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第１章 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関す

る目標を達成するためとるべき措置 
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１．分野横断的な研究の推進等 

【中長期目標】 

１．分野横断的な研究の推進等 

研究所は、海洋の利用推進や運輸産業の国際競争力の強化等の政策について、今回の統合を

機に、分野横断的な研究を効率的かつ効果的に実施し、その実現に大きく貢献していくことが期待さ

れている。 

また、分野横断的な研究をはじめとする研究開発を効率的かつ効果的に実施していくためには、

戦略的な研究の企画立案や各研究部門の連携や調整といった研究マネジメントの充実が不可欠で

あり、研究所は、そのための体制を構築する必要がある。 

【重要度：高】 統合を機に新たに構築する体制の下、分野横断的な研究を効率的かつ効果的に

実施し、国土交通省の政策実現に大きく貢献していくことが期待されているため。 

【中長期計画】 

１．分野横断的な研究の推進等 

海洋の利用推進、我が国産業の国際競争力強化といったテーマは、旧海上技術安全研究所、旧

港湾空港技術研究所及び旧電子航法研究所の旧３研究所が保有する技術と知見を効果的にかつ

最大限に活用して取り組むべき政策課題である。このため、旧３研究所の研究領域にまたがる分野

横断的な研究を効率的かつ効果的に実施し、その政策の実現に貢献する。 

また、新たに経営戦略室を設置する等、分野横断的な研究をはじめとする研究開発を効率的かつ

効果的に実施するため、戦略的な研究計画の企画立案や各研究部門の連携・調整を行う研究マネ

ジメント体制を構築する。 

【年度計画】 

１．分野横断的な研究の推進等 

海洋の利用推進、我が国産業の国際競争力強化といったテーマは、旧海上技術安全研究所、旧港

湾空港技術研究所及び旧電子航法研究所の旧３研究所が保有する技術と知見を効果的にかつ最大

限に活用して取り組むべき政策課題である。このため、旧３研究所の研究領域にまたがる分野横断

的な研究を効率的かつ効果的に実施し、その政策の実現に貢献する。 

また、経営戦略室が中心となって分野横断的な研究をはじめとする研究開発を効率的かつ効果的

に実施するため、戦略的な研究計画の企画立案や各研究部門の連携・調整を行う。 

 

（１）分野横断的な研究の推進 

【中長期目標】 

（１）分野横断的な研究の推進 

各分野の技術シーズや専門的な知見を応用し、国土交通省の政策の実現に大きく貢献していくこ

とを目的とした、海中探査技術、海中施工技術、物資・人員輸送技術の連携による次世代海洋資源

調査技術に関する研究開発や、航空交通の管理・解析技術と空港施設の維持管理技術の連携によ

る首都圏空港の機能強化に関する研究開発といった分野横断的な研究を推進する。また、これら以

外の分野横断的な研究テーマの模索や検討を継続的に行う。 

【中長期計画】 

（１）分野横断的な研究の推進 

研究所は、海洋の利用推進と国際競争力の強化といった課題について、分野横断的な研究を効

率的かつ効果的に実施する。 

このため、以下の研究開発を進める。 

①次世代海洋資源調査技術に関し、海底観測・探査、海中での施工、洋上基地と海底との輸送・

通信、陸上から洋上基地への輸送・誘導等に係る研究開発 

②我が国における国際交通ネットワークの要である首都圏空港の機能強化に関し、滑走路等空港
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インフラの安全性・維持管理の効率性の向上等に係る研究開発 

さらに、上記以外の分野横断的な研究テーマについても、模索や検討を継続的に行い、新たな研

究テーマの確立を目指す。 

【年度計画】 

（１）分野横断的な研究の推進 

研究所は、海洋の利用推進と国際競争力の強化といった課題について、分野横断的な研究を効

率的かつ効果的に実施する。 

このため、本年度においては、次世代海洋資源調査技術に関し、資源調査技術・生産技術等と新

たな海中施工技術等の研究を引き続き連携して進める。 

首都圏空港の機能強化に関しては、空港内の交通流を円滑にする誘導路等の施設配置や運用

の改善のため、交通データ等活用技術の研究を引き続き実施するほか、目的達成のための課題、

目標、計画等の具体的な研究方法や各種研究計画について、関係する研究者等の間で情報交換、

連携し、効率的かつ効果的に研究を進める。 

また、29 年度より実施している海洋分野におけるドローン技術の活用に関する研究を進める。 

さらに、各分野の共通基盤となる技術を活用した研究の連携を進めるとともに、総合的な政策課題

に適切に対応した研究の模索や検討を継続的に行う。 

 

◆年度計画における目標設定の考え方 

令和元年度は、分野横断的な研究として、昨年度に引き続き、首都圏空港の機能強化に関して関係

する研究者等の間で情報交換、連携し効率的かつ効果的に研究を進める。また、次世代海洋資源調査

技術に関する研究は、平成30年度に第１期SIP「次世代海洋資源調査技術（海のジパング計画）」が終

了したことから、研究成果の取りまとめを行いつつ、成果の民間移転により社会実装を進める事とした。

さらに、広域海底探査のための複数AUVを同時運用する際の隊列制御の研究および、音響画像システ

ムによる施工の生産性向上に向けた研究は各研究所の研究として引き続き実施する。 

さらに、平成29年度より、交通運輸技術推進制度を利用して3年計画で実施している「海洋分野の点

検におけるドローン技術活用に関する研究」は、令和元年度に終了することから、連携して研究を進め、

成果の取りまとめを行う。また、令和元年度より、同じく交通運輸技術推進制度を利用して３年計画で実

施する「大規模災害時における海上・航空輸送に関わるボトルネック解析」の研究も連携して進める。さ

らに、各分野の共通基盤となる技術を活用した連携を進めるための検討を継続的に行う事とした。 

 

◆当該年度における取組状況 

①次世代海洋資源調査技術に関し、海底観測・探査、海中での施工、洋上基地と海底との輸送・通

信、陸上から洋上基地への輸送・誘導等に係る研究開発 

 

平成30年度に4機の航行型AUVと１機のホバリング型AUVの計５機同時運用に成功したことを受

け、令和元年度はその技術を民間企業に移転することを目的に、国内の海洋調査関連民間企業で

構成された協会に海技研AUVシステムの運用技術を移転し、同協会で海技研のAUVを使った事業

ベースの海底調査の展開を検討した。また、海技研のホバリング型AUVの運用ノウハウを受け継

いだ環境計測コンサルタント会社がホバリング型のAUVを運用する事業を開始した。 

複数AUVを同時運用する際の隊列制御アルゴリズムの開発を実施し、非線形モデル予測制御を

使ったAUVの隊列制御方法の高度化手法を開発した。これにより駿河湾（1000m深）実海域試験で

は、ASVをリーダ機、2機航行型AUVをフォロワー機とした動的ウェイポイント航走を実現し、 運用

技術の高度化（隊列制御技術の発展）を実施。（海技研の研究成果としても併記） 

 

次世代音響画像システムについて、施工中の進捗管理での使用を目指し、浅海用音響ビデオカ
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メラについては取得映像の調整を行い、音響映像呈示システムについては床掘浚渫用、置換工用

のアプリケーションを作成し、北九州新門司（Ⅱ期）の各実工事で試用し、濁りのある中での視認サ

ポートについて一定の成果が認められた。本検討は施工中の港湾構造物の音響可視化とともに将

来のCIMを活用した施工のICT化への橋渡しをするものであり、施工の生産性向上に向けて着実に

前進した。（港空研の研究成果としても併記） 

これらの成果を活用し、今後、港湾施設や洋上風力施設等の保守点検等広範囲な適用を可能

にする予定（2研連携） 

 

②我が国における国際交通ネットワークの要である首都圏空港の機能強化に関し、滑走路等空港イ

ンフラの安全性・維持管理の効率性の向上等に係る研究開発 

 

平成30年度より、空港の基盤施設・航空交通管理の各分野に渡る連携課題として「空港設計お

よび地上走行時間管理に資する交通データ等活用技術の研究」を電子航法研究所にて実施してお

り、港湾空港技術研究所と連携の上、羽田空港の交通データと緊急補修工事箇所に基づいた路面

損傷場所をマップ上で重ね合わせ、交通量等と路面損傷との関連性等について検討を進めた。 

本年度は平成30年度に実施した重ね合わせ結果とも比較し、路面損傷箇所の交通量等の特徴

を抽出の上、関連性を明らかにした。また、主要な誘導路の地点交通量をパターンとして把握し、

実際の交通データを取得できない場合でも、通年日々の交通量を推定できる見通しが得られた。さ

らに、平成30年度以降、研究結果に基づき、羽田空港の舗装の維持管理を実施する国土交通省

東京航空局及び設計・整備を実施する国土交通省関東地方整備局から要望された交通データの

提供や意見交換を継続的に実施しており、一定の成果として認められている。 

また、港湾空港技術研究所、電子航法研究所及び国土交通省航空局による連携調整会合を平

成２９年度から継続してきたが、本年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため集合会議を中

止し、メールによる資料配布と意見交換を行った。配布資料では、首都圏空港の機能強化に関連

する研究として前述の研究課題の概要と進捗を関係する研究者間及び当局との間で共有した。メ

ールによる意見交換では国土交通省航空局の担当官から有益な助言を得ており、空港機能の強

化に寄与する研究課題の整理に向けて、令和２年度以降も引き続きこの会議を運営していくことと

している。 

 

③海洋分野の点検におけるドローン技術活用に関する研究 

 

海洋分野である船舶、洋上風車、港湾施設の点検において、ドローンを効果的に活用し、目視確

認の代替又は支援を行うことで、点検作業の負担を軽減させることが可能となることを確認し、コス

ト低減、安全性向上、作業効率の向上など総合的な観点での維持管理の高度化を目的とした交通

運輸技術開発推進制度による研究を平成２９年度より開始した。 

令和元年度は、開発したドローンの操縦・運用技術や、ドローンへの搭載センサ技術、収集した

画像等データに基づく点検保守技術等を、船舶の船倉内の構造部材の点検(海技研担当)、港湾構

造物の異常検出(港空研担当)、洋上風力発電施設でのブレード等風力発電機器の点検に適用し

た実験を実施してその結果を取りまとめ、その有効性を確認するとともに、ドローンの法制度面の

動向調査結果(電子研担当)と組み合わせて、ドローンを利用した海洋分野における点検作業に対

するガイドラインを作成し、研究を終了した。これにより、今後のドローン による点検の普及に資す

ると考えられる。 

 

④大規模災害時における海上・航空輸送に関わるボトルネック解析 

海上・港湾・航空技術研究所は、傘下の3研究所が連携して、大規模災害発生時の救助・救援活

動（特に、人命救助において一つのリミットとなる発災後72時間以内）における陸・海・空が連携した
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輸送およびその結節点となる空港、港湾における混雑の発生と対応策についての事前検討を可能

