１９年度＞
複合係留ラインの係留力計
算手法の構築
新型アンカー性能調査と解
析法の開発
合成繊維索の疲労試験

＜２１年度＞
係留施工法の開発
係留設計法の開発

研究計画

＜２０年度＞
浮体との相互作用を考慮し
た複合係留ラインの係留力
計算法の開発
新型アンカーの試験
係留用繊維索の開発

様々な利用目的及び設置海域の自然環境に応じて、安全性を確保し、かつ、経済
性に富む最適な係留法を導き出す手法を開発する。

チェーン係留チェーン係留 繊維索係繊維索係
留留

複合係留複合係留 ブ イ 係ブ イ 係
留留

シンカー係留シンカー係留主な係留方式

係留例

係留力計算手法の開発

近年、種々の係留方式が開発されているが、複合係留ラインの係留力を
計算する手法を開発するとともに、浮体との相互作用計算法を開発する。

◎アンカー性能の推定法開発

◎海底土質による特性変化の調査

外洋上プラットフォームの係留に最適なアンカーを開発する。外洋上プラットフォームの係留に最適なアンカーを開発する。

新型アンカーの開発

実機深海係留索の損耗度調査
合成繊維索の疲労試験・寿命評価

深海係留用ラインの開発

深海係留施工法の検討
係留系保守管理法の検討

係留施工法・保守管理法の検討

海上投込型アンカー



保守管理手法の開発

外洋上プラットフォームの経済性向上（ライフサイクルコストの低減）のため、コストとリスクを考慮した効率的
かつ経済的な保守管理手法を提案し、信頼性工学に基づく、目的に応じたライフサイクル評価法を確立する。

＜１９年度＞
現状調査
全体シナリオの概念検討
劣化診断技術の実験的検討

＜２１年度＞
効率的かつ経済的な保守管
理手法の提案
目的に応じたライフサイクル
評価手法の確立

研究計画

＜２０年度＞
全体シナリオの具体化
保守管理技術の適用性の検討
劣化診断技術の実験的検討
劣化部品の外洋上における交
換技術の開発（未定）

保守管理手法の開発

ドック入りが困難な外洋上プラットフォームの効率的かつ経済的な保守管理手法を
開発する。

機械継手の研究例

＜長寿命化に関わる技術例＞

劣化部材の交換技術の適用可能性と施工方法検討
耐用年数の長い塗料

新材料（超鉄鋼）、腐食に強い新素材 など

技術開発の現状や、経済性等を考慮して、
外洋上プラットフォームの長寿命化に関わ
る技術の適用可能性を調査する。

長寿命化のための新技術適用性調査

劣化した構造部材
を洋上で交換する
新陳代謝機能

＜現状調査＞＜現状調査＞

＜リスク評価に基づいた保守管理全体シナリオ検討＞＜リスク評価に基づいた保守管理全体シナリオ検討＞

＜劣化診断技術の検討＞＜劣化診断技術の検討＞

＜コストとリスクを考慮した効率的かつ経済的な保守管理手法の提案＞＜コストとリスクを考慮した効率的かつ経済的な保守管理手法の提案＞



調和設計法の開発

利用目的に応じた機能性要件を満たすと共に、①安全性（構造、強度、寿命等）、②経済性（ライフサイクルコスト、
費用対効果等）、③環境影響（CO2排出量、エネルギー収支等）について総合的に評価し、最も調和の取れた最適な

浮体構造、係留方法を提示することが可能な設計法を開発する。

経済性
（ライフサイクルコスト、
費用対効果等）

環境影響
（CO2排出量、エネルギー

収支等）

安全性
（構造、強度、寿命等）

解析

上載構造物
データ

上載構造物
データ

データ入力

利用目的
（海洋エネルギー、水産、情報通信など）

設置海域
（海域自然条件）

調和設計プログラムによる解析

規格部品
データ

規格部品規格部品
データデータ

海域自然
環境データ

海域自然
環境データ

データベース群

結果出力

評価（視覚化）

安全性

経済性

環境影響

設計者の判断 最適浮体の提示

必要に応じ修正

＜１９年度＞
プログラムの基本設計
基本要素設計および規格要
素データベース作成
安全性解析に必要な手法の
検討と整備

＜２１年度＞
ビジネスモデルを想定した調
和設計解析
プログラムの評価
最適プラットフォームの提案

研究計画

＜２０年度＞
調和設計プログラムの作成
規格要素データベースの拡充
試解析およびプログラム改良



外洋上プラットフォーム外洋上プラットフォームのの利活用に関する利活用に関する調査調査

海象等設計に必要な海洋ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの整備

波・風・流、 水深、土質、 資源量・・・・・・

外洋上プラットフォームの利活用の促進のため、外洋上プラットフォームの利活用に関する社会ニーズ等を
調査し、利用形態に応じた課題の抽出・整理、経済・社会科学的視点を含めた産業化可能性等の検討を行う。