にするシミュレーションツールの開発を目的とした交通運輸技術開発推進制度による研究を、令和

元年度より開始した。なお、本研究の成果が地方自治体の防災計画や災害対策の立案・修正にお

いて有効に活用されることを最終目標としている。 

令和元年度は、傷病者輸送シミュレーションの前提条件となる各種データを取得するため、津波

や地震、台風等による大規模災害が予想される地方公共団体の防災計画等について、連絡会（静

岡県、高知県）を設けて実態調査を実施した。さらに、災害時輸送シミュレータ（海技研担当）に、陸

と空の結節点の様子を模擬する空港面シミュレータ（電子研担当） 及び港湾施設の利用性を評価

するシステム（港空研担当）を組み込み、災害時の傷病者輸送全体を模擬するシミュレーションツ

ール構築のためのフレームワークを設計した。 

今後２年間の研究を実施し、地方公共団体の防災計画の策定・変更に適用できる様、当該自治

体と協議しながら、災害時の傷病者輸送全体を模擬するシミュレーションツールの開発を行う。 

 

⑤「みちびき」 を利用したデータの利活用 

小型船の自動着桟の研究では、海上技術安全研究所が船舶のモデル化および制御技術、電子

航法研究所が準天頂衛星「みちびき」による高精度測位技術で連携し、小型船による実船での自

動着桟試験を行い、仮の桟橋を対象とした順風環境下での自動着桟に成功した。 

今後、内航船を対象とした自動着桟に適応できる様、システムの効率の安全性の向上を目指し

て開発を進める。 

 

⑥油回収技術に関する研究 

令和元年度に海上技術安全研究所および港湾航空技術研究所で共同提案した「高温高圧ジェ

ットによる高粘度物質の微細化及び流動化に関する研究」が科学研究費助成事業（科研費）で採

択され、研究を開始した。本研究では、重質油等の高粘度物質を効率よく回収する方法として、重

油・界面活性剤・水の3成分の分散混合系のエマルション化による粘度特性の変化に注目し、水に

界面活性剤等を加えた混合液を高温高圧ジェットで重質油に加えて高粘度物質の流動化促進を行

うシステムの構築を目指す。本年度は、重油・界面活性剤・水の3成分の分散混合系のエマルショ

ン化に関する基礎的な実験(港空研担当）を実施するとともに、水に界面活性剤等を加えた混合液

を高温高圧ジェットで重質油に加えて高粘度物質の流動化を促進するシステムの試作及び実験

(海技研担当)を実施した。この結果を、日本機械学会における両研究所の研究者による共著論文

として発表した。 

これにより、沈没した船舶の燃料油の抽出や、港湾域の流出油の回収に資する。 

 

⑦その他の分野横断的な研究テーマの確立に向けた取組 

令和元年度も引き続き、上述の６つの課題以外の分野横断的な研究テーマの具体化に向け、経

営戦略室、研究監を中心とした会議を開催し、共通基盤技術に関する３研連携勉強会の開催、各

研究所の研究発表会等での連携、３名の研究監の他の研究所の研究計画・評価委員会への参加

による３研究所の研究の理解の促進、連携研究案件の調査・促進等を行った。 

令和元年度に開催した３研連携勉強会のリストを表1.1.1に、勉強会の様子を示す写真を、図

1.1.1に示す。 

第１回は防災・減災技術をテーマとして討議した。防災・減災技術は、地震・津波、高潮、台風、

豪雨、豪雪、これらに伴う土砂災害、火山噴火、あるいは油流出のような事故によるものなど、多種

多様な災害を対象としている。勉強会では、これら災害の発災後を対象として、「被害把握・通信」と

「シミュレーション」について各分野での研究発表を通して、共通点や今後の連携を探った。 

第２回は、洋上風力発電施設をテーマとして討議した。洋上風力発電施設については着床式お

よび浮体式があり、設置法、メンテナンス、自然環境影響、電波環境影響、リスク評価等多様な検
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討要素がある。勉強会では、これらについての現状を把握し、今後の対応について理解することに

より、それぞれの研究の理解を深めるとともに、多分野の研究者による新たな視点で対象を見るこ

とで、共通点や今後の連携を探った。 

第3回は、クラウドをテーマとして討議した。海技研ではクラウドの準備が始まったことから、クラ

ウドの特徴と利用法及び今後の予定が報告された。また、港空研と電子研からは、港湾分野、航

法分野でのクラウドにつながる取組について報告された。勉強会では、クラウドについての現状や

利点及び利用法を把握し、それぞれの研究の理解を深めるとともに、クラウド利用の効果や今後の

利用に関する展望を得た。 

 

表 1.1.1 ３研勉強会開催実績 

No 開催日 勉強会名 参加者数 

1 令和元年 5月 28日 
防災・減災 

（令和元年度第 1回 3研連携勉強会） 
57名 

2 令和元年 9月 6日 
洋上風力発電施設 

（令和元年度第 2回 3研連携勉強会） 
57名 

3 令和元年 12月 18日 
クラウド 

（令和元年度第 3回 3研連携勉強会） 
47名 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.1.1 第 1回 3研連携勉強会の様子（左：海技研会場、右：港空研会場 ） 

 

 

各研究所の研究発表会での連携については、港湾空港技術講演会（11月18日）において、分野

横断的研究として海技研及び電子研の研究者が講演を行った。 

また、研究連携の状況を把握、管理するために「研究の連携案件調査票」を作成、更新し、研究

所内で共有した。 

さらに、「AI戦略2019 ～人・産業・地域・政府全てにAI～」（令和元年6月11日統合イノベーション

戦略推進会議決定）に基づき、人工知能（AI）の研究開発に関する統合的・統一的な情報発信や、

AI研究者間の意見交換の推進などを行い、日本のAIの研究開発などの連携の機会を提供する“人

工知能研究開発ネットワーク”に海上・港湾・航空技術研究所として参加し、AIを応用した研究に関

する情報収集と海上・港湾・航空技術研究所のAIを応用した研究の概要の紹介を行った。 

上記を含め、海上・港湾・航空技術研究所の4年間の研究に関する取組の成果は、「うみそら研

成果報告会」において、「国の総合的な施策への対応」や「新しい研究課題への総合的な取り組

み」「外部研究開発能力・資源の活用について」として、研究監から報告を実施した（「うみそら研成

果報告会」の詳細については、「５（５）情報発信や広報の充実」 を参照）。 
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（２）研究マネジメントの充実 

【中長期目標】 

（２）研究マネジメントの充実 

研究開発成果の最大化を推進するため、研究所全体の統制管理を行う体制を構築し、当該体制

の下で、国土交通省の政策を取り巻く環境や最新の技術動向を踏まえた戦略的な研究計画の企画

立案や、将来的な研究所の業務量を見据えた経営の在り方についての企画立案を行う。 

また、研究の一層の推進を図るため、必要な経費の積極的な確保に努める。さらに、それぞれの

研究の実施にあたっては、必要に応じた分野横断的な研究体制の導入やＩＣＴを活用した日常的な研

究情報の交換、研究施設の有効活用を進め、将来のイノベーション創出に向けた取組の活性化を図

る。 

【中長期計画】 

（２）研究マネジメントの充実 

研究開発成果の最大化を推進するため、研究所全体の統制管理を行う経営戦略室を設置し、当

室を中心として、国土交通省の政策を取り巻く環境や最新の技術動向を踏まえた戦略的な研究計画

の企画立案や、将来的な研究所の業務量を見据えた経営の在り方についての企画立案を行う。ま

た、当室を中心として、研究所全体の研究計画や経営戦略に関する会議を定期的に開催する。 

また、研究の一層の推進を図るため、必要な経費の積極的な確保に努める。さらに、それぞれの

研究の実施にあたって、ＩＣＴを活用した日常的な研究情報の交換、研究施設の有効活用を進め、経

営資源の効果的・効率的な活用を図るとともに、研究者相互のコミュニケーションの場、研究所の役

員と職員との間での十分な意見交換の場を設ける等、将来のイノベーション創出に向けた取組を活

性化する。 

【年度計画】 

（２）研究マネジメントの充実 

研究開発成果の最大化を推進するため、研究所全体の統制管理を行う経営戦略室を中心として、

国土交通省の政策を取り巻く環境や最新の技術動向を踏まえた戦略的な研究計画の企画立案や、

将来的な研究所の業務量を見据えた経営の在り方について継続して検討を行う。また、当室を中心

として、研究所全体の研究計画や経営戦略に関する会議を定期的に開催する。 

また、研究の一層の推進を図るため、必要な経費の積極的な確保に努める。さらに、それぞれの

研究の実施にあたって、ICT を活用した日常的な研究情報の交換、研究施設の有効活用を進め、経

営資源の効果的・効率的な活用を図るとともに、研究者相互のコミュニケーションの場、研究所の役

員と職員との間での十分な意見交換の場を設ける等、将来のイノベーション創出に向けた取組を活

性化する。 

 

◆年度計画における目標設定の考え方 

令和元年度は、昨年度に引き続き当所を取巻く研究環境変化や組織の運営状況を踏まえつつ、中長

期目標期間において3研究所の各研究領域にまたがる分野横断な研究を効率的かつ効果的に実施す

る為、経営のあり方について継続的に検討を行うこととした。 

また、研究の一層の推進を図るため、必要な経費の積極的な確保に努める等、経営資源の効果的・

効率的な活用を図るとともに、将来のイノベーション創出に向けた取組を進めることとした。 

 

◆当該年度における取組状況 

令和元年度は、経営戦略室を中心として、中長期目標期間中の研究開発成果の最大化を推進し、３

研究所の研究分野にまたがる分野横断な研究を効率的かつ効果的に実施するため、行政政策や技術

動向を踏まえた研究所全体の統制管理を行った。 

経営戦略室は各研究所の企画担当者を中心に構成されているが、海上技術安全分野、港湾空港技
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術分野、電子航法分野の各分野を専門とする研究監と連携して各研究分野の連携・調整を行うための

会議を令和元年度は5回開催した。また、理事長及び全役員と経営戦略室との研究所の経営戦略に関

する定期的な意見交換会を令和元年度は34回開催し、統合した研究所としての取り組みを企画した。 

具体的な取り組みとして、①長期ビジョンの取組、②研究推進の為の必要経費の積極的な確保、ICT

を活用した日常的な研究情報の交換、研究施設の有効活用に向けた取組、③幹部や職員とのコミュニ

ケーション・意見交換の場の設置、④その他研究マネジメントの充実に向けた取組等を行った。 

 

①長期ビジョンの取組 

平成29年に策定した長期ビジョンでまとめた「うみそら研の目指す方向」（図1.1.2）、「うみそら研

の行動計画」（共通基盤となる技術、基礎的研究を強化した「研究体制の充実」、能力ある人材の

採用、研修等を充実した「人づくり」および外部機関との研究・技術交流・連携学術等の「研究交流

の促進」の3つの柱で構成、図1.1.3）に沿って、令和元年度も引き続き研究所一体となって取組を実

施した。 

「研究体制の充実」については、3研連携勉強会を複数回開催し、共通基盤技術の研究に関する

今後の連携について情報共有や意見交換等により推進するなど、分野横断的な研究を中心に研

究成果の最大化に向けた研究体制の充実を目指す取組を行った。その結果、３研究所が連携して

研究課題を立案し、国土交通省の交通運輸技術開発推進制度、科研への応募に結びつけた。 

「人づくり」については、内閣官房内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)等の外部機関が主催

する研修や勉強会に研究所職員を積極的に参加させるとともに、研究倫理研修、知財研修及び安

全保障輸出管理研修等の各種研修（所内研修）を積極的に実施した。その際、研究部門のみなら

ず総務・企画部門の職員も受講させることにより、研究所全職員のスキルを向上させ、研究業務を

より効率的、効果的に進めるための支援体制の強化につなげた。 

「研究交流の促進」については、国内企業や大学等の外部機関との共同研究を引き続き実施し

たほか、研究員の在外派遣を通じて海外の研究機関との連携を促進することにより、研究所として

の研究分野の幅を広げ、将来の海外機関との共同研究等、イノベーション創出に向けた研究開発

環境の構築を目指す取組を実施した。 

 

 

図 1.1.2 海上・港湾・航空技術研究所の目指す方向 
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図 1.1.3 海上・港湾・航空技術研究所の行動計画 

 

 

 

②研究推進の為の必要経費の積極的な確保、ICT を活用した日常的な研究情報の交換、研究施設

の有効活用に向けた取組 

令和元年度も引き続き必要経費の積極的な確保のため、科研費を含む各種競争的資金の研究

への応募及び各種受託業務の契約等により、外部資金獲得の取組を積極的に行った。 

また、令和元年度には、（１）③海洋分野の点検におけるドローン技術活用に関する研究及び、

（１）④大規模災害時における海上・航空輸送に関わるボトルネック解析及び、科研費の研究１件

を、外部資金による分野横断的な研究として実施している。 

 

表 1.1.2 外部資金による分野横断的研究一覧 

No 課題名 参画機関名 備考 

1 交通運輸技術開発推進制度「海洋分野

の点検におけるドローン技術活用に関

する研究」（平成 29年度より） 

海上・港湾・航空技術研究所（海上

技術安全研究所・港湾空港技術研

究所・電子航法研究所）、日本海事

協会、ClassNK コンサルティングサ

ービス、ブルーイノベーション 

継続 

2 交通運輸技術開発推進制度「大規模災

害時における海上・航空輸送に関わる

ボトルネック解析」（令和元年度より） 

海上・港湾・航空技術研究所（海上

技術安全研究所・港湾空港技術研

究所・電子航法研究所） 

新規 

3 科研「高温高圧ジェットによる高粘度物

質の微細化及び流動化に関する研究」

（令和元年度より） 

海上・港湾・航空技術研究所（海上

技術安全研究所・港湾空港技術研

究所） 

新規 

 

ICTを活用した日常的な研究情報の交換については、三鷹・調布地区にある海上技術安全研究

所と電子航法研究所及び横須賀地区にある港湾空港技術研究所との間でテレビ会議システムを

用いた会議を行った。各種報告や情報交換に加え、各研究分野の連携・調整を行うための会議も

テレビ会議で行い、分野横断的な研究の計画立案に役立てた。 

研究所の有効活用に向けた取組については、海上技術安全研究所の400m試験水槽、港湾空

港技術研究所の海底探査水槽及び電子航法研究所の電波無響室などにおいて、民間企業等の
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要望に基づき有償で研究所施設を利用させることにより、研究資金の確保にもつなげた。 

 

③コミュニケーション・意見交換の場の設置 

研究者間の相互のコミュニケーションの場としては、それぞれの研究所の研究発表会の他に３研

究所の研究者間の情報及び意見交換の場として、３研連携勉強会を計３回開催した。連携勉強会

では研究所の施設見学会や意見交換会を併せて開催することで、最新の研究、各研究所施設の

紹介等を行い、研究所全体として研究の一層の推進を図った。また、３名の研究監が各研究所の

研究計画及び研究評価の委員会に参加し、各研究所の情報収集を互いに行い、海上・港湾・航空

技術研究所内の研究の把握と連携研究の提案に活用した。 

研究所役員と職員との間については、理事長をはじめとする、役員及び経営戦略室による研究

所運営全般に係る会議や、経営戦略室と研究監による分野横断的研究の推進に係る会議を定期

的に行うことで、日々、議論の場を設け、研究所の将来の運営方針や各研究職員の研究内容等の

相互理解を深めるとともに、将来の運営方針等に役立てるための研究所職員からの意見聴取を行

う等を積極的に実施した。令和元年度は、研究所成果報告会開催の一環として、全職員に対して

研究所の方針に関するアンケートや事前の成果報告会を開催して職員の意識の調査をするととも

に、3研統合を含めた4年間についての意見収集を行い、役員と職員のコミュニケーションの向上に

も取り組んだ。 

今後もこれらの意見交換会等を活用し、各研究員個別間における具体的なさらなる連携の場の

設置等を引き続き促進していく。 

 

④その他研究マネジメントの充実に向けた取組 

研究所の情報システムに関して、3研究所のネットワークシステム統合などの整備を実施し、平

成31年1月からは3研究所で同一のグループウェアの稼働を開始した。また、３研究所統一の新会

計システムの整備を行い、平成31年4月から運用を開始し、今後の管理業務の効率化及び経費の

節減につながることが期待される。 

特に情報システムの統合については、内閣サイバーセキュリティセンター（NISC）によるセキュリ

ティー監査において、3研究所が連携して「法人として共通のセキュリティー水準を念頭にセキュリテ

ィー対策を推進したこと」が「他法人に推奨される良好事例」としてNISCから昨年度評価された。今

年度はNISCより委託された独立行政法人 情報処理推進機構（IPA）によるフォローアップを受け、

引き続き３研究所が連携してセキュリティー対策を推進した。 

今後も引き続き、必要なセキュリティー対策等を講じながら効率的な情報システムの運用を促進

していく。 
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２．船舶に係る技術及びこれを活用した海洋の利用等に係る技術に関する研究開発等 

 【中長期目標】 

２．船舶に係る技術及びこれを活用した海洋の利用等に係る技術に関する研究開発等 

国土交通省は、より安全かつ効率的で環境負荷の低い海上輸送の実現に向けて、船舶等の安全の確保

及び環境負荷の低減を進めるとともに、海洋産業の振興及び国際競争力の強化、海事産業を支える人材

の確保・育成などの政策を推進している。研究所は、このような政策における技術的課題への対応や関係

機関への技術支援等のために、次の研究開発課題について、重点的に取り組むこととする。さらに、独創

的または先進的な発想に基づき、研究所の新たな研究成果を創出する可能性を有する萌芽的研究に対し

ては、先見性と機動性を持って的確に対応する。 

【重要度：高】 我が国の海上輸送の安全の確保等における技術的課題の解決は、国土交通省の政策目

標実現に不可欠であるため。 

（１）海上輸送の安全の確保 

海難事故の再発防止と社会合理性のある安全規制の構築による安全・安心社会の実現及び国際ルール

形成への戦略的な関与を通じた海事産業の国際競争力の強化に資するため、先進的な船舶の安全性評

価手法の研究開発や、海難事故等の原因究明手法の深度化や適切な再発防止策の立案等に関する研

究開発に取り組む。 

（２）海洋環境の保全 

船舶による環境負荷の大幅な低減と社会合理性を兼ね備えた環境規制の実現及び国際ルール形成への

戦略的な関与を通じた海事産業の国際競争力の強化に資するため、適切な規制手法、船舶のグリーン・

イノベーションの実現に資する革新的な技術及び実海域における運航性能評価手法の研究開発、並びに

船舶から排出される大気汚染物質の削減や生態系影響の防止に資する基盤的技術及び 

評価手法等に関する研究開発に取り組む。 

（３）海洋の開発 

海洋再生可能エネルギー・海洋資源開発の促進及び海洋開発産業の育成並びに国際ルール形成への戦

略的関与を通じた我が国海事産業の国際競争力強化に資するため、船舶に係る技術を活用して、海洋再

生可能エネルギー生産システムに係る基盤技術、海洋資源開発に係る生産システム等の基盤技術及び

安全性評価手法の確立並びに海洋の利用に関する技術等に関する研究開発に取り組む。 

（４）海上輸送を支える基盤的技術開発 

海事産業の技術革新の促進と海上輸送の新ニーズへの対応を通じた海事産業の国際競争力強化及び

我が国経済の持続的な発展に資するため、海事産業の発展を支える革新的技術、人材育成に資する技

術、海上輸送の新たなニーズに対応した運航支援技術、海上輸送の効率化・最適化に係る基盤的な技術

等に関する研究開発に取り組む。 

【中長期計画】 

２．船舶に係る技術及びこれを活用した海洋の利用等に係る技術に関する研究開発等 

 

中長期目標に掲げられた研究開発課題、すなわち海上輸送の安全確保及び環境負荷の低減や海洋開

発の推進、海上輸送を支える基盤的技術開発等に対する適切な成果を創出するため、本中長期目標期

間においては、次に記載する研究に重点的に取り組むこととする。 

また、これら重点的に取り組む研究開発課題以外のものであっても、本中長期目標期間中の海事行政

を取り巻く環境変化により、喫緊の政策課題として対応すべきものがある場合は、重点的に取り組む研究

開発課題と同様に取り組むこととする。 

さらに、独創的または先進的な発想に基づき、研究所の新たな研究成果を創出する可能性を有する萌

芽的研究についても、先見性と機動性をもって的確に対応するとともに、研究ポテンシャルの維持・向上、

海事分野での新たなシーズの創生を図るための取組を行う。  

 

（１）海上輸送の安全の確保 

安心・安全社会の実現のため、適切な安全規制の構築が求められる一方、国際海事機関（ＩＭＯ）での

議論に基づき必ずしも技術的合理性のない規制の導入による社会的コストの増加に対する懸念から、船

舶の安全性向上と社会的負担のバランスを確保する合理的な安全規制体系の構築が期待されている。ま
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た、船舶の安全性向上に係る技術開発成果を背景として我が国が国際ルール策定を主導することは、安

心・安全社会の実現とともに我が国海事産業の国際競争力強化の観点から重要である。さらに、海難事

故の発生原因を正確に解明し、適切な海難事故防止技術を開発することは、海難事故の削減のため不可

欠である。 

このため、以下の研究開発を進める。 

①先進的な船舶の安全性評価手法及び更なる合理的な安全規制の体系化に関する研究開発 

②海難事故等の原因究明の深度化、防止技術及び適切な対策の立案に関する研究開発 

 