膨大な海洋空間の利用及び活用には外洋上プラットフォームが必須膨大な海洋空間の利用及び活用には外洋上プラットフォームが必須

●海底資源調●海底資源調

査基地査基地

●国際海洋研究観測●国際海洋研究観測

基地群基地群

●浮体式大規模環境観測・●浮体式大規模環境観測・

水産基地水産基地

人工大和堆と浮体式水産人工大和堆と浮体式水産

基地●基地●

食料問題（水産）

エネルギー（海洋エネルギー）

地球環境（観測、保全技術）

資源（海洋資源）

情報（防災・危機管理）

経済・社会科学的要因（ＣＳＲ等） など

利用ニーズの調査利用ニーズの調査

経済・社会科学的側面（規制制度等を含む）経済・社会科学的側面（規制制度等を含む）
からの検討からの検討

利用目的毎の課題の抽出・整理利用目的毎の課題の抽出・整理

利用目的毎のＦ／Ｓ利用目的毎のＦ／Ｓ

利用方法の提案利用方法の提案

＜１９年度＞
ある程度広範囲のニーズ、事業性等の
概要を把握
大規模風力発電と水産を対象にとして、
外的条件や浮体要求性能等の設定
海洋データベース構築

＜２２年度＞
利活用方法の提案

研究計画

＜２０年度＞
風力発電と水産以外の有望利用形態
抽出と要求等調査
ビジネスモデル構築とＦＳ
海洋データベースの改良
搭載物・機器の試設計

経団連：２１世紀の海洋のグランドデザイン経団連：２１世紀の海洋のグランドデザイン
（（2000.6)2000.6)よりより

日本近海の波と風データベースを

基本にデータ拡充

必要な海域（メッシュ）をクリッ
クすると、データが表示される

＜２１年度＞
ビジネスモデルの構築とＦＳ
搭載物・機器の試設計



外洋上プラットフォーム利用例

海洋エネルギーを複合利用してエネルギー的に自立し、AUV母船など深海を含む総合海洋観測基地、水産管理基地、洋上
でのブロードバンド通信を可能とする情報基地として利用するプラットフォーム利用構想。防災、安全保障、水産、資源開発、
海上通信網等への貢献が期待される。

自立型多目的プラットフォーム

AUVAUV（自立型巡航観測艇）（自立型巡航観測艇）

航続距離１００～３００ｋｍ航続距離１００～３００ｋｍ

AUVAUV母船母船

潮流発電機潮流発電機

風力発電装置風力発電装置

海上ブロードバンド通信基地海上ブロードバンド通信基地

（航路に沿って展開し、小型中
継ブイにより補完）

観測基地観測基地

（津波、水産・資源情報、（津波、水産・資源情報、

気象海象、海洋環境、安全）気象海象、海洋環境、安全）

深層水利用深層水利用

（水産・エネルギー）（水産・エネルギー）



項目 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度

複合係留ライン係留力計算手法の
開発、及び新型アンカー・係留用繊
維索の開発

最適係留設計法及び係
留施工法まで含めた係
留評価システムの開発

動揺低減メカニズムの
検証のための理論計算
技術の開発

最適フィン構造の抽出と
フィン付き浮体構造の
動揺解析法の開発

保守管理に必要なデー
タの収集、防食等の要
素技術の適用法調査

ライフサイクル評価
法の開発

計画・準備・要
素試験

プログラムの作成 プログラム機能拡張及び評価

成果の一部を組込む

設計条件等の
精査

調和設計プログラムの
基本設計

利用目的毎のＦ／Ｓ 利用方法の提案

本実験の実施

試設計

利用ニーズ調査、及び
利用目的毎の課題の抽

出・整理

効率的かつ経済的な
保守管理手法の提案

フィン付き浮体構造
の動揺解析法の評
価と水槽試験

＜開発課題＞

動揺低減法の開発
（動揺及び波漂流力を低減する
フィンの開発）

最適係留法の開発

保守管理手法の開発

調和設計法の開発

＜利用ニーズ調査と産業化検討＞

外洋上プラットフォームの利活用

に関する調査

＜プロトタイプの試設計＞

模型実験による評価

外洋上プラットフォームの試設計

研究開発スケジュール



動揺低減法の開発

最適係留法の開発

外力推定法の開発
既存技術の集積・整理と渦法による計
算法開発
減揺法（減揺フィン）の開発
減揺メカニズムの検証、減揺フィンの
特性調査、最適フィンの設計
動揺・漂流力同時低減法の開発

既存係留技術の調査
土質・設備・施工の調査、対象技術の
選定
複合係留ラインの最適設計法の開発
減揺メカニズムの検証、減揺フィンの特
性調査、最適フィンの設計
新型式アンカーの開発
索鎖・装置等の開発

浮体・係留 検討ＷＧ

保守管理手法の開発

外洋における保守管理手法の検討
最適な保守管理手法の提案

防食技術の最適適用法の開発
既存防食技術の調査、沖合での適用
法の調査
長寿命化手法の調査
新技術調査、劣化部材交換法の検討
ライフサイクル管理法の開発

調和設計法の開発

浮体構成要素の規格化
基本構成要素の抽出と部品化、適用
要素の拡張
調和設計法の開発
プログラムの基本設計・試計算・改良、
安全性評価法、経済・環境性評価法
の構築
総合評価
調和設計法の総合的な検証・評価

利活用に関する利活用に関する調査調査

ニーズ調査
ビジネスモデルの提案 （風力発電
ファーム、養殖基地など）
評価手法の提案
ニーズに応じた要求性能の調査、便益
評価法の提案
海象データベースの構築
波・風・潮流・水深・土質のデータベー
スの構築
搭載機器の調査
風車、漁具、観測機器、電源の調査

保守・調和 検討ＷＧ 利活用 検討ＷＧ

外洋上プラットフォーム研究開発連絡会

より優れた研究成果を生み出し、また、研究成果の普及等を促進するため、関係
各府省、学識経験者、関連業界等から構成される『外洋上プラットフォーム研究開
発連絡会（事務局：海上技術安全研究所）』を設置し、情報交換等連携の場を構
築する。

実施体制

大 学
独 法
民 間
国交省、関係省庁
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