（２）海洋環境の保全 

ＩＭＯにおいて、船舶の運航に伴い排出される二酸化炭素（ＣＯ２）、窒素酸化物（ＮＯｘ）、硫黄酸化物

（ＳＯｘ）等の規制が段階的に強化されるとともに、排ガス中のブラックカーボン等新たな課題についても

検討が行われている。このため、これらの船舶に起因する環境負荷の大幅な低減に資する革新的な技

術開発とともに、環境への負荷を正しく評価したうえで社会合理性のある適切な規制を構築することが求

められている。また、環境負荷低減に係る技術開発成果を背景として国際ルール策定を主導すること

は、地球環境問題解決への貢献とともに我が国海事産業の国際競争力強化の観点から重要である。 

このため、以下の研究開発を進める。 

 ①環境インパクトの大幅な低減と社会合理性を兼ね備えた環境規制の実現に資する規制手法に関す

る研究開発 

 ②船舶のグリーン・イノベーションの実現に資する革新的な技術及び実海域における運航性能評価手

法に関する研究開発 

 ③船舶の更なるグリーン化を実現するための、粒子状物質（ＰＭ）等の大気汚染物質の削減、生態系

影響の防止に資する基盤的技術及び評価手法に関する研究開発 

 

（３）海洋の開発 

海洋再生可能エネルギー・海洋資源開発の促進及び海洋開発産業の育成並びに国際ルール形成への

戦略的関与を通じた我が国海事産業の国際競争力強化が求められている。一方、実際の海洋開発は民

間での開発リスクが過大であるため、海洋開発推進、海洋産業の育成に向けた国と民間との連携が重

要である。 

したがって、研究所には、船舶に係る技術を活用し、海洋基本計画等の国の施策に沿ったナショナル

プロジェクト、海洋産業育成等への技術的貢献を行うとともに、実際の開発・生産を担う我が国企業への

技術的支援が求められている。 

このため、以下の研究開発を進める。 

①海洋再生可能エネルギー生産システムに係る基盤技術及び安全性評価手法の確立に関する研究開

発 

②海洋資源開発に係る生産システム等の基盤技術及び安全性評価手法の確立に関する研究開発 

③海洋の利用に関連する技術に関する研究開発   

 

（４）海上輸送を支える基盤的な技術開発 

海事産業の技術革新の促進、海運・造船分野での人材確保・育成、多様なニーズに応える海上交通サ

ービスの提供等により我が国海事産業の国際競争力を強化するとともに、我が国経済の持続的な発展に

資することが求められている。 

このため、以下の研究開発を進める。 

①海事産業の発展を支える技術革新と人材育成に資する技術に関する研究開発 

②海上輸送の新たなニーズに対応した運航支援技術・輸送システム等に関する研究開発 

③海上物流の効率化・最適化に係る基盤的な技術に関する研究開発 

【年度計画】 

２．船舶に係る技術及びこれを活用した海洋の利用等に係る技術に関する研究開発等 
中長期目標に掲げられた研究開発課題、すなわち海上輸送の安全確保及び環境負荷の低減や海洋開

発の推進、海上輸送を支える基盤的技術開発等に対する適切な成果を創出するため、本中長期目標期
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間においては、次に記載する研究に重点的に取り組むこととする。 

また、これら重点的に取り組む研究開発課題以外のものであっても、本中長期目標期間中の海事行政

を取り巻く環境変化により、喫緊の政策課題として対応すべきものがある場合は、重点的に取り組む研究

開発課題と同様に取り組むこととする。 

さらに、独創的または先進的な発想に基づき、研究所の新たな研究成果を創出する可能性を有する萌

芽的研究についても、先見性と機動性をもって的確に対応するとともに、研究ポテンシャルの維持・向上、

海事分野での新たなシーズの創生を図るための取組を行う。 

我が国海事産業の未来の産業創造と社会変革に向けたイノベーションの創出を目的に、民間・大学等

を含めた海事クラスターで共通的・長期的に取り組む課題を実施するための共同研究プロジェクトに重点

的に取り組むこととする。 

 

（１）海上輸送の安全の確保 

安心・安全社会の実現のため、適切な安全規制の構築が求められる一方、国際海事機関（IMO）での議

論に基づき必ずしも技術的合理性のない規制の導入による社会的コストの増加に対する懸念から、船舶

の安全性向上と社会的負担のバランスを確保する合理的な安全規制体系の構築が期待されている。 

また、船舶の安全性向上に係る技術開発成果を背景として我が国が国際ルール策定を主導すること

は、安心・安全社会の実現とともに我が国海事産業の国際競争力強化の観点から重要である。 

さらに、海難事故の発生原因を正確に解明し、適切な海難事故防止技術を開発することは、海難事故

の削減のため不可欠である。 

このため、以下の研究開発を進める。 

①先進的な船舶の安全性評価手法及び更なる合理的な安全規制の体系化に関する研究開発 

－安全性と環境規制のバランスのとれた合理的な構造強度評価法の策定及び規則体系の再構築を目標

に、研究開発の推進を図る。本年度は、体系化された荷重・構造強度評価システムの実用化を加速す

るため、DLSA-Professional の開発・実用化を行う。特に縦曲げ最終強度評価の機能を体系化された荷

重・構造強度評価システムに追加を行う。また、これまでに開発した DLSA-Professional の高度化や損

傷後の残余強度評価機能を追加した DLSA-Ultimate の開発を行う。さらに、DLSA の解析結果に基づく

海象設定手法のシステム化、データ同化・補完手法を開発する。 等 

②海難事故等の原因究明の深度化、防止技術及び適切な対策の立案に関する研究開発 

－波漂流力に関する模型実験と荒天下操船運動評価テストプログラムによる船速低下推定精度の把握、

水槽試験による低速時の変針及び通常航行時の旋回性能向上装置の有効性検証及び改良、遠隔計

測等による船体運動状況分析システムを用いた操船支援方法の検討、貨物船・タンカー等の衝突(単)

事故分析に基づく損傷実態の把握と損傷モデルの検討及び損傷船舶の船内区画進展浸水との連成を

考慮した波浪中運動推定法の検討を実施する。 等 

 

（２）海洋環境の保全 

IMO において、船舶の運航に伴い排出される二酸化炭素（CO2）、窒素酸化物（NOx）、硫黄酸化物

（SOx）等の規制が段階的に強化されるとともに、排ガス中のブラックカーボン（BC）等新たな課題について

も検討が行われている。このため、これらの船舶に起因する環境負荷の大幅な低減に資する革新的な技

術開発とともに、環境への負荷を正しく評価したうえで社会合理性のある適切な規制を構築することが求

められている。 

また、環境負荷低減に係る技術開発成果を背景として国際ルール策定を主導することは、地球環境問

題解決への貢献とともに我が国海事産業の国際競争力強化の観点から重要である。 

このため、以下の研究開発を進める。 

①環境インパクトの大幅な低減と社会合理性を兼ね備えた環境規制の実現に資する規制手法に関する研

究開発 

－テストエンジンを用いた計測データに基づく船舶排出量データの精度検証、PM 及び PM2.5 前駆物質の

実船計測を実施する。 等 

②船舶のグリーン・イノベーションの実現に資する革新的な技術及び実海域における運航性能評価手法

に関する研究開発 
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－実船の実海域性能を高度化する研究プロジェクトにおける研究を継続する。本年度は、標準化した実船

モニタリング解析法を用い、経年劣化・生物汚損影響評価を検討する。 等 

③船舶の更なるグリーン化を実現するための、粒子状物質（PM）等の大気汚染物質の削減、生態系影響

の防止に資する基盤的技術及び評価手法に関する研究開発 

－排ガス規制対応のための計測・分析技術の開発、燃料・排ガス中の環境負荷物質評価手法の確立、

SOx スクラバの小型化のための技術開発、SOx・GHG 排出削減規制対策のための排ガス処理技術開

発を実施する。 等 

 

（３）海洋の開発 

海洋再生可能エネルギー・海洋資源開発の促進及び海洋開発産業の育成並びに国際ルール形成への

戦略的関与を通じた我が国海事産業の国際競争力強化が求められている。一方、実際の海洋開発は民

間での開発リスクが過大であるため、海洋開発推進、海洋産業の育成に向けた国と民間との連携が重要

である。 

したがって、研究所には、船舶に係る技術を活用し、海洋基本計画等の国の施策に沿ったナショナルプ

ロジェクト、海洋産業育成等への技術的貢献を行うとともに、実際の開発・生産を担う我が国企業への技

術的支援が求められている。 

このため、以下の研究開発を進める。 

①海洋再生可能エネルギー生産システムに係る基盤技術及び安全性評価手法の確立に関する研究開発 

－海洋再生可能エネルギー浮体式風力発電については、3 翼独立制御制御の効果を模型試験等により

検証する。浮体式波力発電については、実用化を目指した高効率制御システムの検討を行う。 等 

②海洋資源開発に係る生産システム等の基盤技術及び安全性評価手法の確立に関する研究開発 

－商業化に向けた採鉱システムに係る安全性・稼働性評価、計画支援プログラムの開発、厳海象下で用

いられる浮体システムの係留設計法の開発、大型海底機器揚降作業に関する安全性評価技術の検

討、海底フローライン中の流動現象モデリングの検討を実施する。 等 

③海洋の利用に関連する技術に関する研究開発 

－第 2 期 SIP プロジェクト（戦略的イノベーション創造プログラム：革新的深海資源調査技術）を遂行して行

く中で、複数 AUV 利用法の拡張に関する研究開発を行う。 等 

 

（４）海上輸送を支える基盤的な技術開発 

海事産業の技術革新の促進、海運・造船分野での人材確保・育成、多様なニーズに応える海上交通サ

ービスの提供等により我が国海事産業の国際競争力を強化するとともに、我が国経済の持続的な発展に

資することが求められている。 

このため、以下の研究開発を進める。 

 

①海事産業の発展を支える技術革新と人材育成に資する技術に関する研究開発 

－造船現場データの高度解析技術、造船作業を支援するインタフェース技術を開発する。 

－騒音に影響を及ぼす振動対策を検討し、ニューラルネットワークによる騒音予測の誤差評価を実施す

る。 等 

②海上輸送の新たなニーズに対応した運航支援技術・輸送システム等に関する研究開発 

－操船シミュレータ上に組み込んだ自律操船が可能なテストベッドの避航操船機能に対して、安全評価方

法を検討し、評価実験を行う。 等 

③海上物流の効率化・最適化に係る基盤的な技術に関する研究開発 

－平時輸送については国内貨物及び輸出入貨物を対象に、貨物経路選択手法を高度化して性能向上を

図る。また、災害時輸送については地震発生後の被害発生から評価までの輸送シミュレータの機能モ

デルを完成させる。 

－国際海運・造船における経済状況を表す貨物流動データ等と、海運会社や造船会社の活動を表す運航

データや船腹・建造データにおけるデータフュージョン（データ融合）技術の検討を実施する。 等 
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◆年度計画における目標設定の考え方 

中長期目標に掲げられた研究開発課題、海上輸送の安全確保及び環境負荷の低減や海洋開発の推進、海

上輸送を支える基盤的技術開発等に対する適切な成果を創出するため、重点的に取り組む研究として１３の重

点研究課題を設定した。 

 

◆当該年度の取組状況 

 令和元年度においては、以下の４つの分野を重点的に実施した。各研究について、年度計画に記載された措

置事項を着実に実施するとともに、政策課題（社会・行政ニーズ）等の研究開発課題を取り巻く環境変化を踏ま

えた措置内容の見直し等を実施しつつ取り組んだ。 

・海上輸送の安全の確保 

・海洋環境の保全 

・海洋の開発 

・海上輸送を支える基盤的な技術開発 
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研究開発課題 (1)先進的な船舶の安全性評価手法及び更なる合理的な安全規制の体系化に関する研究 

開発 
 

研究テーマ 重点☆１ 船舶の新構造基準作成に資する先進的な荷重・構造強度評価及び船体構造モニタ 

リングシステムの開発に関する研究 
 

中長期目標 中長期計画 年度計画 

海難事故の再発防止と社会合理性
のある安全規制の構築による安全・
安心社会の実現及び国際ルール形
成への戦略的な関与を通じた海事
産業の国際競争力の強化に資する
ため、先進的な船舶の安全性評価
手法の研究開発や、海難事故等の
原因究明手法の深度化や適切な再
発防止策の立案等に関する研究開
発に取り組む。 

安心・安全社会の実現のた
め、適切な安全規制の構築が求
められる一方、国際海事機関
（IMO）での議論に基づき必ずし
も技術的合理性のない規制の導
入による社会的コストの増加に
対する懸念から、船舶の安全性
向上と社会的負担のバランスを
確保する合理的な安全規制体系
の構築が期待されている。 

また、船舶の安全性向上に係
る技術開発成果を背景として我
が国が国際ルール策定を主導す
ることは、安心・安全社会の実現
とともに我が国海事産業の国際
競争力強化の観点から重要であ
る。 

さらに、海難事故の発生原因
を正確に解明し、適切な海難事
故防止技術を開発することは、
海難事故の削減のため不可欠で
ある。 

このため、以下の研究開発を
進める。 
①先進的な船舶の安全性評価手

法及び更なる合理的な安全規
制の体系化に関する研究開発 

 
 

安心・安全社会の実現のため、適
切な安全規制の構築が求められる一
方、国際海事機関（IMO）での議論に
基づき必ずしも技術的合理性のない
規制の導入による社会的コストの増
加に対する懸念から、船舶の安全性
向上と社会的負担のバランスを確保
する合理的な安全規制体系の構築
が期待されている。 

また、船舶の安全性向上に係る技
術開発成果を背景として我が国が国
際ルール策定を主導することは、安
心・安全社会の実現とともに我が国
海事産業の国際競争力強化の観点
から重要である。 

さらに、海難事故の発生原因を正
確に解明し、適切な海難事故防止技
術を開発することは、海難事故の削
減のため不可欠である。 

このため、以下の研究開発を進め
る。 
①先進的な船舶の安全性評価手法

及び更なる合理的な安全規制の体
系化に関する研究開発 

－安全性と環境規制のバランスの 
とれた合理的な構造強度評価法 
の策定及び規則体系の再構築を 
目標に、研究開発の推進を図 
る。 
本年度は、体系化された荷重・ 
構造強度評価システムの実用化 
を加速するため、DLSA-Profes- 
sional の開発・実用化を行う。 
特に縦曲げ最終強度評価の機能 
を体系化された荷重・構造強度 
評価システムに追加を行う。ま 
た、これまでに開発した DLSA- 
Professional の高度化や損傷後 
の残余強度評価機能を追加した
DLSA-Ultimate の開発を行う。さ
らに、DLSA の解析結果に基づく
海象設定手法のシステム化、デー
タ同化・補完手法を開発する。  等 

 

研究の背景   

安心・安全社会の実現のため、適切な安全規制の構築が求められる一方、国際海事機関（IMO）での議論に基づ
き必ずしも技術的合理性のない規制の導入による社会的コストの増加に対する懸念から、船舶の安全性向上と社
会的負担のバランスを確保する合理的な安全規制体系の構築をする。具体的には、 
□新構造基準作成に資する体系化された荷重・構造強度評価システムの開発 
□荷重・構造連成を考慮した数値解析手法の高度化及び極限波設定手法の開発 
□最先端の疲労強度評価法の開発 
□最先端の船体縦曲げ最終強度評価法の開発 
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□リスク及び Reliability ベースの ALS（Accidental Limit State）設計手法の開発 
□極限海象下での非線形流体－構造連成応答に関する実験的研究 
□船体構造モニタリングシステムの開発に関する研究 
□AI を活用した運航・保守・設計支援 

 

研究目標  

□荷重・構造強度評価（以下に開発する評価法等を含む）の統合プラットフォームの開発 
□CFD や粒子法を含む強非線形荷重評価システム、及び、流体構造連成解析手法、極限波設定手法、操船影響

の評価法 
□二軸載荷条件下の疲労き裂成長評価技術、及び、き裂成長則の知見を統合した疲労強度評価法 
□流体・構造連成を考慮した波浪衝撃荷重推定法及び最終強度・残余強度評価法 
□リスクベース新構造基準案の作成 
□荒天下での船体耐力評価技術及びこれを検証するための水槽試験計測技術 
□船体構造デジタルツインの開発に資する統合型船上モニタリングシステム、安全運航支援システム、構造性能

評価システムの開発及びガイドライン作成、モニタリングシステムにより蓄積されたデータを活用した構造強度
評価等へのフィードバック手法の開発 

□ドローン及び AI 等を活用した安全運航・効果的保守・最適設計の支援手法の開発 
 

上記成果は、先進的な評価システム等の実用化及び新構造基準により、合理的な船体設計、高度な海難事故解
析等が可能となり、船舶の折損事故等の防止が期待される。 
 
 

R1 年度の研究内容  

□DLSA-Basic の実用化の加速。DLSA の解析結果に基づく海象設定手法のシステム化。リアルタイム強度簡易評
価手法の開発。 

□DLSA-Professional の開発・実用化。最終強度評価の機能追加。 
□DLSA-Ultimate の開発を行う。CFD(NAGISA)と LS-Dyna の連成解析手法の確立。 
□流体構造連成を考慮した船体構造応答の低次元モデル構築、及び船体複合荷重応答の極値予測法の構築。 
□強非線形解析手法を用いた流体構造連成現象予測法の開発。 
□数値解析手法を用いたスロッシング評価技術の開発。 
□二軸重畳載荷条件下における疲労き裂成長評価手法を確立。 
・島津製作所製 4830 制御装置用平面二軸実働波ソフトウエア問題点ならびに改良項目の抽出とソフトウエア
改良 

・位相差を有する二軸載荷条件下における疲労き裂伝播試験（基本的な 2 つの試験条件）の実施 
□繰り返し圧縮及び引張の最終強度への影響を調査するために実施するボックスガーダー崩壊試験用の試験模型

を設計・製作する。 
□損傷後船体最終強度の運動及び構造応答を解明するために実施する実海域再現水槽における曳航試験用のア

クリル製弾性模型線を設計・製作する。 
□極限海象・事故限界状態における大型コンテナ船の「動的」ハルガーダ最終強度及び構造安全性関する検討 
□事故限界状態（船舶衝突）に対する RCO（リスク・コントロール・オプション）のリスク軽減効果及び経済性効果推定
手法の開発に関する発表を行う。 

□事故限界状態（スラミング＋whipping）における流体構造連成を用いた船体構造の動的応答評価手法の高度化。 
□船体構造デジタルツインの精度検証のための水槽試験を実施する。 
□水槽実験での計測荷重を用いた構造強度評価手法を構築する。 
□ハルモニタリング用ガイドラインの調査検討を行う。 
□AIS データを活用した荷重推定手法を構築する。 
□船体構造モニタリングシステムと DLSA を融合した船体構造デジタルツインの概念設計を行う。 
□ドローンによる点検を想定して，き裂の発見に AI（深層学習）による画像認識が適用可能か否かの検討を行う。 
 
 

R1 年度の実績  

□DLSA-Basic（荷重解析－線形構造解析評価システム）を活用した海象条件（設計波）設定法及び強度評価法を提
案した。リアルタイム強度評価を開発。 

□DLSA- Professional （非線形荷重解析－非線形構造評価解析システム）の構造解析における境界条件（外圧、内
圧、拘束）設定法の提案及び検証を行った。これにより全船を対象とした構造の動的応答及び崩壊強度評価が可
能となった。 

□海技研 CFD（NAGISA）と FEA 連成計算環境を構築した。 
□弾性応答を含む不規則中船体の波浪縦曲げモーメントの低次元モデルを構築し、これを用いた極値予測法の開

発及び検証が完了した。 
□MSC.Dytran を用いて、二次元のバウフレア断面形状の水面衝突解析を行い、理論値や他のプログラムとの比較
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を通して、その有用性を確認した。 
□時間領域 3 次元パネル法により規則波浪中船体運動を解析し、タンク内流体力を粒子法で解析して、両者を連成

させる両方向連成解析プログラムを開発した。 
□昨年度に引き続き、平面二軸実働波ソフトウエアの問題点ならびに改良項目を抽出するとともに、ソフトウエアの

改良を行い、二軸重畳載荷条件下における疲労き裂成長評価手法を確立した 
□位相差を有する二軸載荷条件下における疲労き裂伝播試験（基本的な 2 つの試験条件）を実施し、基本データを

取得した。 
□繰り返し圧縮及び引張の最終強度への影響を調査するために実施するボックスガーダー崩壊試験用の試験模型

として、intact 状態のボックスガーダー模型、損傷を模擬した孔を有するボックスガーダー試験体の設計・製作を実
施した。 

□傾斜状態の運動を計測しつつ、船体のひずみ計測まで実施可能な模型船として、アクリルを材料とした一体型弾
性模型船の設計・開発を実施した。 

□非線形動的構造解析法を用いて、縦曲げモーメントの作用時間が、大型コンテナ船のハルガーダの動的構造応答
に与える影響を明らかにした。また、不確実性（uncertainty）の１つである、解析モデルが、構造安全性評価に与え
る影響を明らかにした。 

□非線形動的構造解析手法を用いて、境界条件を工夫することにより、材料非線形、座屈・崩壊、水圧を考慮したス
ラミングに対する船体の動的弾塑性応答の簡易評価手法を考案した。 

□衝突による船舶のリスク解析を実施し、RCO（リスク・コントロールオプション）によるリスク低減効果及び経済性効
果を推定する手法を高度化した。特に、衝突速度モデルの構築、原油価格の推定モデルの構築を新規に行った。 

□新たな流体構造解析手法(ICFD)を用いて、事故限界状態（１発大波によるスラミング）における動的構造応答評価
法の高度化を行った。実験との比較及び ISSC ベンチマークを通して、今次手法の有効性を確認した。今後は、実
船体構造への適用、とりわけ、whipping 応答の高精度評価が今後の課題となる。 

□実海域再現水槽において弾性模型を用いて水槽試験を実施し、波浪中構造応答に関するデータを取得し、順解
析／逆解析による応力推定手法の有用性を検証した。 

□水槽実験での多点水圧計測を行い、得られたデータを元に荷重構造一貫解析を行なう手法を構築した（プログラ
ム登録）。 

□船上モニタリングデータ解析プログラムを用いて 14000TEU シリーズ船 8 隻の疲労評価を行い、個船による疲労寿
命の差とこれに及ぼす操船影響を定量的に評価した。 

□操船の波浪への従属性を考慮して最大荷重の評価を行なう手法を構築し、AIS データと波浪推算データを用いて
実遭遇荷重に与える影響を明らかにした。 

□船体構造デジタルツインの概念設計を行った（受託研究と連携）。 
□デジタルカメラで撮影した損傷画像を収集し、Faster R-CNN を使用して学習，認識させた。学習にあたっては、元

画像データに対して検査の実環境に近い環境を模擬的に再現して行った。 
 
 

R1 年度の研究成果  

□DLSA-Basic（荷重解析－線形構造解析評価システム）を活用した海象条件（設計波）設定法及び強度評価法を提
案した。リアルタイム強度評価を開発した（図 1.2.1）。従来からの５社（DLSA-Basic：3,NMRIW-II：4）のユーザーに
加え、新規に３社（DLSA-Basic：1,NMRIW-II：2, NMRIW-Lite：1）へ販売。他に本システムを適用し新構造設計を行
う造船所が１社確定（共同研究）、大学が１校確定（共同研究）。また、船級規則改正に資するデータ構築に必要な
ツールとしても指定された。 

□DLSA- Professional （非線形荷重解析－非線形構造評価解析システム）の構造解析における境界条件（外圧、内
圧、拘束）設定法の提案及び検証を行った。これにより全船を対象とした構造の動的応答及び崩壊強度評価が可
能となった（図 1.2.2）。 

□CFD-FEA連成計算を低計算コストで再現できる低次元モデルを構築した（図 1.2.3）。これと構造信頼性理論FORM
を使い、縦曲げモーメントの極値予測を行い、実験結果との比較検証を行った（図 1.2.4）。 

□海技研 CFD（NAGISA）と FEA 連成計算環境を構築し、既存の連成計算結果及び実験値との比較により有効性を
確認した（図 1.2.5）。 

□開発した連成プログラムを用い、規則波浪中タンク内スロッシング荷重を考慮した船舶運動に関する数値解析を行
った。スロッシング荷重が船舶運動に及ぼす非線形影響を調べた（図 1.2.6）。規則波浪中タンク内スワリング現象
を生じることを確認できた（図 1.2.7）。 

□二軸重畳載荷条件下における疲労き裂成長評価手法を確立した。 
□二軸重畳載荷条件下における疲労き裂伝播試験の試験条件を表 1.2.1 に示す。基本波の周波数は 0.5Hz、重畳波

の周波数は 5Hzとする。ここで、Y方向が疲労き裂進展方向である。取得した疲労き裂伝播曲線を図 1.2.8に示す。
疲労き裂伝播寿命に及ぼす位相差の影響が顕著に表れることを確認した（疲労き裂伝播寿命に及ぼす重畳波の
影響については 2020 年度に検討する）。 

□昨年度は繰り返し圧縮が最終強度に及ぼす影響を実験及び解析により解明した。今年度は圧縮に加えて引張荷
重も生じる繰り返し荷重が最終強度に及ぼす影響を明らかにするために、intact 状態と損傷を模擬した孔有状態
のボックスガーダー模型の設計・製作を実施した。ボックスガーダー模型にサギング・ホギングの曲げ変形を与え
ることで、デッキ部・船底部の防撓パネルに引張及び圧縮の繰返し荷重を負荷することが可能であるため、試験体



- 19 - 
 

としてボックスガーダータイプ（図 1.2.9）を採用した。 
□損傷を模擬した傾斜状態の模型船の 6 自由度運動を計測するために、実海域再現水槽にて曳航試験が可能な模

型船を開発した。さらに、船体のひずみを計測可能なように、アクリル材を用いた模型船を設計した。NMRIW-3D
（グリーン関数法）を用いた荷重計算を使用し、模型船の形状及び寸法等の決定を実施した（図 1.2.10）。 

□GFRP、各種心材及びこれらを組み合わせたサンドイッチ板について、3 点曲げ試験及び引張試験、並びに、試験
結果を再現する FEM 解析を実施し、サンドイッチ構造小型船舶の強度評価における板厚算入率を検討した。例え
ば、バルサ材を心材に使用した場合、バルサ材の板厚算入率を 0.4 以下に設定することにより、GFRP 単板と等価
な強度性能が得られることが明らかになった（図 1.2.11）。また、各種心材に対して、FEM 解析の際に設定すべき材
料特性を明らかにすることができたため、今後、船体全体の解析に応用し、サンドイッチ板製小型船舶の基準改定
に資する。 

□非線形動的構造解析法を用いて、縦曲げモーメントの作用時間が、大型コンテナ船のハルガーダの動的構造応答
に与える影響を明らかにした。同じ荷重でも、荷重周期が短い場合、最終強度に到達しないことが明らかとなった。
また、不確実性（uncertainty）の１つである、解析モデルが、構造安全性評価に与える影響を明らかにした。解析モ
デルが最終強度に与える影響が定量的に明らかとなり、３ホールド等の部分モデルでの評価は危険側であり、安
全側評価のためには、極力全船に近いモデルで評価する必要が明らかとなった（図 1.2.12～図 1.2.13）。 

□近年開発された流体構造連成解析手法(ICFD：Incompressible Computer Fluid Dynamics)を用いて、世界で初めて
ICFD を用いた船体構造のスラミング衝撃解析シミュレーションを実施した。また、球の３次元落下解析を実施し、実
験結果及び既存の SPH 手法等と比較することにより、ICFD 手法の有効性・妥当性を検証した。当該手法の適用を
通して事故限界状態（１発大波によるスラミング）における船体動的構造応答評価法の高度化を行った。成果を米
国機械学会主催の国際学会 OMAE-2020 に投稿し accept された（図 1.2.14、図 1.2.15）。 

□ICFD 技術を用いて、日本代表として、国際船体構造会議（ISSC）の国際共同ベンチマーク解析に参加し、当該ベン
チマークを通して、防撓版の水面衝撃に関する当該手法の有用性・有効性を確認した。ベンチマークの成果を
ISSC Committee 委員長と共に国際共同での英文ジャーナルに執筆中である。今後は、実船体構造への適用、と
りわけ、whipping 応答の高精度評価が今後の課題となる。 

□日本製鉄との協業により、リスクベース評価手法の一環として、新材料高延性鋼を用いた衝突による船舶のリスク
解析を実施し、RCO（リスク・コントロールオプション）によるリスク低減効果及び経済性効果を推定する手法を高度
化した。特に、衝突速度モデルの構築、原油価格の推定モデルの構築を新規に行った。衝突による油流出リスク
低減のために日本製鉄と協業し高延性鋼を開発し、追加解析や、社会実装、実船適用普及に大きく貢献した。 

□当所が日本製鉄等と共同開発した「高延性鋼」が大型船含め実船 24 隻に採用された成果等が認められ、当該研
究担当者が他社担当者と共同で「高延性厚鋼板の開発による船舶衝突安全性の向上」として、第 8 回「ものづくり
日本大賞（製造・開発技術部門 九州経済産業局長賞）」を受賞（2019 年 12 月）した。 

□実海域再現水槽において規則波中、不規則波中での曳航実験を行った。100 点以上の歪計測データを用いて、波
浪逆推定等の応力推定手法の精度検証を行なった（図 1.2.16）。また、100 点を超える多点水圧計測により求めた
縦曲げモーメントと船体歪ゲージから求めた縦曲げモーメントが概ね一致することを示し（図 1.2.17）、多点水圧計
測データを入力とした構造強度評価の有効性を明らかにした。実験は公開実験にて公開した。 

□構造設計と運航のリンクを高めた統合型船上モニタリングシステム用ガイドラインの構成案を作成した。 
□実船データの統計解析プログラム（2017 年度に登録）を用いて、連続建造の 14,000TEU 型コンテナ船で計測され

た応力データを解析して疲労被害度を予測し（図 1.2.18）。疲労寿命への影響因子の影響度を明らかにした。その
結果から運航履歴に基づいて疲労寿命を推定する簡易推定を提案した。これらの研究成果は国土交通省の i-
Shipping の報告書に反映されている。 

□AIS データと波浪追算データを用いて、就航船の遭遇海象及び作用荷重の履歴及び統計解析を行うプログラムを
開発し、これを用いて操船と波浪との組合せ発現頻度表を作成した。組合せ頻度表を用いて波浪に対する操船の
従属性を考慮した最大荷重推定手法を提案し、従属性の影響度を明らかにした（図 1.2.19）。 

□AIS データ及び波浪追算データによる荒天中操船状況の可視化プログラムを更新した（図 1.2.20）。今後 AI 等を活
用して操船パターンの分析を行い、設計及び安全運航に有効な操船モデルの構築につなげる。 

□就航船の実遭遇海象履歴を用いて、北大西洋就航船の横揺れを推定し、IMO で検討されている第 2 世代非損傷
時復原性基準の実行可能性を検証した（受託研究）。 

□現状の AI 技術では深層学習を用いた画像認識で、ベテランの点検員の認識を超えることは困難であるが、損傷
画像を蓄積し、学習を重ねることで、点検員の見落としをなくすことに適用することは可能であることが分かった（図
1.2.21）。 

 
 

成果の公表  

 
【公開実験・セミナー等】 
〇海技研 DLSA セミナー2019 を開催した。造船所、船社、国内外船級、大学等の合計約 50 名の参加があった。 
〇公開実験「船体構造デジタルツイン検証のための波浪中模型実験」2019.8 
 
【論文】 
計 31 本、うち本文査読付き会議録 8 本、査読有 10 本、表彰 3 件） 
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(1)米国機械学会(ASME)OMAE-2018SSR の Best Paper Awards（2019 年 6 月授賞式出席）(A1) 
(A1) Yamada, Y and Kameya, K: “A STUDY ON THE DYNAMIC ULTIMATE STRENGTH OF GLOBAL HULL GIRDER 
OF CONTAINER SHIPS SUBJECTED TO HOGGING MOMENT”, Proceedings of the ASME 2018 37th International 
Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering, OMAE2018-77402, (2018). 

 
 (2) 日本船舶海洋工学会賞（論文賞）・日本海事協会賞・日本造船工業会賞（2019 年 6 月授賞式出席）（A2） 
(3) 理事長表彰（論文賞）（2019 年 12 月授賞式出席）（A2） 
(A2) 岡正義、高見朋希、馬沖：AIS データに基づく実運航船の波浪荷重推定 －最大荷重に対する操船影響の評
価－、日本船舶海洋工学会論文集 Vol.28 pp.89-97（2018.12）. 

 
 

□松井貞興：船型パラメータを系統立てて変化させうる数学船型の開発，日本船舶海洋工学会論文集，第 30 号（査
読有） 

□松井貞興、村上睦尚、林原仁志、笛木隆太郎：船体構造設計のための全船荷重構造解析並びに強度評価システ
ム DLSA-Basic の開発，海上技術安全研究所報告（研究報告），第 19 巻第 3 号（査読有） 

□松井貞興、他 NK3 名：単胴船に作用する 6 自由度の Froude-Krylov 力の簡易算式の開発，日本船舶海洋工学会
論文集第 31 号（査読有） 

□松井貞興、他 NK3 名：DEVELOPMENT OF CLOSED FORMULA OF LOAD BASED UPON LONG-TERM 
PREDICTION METHOD -1ST REPORT VERTICAL MOTIONS-，Proceedings of 39th International Conference on 
Ocean, Offshore & Arctic Engineering（本文査読付き会議録） 

□松井貞興、他 NK3 名：波浪中船体応答の簡易算式の開発－第 3 報：Roll 運動－，日本船舶海洋工学会令和 2 年
春季講演会論文集 

□松井貞興、村上睦尚：数学船型を用いた波浪荷重推定に関する研究，日本船舶海洋工学会令和 2 年春季講演会
論文集 

□Takami T. et al., Numerical investigation into combined global and local hydroelastic response in a large container 
ship based on two-way coupled CFD and FEA, Journal of Marine Science and Technology, 2019 (accepted). （査
読有） 

□Takami T. et al., Efficient FORM-based extreme value prediction of nonlinear ship loads with an application 
of reduced-order model for coupled CFD and FEA, Journal of Marine Science and Technology, 2019 (accepted). 
（査読有） 

□Takami T. et al., Extreme Value Prediction of Nonlinear Ship Loads by FORM Using Prolate Spheroidal Wave 
Functions, Marine Structures, 2019 (submitted).（査読有） 

□Takami T. et al., On the Assessment of Extreme Wave-induced Bending Moment of a Ship by FORM and Reduced 
Order Method based on coupled CFD and FEA, PRADS2019, 2019.9. （本文査読付き会議録） 

□高見朋希、飯島一博, CFD-FEA 連成解析に基づくホイッピングを含む 縦曲げモーメントの極値予測法の開発, 日
本船舶海洋工学会講演会論文集, 28, 2019.6 

□C. Ma, T. Ando and M. Oka: Numerical Simulation for Sloshing Behavior of Moss-Type LNG Tank based on Improved 

SPH Model, International Journal of Offshore and Polar Engineering (2020) （accepted、掲載待ち）（査読有） 

□C. Ma and M. Oka: Numerical Investigation on Sloshing Pressure for Moss-Type LNG Tank based on Different SPH 
Models, ISOPE2020 (submitted) （本文査読付き会議録） 

□森下瑞生，穴井陽祐，津村秀一，後藤浩二，丹羽敏男：位相差を有する面内二軸繰返し応力を受ける疲労表面亀

裂の伝播解析，日本船舶海洋工学会論文集，第 30 号，pp.115～121, 令和元年 12 月（査読有） 

□田中、小森山、橋爪、櫻井：GFRP サンドイッチ板の強度について－その 1 材料試験と FEM 解析－,日本船舶海洋
工学会 2020 年度春季講演会 

□田中他：最先端の船体縦曲げ最終強度評価法構築にかかる予備的検討 －大型コンテナ船の安全対策に向けて
－海上技術安全研究所報告（総合報告）第 19 巻第 3 号、pp.41-48 (2019.12) 

□Yamada, Y, (2019), “Dynamic Collapse Mechanism of Global Hull Girder of Container Ships Subjected to Hogging 
Moment”, Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering, Vol. 141, (2019). （査読有）  

□Yamada, Y.: ”Approach to Simulate Dynamic Elasto-plastic Whipping Response of Global Hull Girder of a Large 
Container Ship due to Slamming Load”, Proceedings of the 30th International Conference on Ocean and Polar 
Engineering (ISOPE) (2019). （本文査読付き会議録） 

□Yamada, Y 、Ochi., H, Ichikawa, K, “Risk Analysis of Ship-Ship Collision considering Striking Ship Velocity Model - 
Risk reducing effect of Highly Ductile Steel”, Proceedings of International Conference on Collision and Grounding 
of Ships (ICCGS-2019) (2019). （本文査読付き会議録） 

□Yamada, Y, Takamoto, K, Nakanishi, T, Ma, C, Komoriyama, Y, ”NUMERICAL STUDY ON THE SLAMMING IMPACT 
OF STIFFENED FLAT PANEL USING ICFD METHOD - EFFECT OF STRUCTURAL RIGIDITY ON THE SLAMMING 
IMPACT”, Proceedings of the ASME 2020 39th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic 
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Engineering(OMAE-2020) (2020). （本文査読付き会議録） 
□平方勝，馬沖，谷口智之，小沢匠，損傷画像認識への深層学習の適用について，JASNAOE 秋季講演会論文集，

2020 
□岡正義、馬沖、越知宏：AIS データに基づく実運航船の波浪荷重推定(第 2 報） － 波浪条件下での操船の確率を

考慮した縦曲げモーメントの長期予測 －日本船舶海洋工学会論文集第 30 号（査読有） 
□馬沖、岡正義：船体モニタリングデータに基づく船体弾性振動の影響評価、日本学術会議、機械工学委員会構造

安全性と信頼性に関する第 9 回日本学会論文集 
□伊藤博子、岡正義：海上輸送の安全・安心への取り組み、（公財）鉄道総合技術研究所 RRR（鉄道総研レビュー）

2020 年 1 月号 
□岡正義、村上睦尚、越知宏：船体構造デジタルツインの開発に向けた取組み：海上技術安全研究所、海技研報告

第 19 巻別冊（研究発表会講演集）、pp.35-38. (2019.7) 
□岡正義、有馬俊朗、越智宏：船体構造モニタリングに関する調査研究、海上技術安全研究所報告（総合報告）第

19 巻-1 号、pp.35-44 (2019.8) 
□馬沖、岡正義：AIS データ及び波浪データを用いたフリートの遭遇海象の可視化、海上技術安全研究所、海技研

報告第 19 巻別冊（研究発表会講演集）(2019.7) 
□「大型コンテナ船における船体構造ヘルスモニタリングに関する研究開発（先進安全船舶技術研究開発支援事業）」

令和元年度報告書（第 3 章累積疲労損傷度の推定手法の開発他）(2020.3) 
□Oka, M., Takami, T., Ma, C. : Evaluation method for the maximum wave load based on AIS and hindcast wave data, 

Proceedings of the 14th International Symposium on Practical Design of Ships and other Floating Structures 
(PRADS2019) (2019) （本文査読付き会議録） 

□Ma, C., Oka, M., Ochi, H. : An Investigation of Fatigue and Long-Term Stress Prediction for Container Ship Based 
on Full Scale Hull Monitoring System, Proceedings of the 14th International Symposium on Practical Design of 
Ships and other Floating Structures (PRADS2019) (2019) （本文査読付き会議録） 

 
【知財・プログラム登録】 
□NMRIW_PAPP (Performance Analysis by Principal Particular)：線形ストリップ法 NMRIW--Lite 或いは 3 次元 Green

関数法 NMRIW3D-Lite の外部オプションとして開発。内容：船型主要パラメータ(L,B,d,Cb,Cw,Cm 等) を満足する
数学船型を自動で生成し、前記荷重解析を介して、各パラメータの波浪中応答に対する感度を自動で行う。 

□DLSA-WPC ( Direct Load and Structure Analysis – Water Pressure data Convertor )：水圧データの可視化および
全船直接荷重構造一貫解析システム（DLSA）用インプットデータ生成プログラム（申請予定）水槽試験で得られた
水圧データを用いて全船荷重構造一貫解析を行うため、多点水圧データから DLSA の入力データを生成するた
めのプログラム 

□特許；衝突評価試験体、衝突試験方法および衝突試験装置；海技研が共同開発した新鋼材高延性鋼（特許取得
済）の模型実験による評価手法を特許化した。当該特許により他社が鋼材を開発しても実験評価が難しくなる。 

 
 

主な評価軸に基づく自己分析  

◎成果・取組が国の方針や社会のニーズに適合し、社会的価値（安全・安心の確保、環境負荷の低減、国家 
プロジェクトへの貢献、海事産業の競争力強化等）の創出に貢献するものであるか。 

□DLSA システムの開発により 網羅的な強度評価と作業コスト低減を両立し造船所の設計への適用も可能にし
た世界的にも例をみない荷重構造一貫解析評価システムであり、日本の造船所の設計力の強化につながる、
と共に、国内造船所等に認知されている。 

□本研究で開発した極値推定法は短期海象中における最大応答の発生確率を精度良く推定することを可能とし、
船体構造デジタルツインで必要な荒天時の操船支援に必要な機能であり、社会的価値の創出に貢献するもの
である。 

□本研究で開発した船舶運動－タンク内流体荷重連成モデルを用い、波浪中船舶運動とタンク内流体荷重の相
互影響を考慮でき、LNG 船設計への運用が予想され、社会的価値の創出に貢献するものである。 

□国プロジェクト i-Shipping operation に参画し、海技研がこれまで海上保安庁の巡視船やメガフロート等海洋浮
体の実機計測で培った技術を活かしてハルモニタリングシステムの開発を実現した。ハルモニタリングシステム
の普及促進によって、安全運航に寄与するとともに、実データに基づく設計革新が促進される。これによって社
会的価値の創出に貢献できる。 

 
◎成果の科学的意義（新規性、発展性、一般性等）が、十分に大きいか。 
□DLSA システムの開発により全船を対象にした荷重解析～構造解析～強度評価を行うので途中の簡易化やギ

ャップが無いので一般性が大きい。 
□二重底曲げ荷重を含む複合荷重の極値推定法を高次な計算法（CFD-FEA）を基にして構築したのは世界初で

あり、新規性が十分に大きい。 
□本研究で開発した船舶運動－タンク内流体荷重連成モデルは LNG 船だけではなく、一般的な船舶のバラストタ

ンクにも対応でき、発展性が十分に大きい。 
□これまで、船体最終強度は、準静的に評価されてきたが、船体大型化に伴って、荷重周期と船体ハルガーダの
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共振影響が指摘されている。本研究により、荷重周期と動的構造応答との関係が明らかとなり、荷重周期が船
体折損有無に影響することが明らかとなった。このような荷重周期については、船体構造規則では陽に考慮さ
れていない。一方で、船体固有周期と出会い波周期の共振が船体最終強度に与える影響についてはこれまで
の解析では解明されていない。解析条件により、船体折損発生可能性・メカニズム解明への貢献が期待され
る。日本海事協会でも同様の研究を実施しており、今後、委託研究等により連携して進めていくこととなった。 

□14000TEU 型コンテナ船シリーズ船のハルモニタリングデータを解析して、個々の運航状態等に照らし合わせて
解析結果を比較することによって、ホイッピングの影響評価を行ったことは今後の安全設計を行なう上で意義が
ある。 

□AIS データを用いて、船の遭遇波浪や作用荷重を明らかにし、そして設計荷重の設定に利用する手法の開発に
一早く取り組み提案した。新規の研究分野を開拓しリードしたことの科学的意義は大きい、 

 
◎成果が期待された時期に創出されているか。 
□DLSA システムの開発は、国際的（国内含む）にも規則等への対応として全船荷重構造解析へのニーズが高ま

ってきており、それを見越してのシステム開発である。具体的には、現在進行中である船級規則全面改正に資
するデータ構築に必要なツールしても指定された。（過去には海外船級への根拠資料作成に適用された実績も
あり） 

□双方向連成解析法及び極値推定法について、国際会議およびジャーナル論文にて年度内に成果を公表するこ
とができ、成果が期待された時期に創出されていると考える。 

□船舶運動－タンク内流体荷重連成解析について国際会議に研究成果を発表でき、成果が期待された時期に創
出されている。 

□船上モニタリングを前提とした新たな設計手法や運航手法を確立することが当面の課題であり、これを早期に
実現するため、モニタリングプロジェクトへの参画を通じて、船上モニタリングで得られるビッグデータの分析に
携わり実データに基づく強度評価を行った。 

□IACS で見直されている波浪発現頻度表は、船舶設計に与える影響が大きく対応が求められているところ、世界
に先駆けて AIS データを活用して実遭遇海象を推定する手法を示し、さらに操船状態と組み合わせた評価手法
を提案した意義は大きい。 

 
◎成果が国際的な水準に照らして十分大きな意義があり、国際競争力の向上につながるものであるか。 
□CFD を用いた荷重推定法は近年各国で着目されており、今後のさらなる適用により国際競争力向上につながる

と考える。 
□非線形スワリングが波浪中船舶運動に及ぼす影響に関する研究は世界中でも少なく国際競争力の向上につな

がる。 
□船体の動的最終強度については、世界で初めて動的な評価手法を導入し、系統的かつ定量的な評価を実施す

ることで当該分野に従来の発想とは全く異なる新たな評価手法を提案した。当該論文は、米国機械学会主催の
OMAE-2018 で評価され、2018 年の OMAE-SSR（安全・構造・信頼性）部門の最優秀論文賞（Best paper award）
を受賞した。OMAE の最優秀論文賞は世界中から投稿された 1200 以上の論文の中から各部門毎に毎年１論文
だけが厳正な審査の上選定される。日本人が受賞したことは珍しく、SSR 部門では日本人初の受賞であり、
OMAE での受賞は海上技術安全研究所として初である。さらに当該論文は、追記・査読後、英文ジャーナル
（Journal of Offshore Mechanics and Engineering）にも Accept され成果が国際的に認められた。 

□近年開発された ICFD（Incompressible Computer Fluid Dynamics）手法を用いた流体構造連成解析法を用いて、
世界で初めて ICFD を用いた船体構造のスラミング衝撃解析シミュレーションを実施し、国際学会 OMAE-2020
に Review を経て投稿し、国際的に評価された。さらに、ICFD 技術を用いて、国際船体構造会議（ISSC）と協業
でのスラミング・ベンチマーク解析に参加しており、国際共同での英文ジャーナルを執筆中である。ISSC と協業
することにより、国際的認知度も高まり、ICFD 手法では世界をリードしていると言える。 

□ハルモニタリングデータや AIS データ波浪データ等のビッグデータを利用した新しい構造設計手法の構築が実
現可能になっており、世界に先駆けて設計手法を構築することが国際競争力の向上に直結する。データに基づ
く設計手法の構築には、構造強度分野の研究だけでなく多岐の研究分野と連携が必要となるところ、本研究は
既にこれを達成しており、手法構築の実現に最も近い立ち位置にある。 

 
◎萌芽的研究について、先見性と機動性を持って対応しているか。 
□ビッグデータを活用した次世代の船舶設計及び規則に対する先行例として、ここ数年で蓄積された AIS データを

用いて船舶の遭遇波浪の実態を明らかにし、信頼性設計や規則に資する波浪確率モデルを構築した。 
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図 1.2.1 縦曲げモーメントリアルタイム強度評価の表示例（赤：船体の強度、青：現在の荷重） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 1.2.2 DLSA- Professional による全船荷重構造一貫解析の例 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1.2.3 低次元モデル（ROM）の検証          図 1.2.4 極値予測結果の検証 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1.2.5 NAGISA-FEA の検証 
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(a) Sway                                    (b) Surge 
 

図 1.2.6 Sway 方向の動揺を想定したスロッシング荷重の非線形影響 
（Linear：ポテンシャル理論、SPH：粒子法） 

 

図 1.2.7 スワリングを生じる際のタンク内流体荷重履歴 
 
 

表 1.2.1 二軸重畳載荷条件下における疲労き裂伝播試験の試験条件 

試験片 ID 
基本波の応

力比 R 

基本波 Δσx,y，重畳波 Δσs 
位相差 Φ 

[rad] 
Δσx0，Δσs 

[MPa] 

Δσy0，Δσs 

[MPa] 

SU-1 0.1 70，7/0.3 70，7/0.3 0 

SU-2 0,1 70, 7/0.3 70, 7/0.3 π 
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図 1.2.8 二軸重畳載荷条件下における疲労き裂伝播曲線 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(a) ボックスガーダー寸法概要           (b) 孔位置 
 

図 1.2.9 繰り返し荷重載荷試験用ボックスガーダー 
 
 
 

 
(a) アクリル弾性模型船モデル          (b) NMRIW-3D による荷重計算 

 
図 1.2.10 アクリル製弾性模型船のモデルと荷重計算 
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図 1.2.11 バルサ材を心材としたサンドイッチ板の板厚算入率と曲げ強度の関係 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 1.2.12 流体構造連成を考慮した一発大波による船体折損解析   図 1.2.13 左条件におけるハルガーダ崩壊 

 
図 1.2.14 流体構造連成解析によるスラミング応答解析結果の実験との比較 

       

図 1.2.15 流体構造連成解析を用いた事故限界状態（Accidental limit state）時の防撓板の応答解析結果の国際ベ
ンチマーク比較 
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図 1.2.16 光ファイバ（FBG）センサによる多点計測(139 点)による水圧分布（左）と数値計算（右）との比較 
 
 

 

図 1.2.17  模型実験と数値計算との縦曲げモーメントの比較 
（Pressure：多点水圧計測、Strain：歪ゲージ(従来手法)） 
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図 1.2.18 ハルモニタリングによるコンテナ船（A 船～H 船）の疲労評価結果 
（応力波形をレインフロー解析して求めた累積疲労被害度 D） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1.2.19 操船状態と波浪との同時性を考慮した長期予測結果（実船）と考慮しない場合の結果（1 点鎖線）の比較 
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図 1.2.20 北大西洋での荒天時での操船履歴を可視化した例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1.2.21 AI による損傷認識一例 
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研究開発課

題 

(1)先進的な船舶の安全性評価手法及び更なる合理的な安全規制の体系化に関する研究 

開発 

(2)海難事故等の原因究明の深度化、防止技術及び適切な対策の立案に関する研究開発 
 

研究テーマ 重点☆２ 船舶のリスク評価技術及びリスクに基づく安全対策構築のための影響評価技術

の開発に関する研究 
 

中長期目標 中長期計画 年度計画 

海難事故の再発防止と社会
合理性のある安全規制の構
築による安全・安心社会の
実現及び国際ルール形成
への戦略的な関与を通じた
海事産業の国際競争力の
強化に資するため、先進的
な船舶の安全性評価手法の
研究開発や、海難事故等の
原因究明手法の深度化や
適切な再発防止策の立案等
に関する研究開発に取り組
む。 

安心・安全社会の実現のため、
適切な安全規制の構築が求めら
れる一方、国際海事機関（IMO）で
の議論に基づき必ずしも技術的合
理性のない規制の導入による社会
的コストの増加に対する懸念から、
船舶の安全性向上と社会的負担
のバランスを確保する合理的な安
全規制体系の構築が期待されてい
る。 

また、船舶の安全性向上に係る
技術開発成果を背景として我が国
が国際ルール策定を主導すること
は、安心・安全社会の実現とともに
我が国海事産業の国際競争力強
化の観点から重要である。 

さらに、海難事故の発生原因を
正確に解明し、適切な海難事故防
止技術を開発することは、海難事
故の削減のため不可欠である。 

このため、以下の研究開発を進
める。 
①先進的な船舶の安全性評価手法

及び更なる合理的な安全規制の
体系化に関する研究開発  

②海難事故等の原因究明の深度
化、防止技術及び適切な対策の
立案に関する研究開発 

安心・安全社会の実現のため、
適切な安全規制の構築が求められ
る一方、国際海事機関（IMO）での
議論に基づき必ずしも技術的合理
性のない規制の導入による社会的
コストの増加に対する懸念から、船
舶の安全性向上と社会的負担の
バランスを確保する合理的な安全
規制体系の構築が期待されてい
る。 

また、船舶の安全性向上に係る
技術開発成果を背景として我が国
が国際ルール策定を主導すること
は、安心・安全社会の実現とともに
我が国海事産業の国際競争力強
化の観点から重要である。 

さらに、海難事故の発生原因を
正確に解明し、適切な海難事故防
止技術を開発することは、海難事
故の削減のため不可欠である。 

このため、以下の研究開発を進
める。 
①先進的な船舶の安全性評価手
法 

及び更なる合理的な安全規制の 
体系化に関する研究開発 

－安全性と環境規制のバランスの 
とれた合理的な構造強度評価法 
の策定及び規則体系の再構築を 
目標に、研究開発の推進を図

る。 
本年度は、体系化された荷重・ 
構造強度評価システムの実用化 
を加速するため、DLSA-Profes- 
sional の開発・実用化を行う。 
特に縦曲げ最終強度評価の機

能 
を体系化された荷重・構造強度 
評価システムに追加を行う。ま 
た、これまでに開発した DLSA 
-Professionalの高度化や損傷後 
の残余強度評価機能を追加した 
DLSA-Ultimate の開発を行う。 
さらに、DLSA の解析結果に基 
づく海象設定手法のシステム 
化、データ同化・補完手法を開 
発する。  等 

②海難事故等の原因究明の深度
化、防止技術及び適切な対策の
立案に関する研究開発 

－波漂流力に関する模型実験と荒
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天下操船運動評価テストプログ
ラムによる船速低下推定精度の
把握、水槽試験による低速時の
変針及び通常航行時の旋回性
能向上装置の有効性検証及び
改良、遠隔計測等による船体運
動状況分析システムを用いた操
船支援方法の検討、貨物船・タ
ンカー等の衝突(単)事故分析に
基づく損傷実態の把握と損傷モ
デルの検討及び損傷船舶の船
内区画進展浸水との連成を考慮
した波浪中運動推定法の検討を
実施する。  等 

 
研究の背景  

安心・安全社会の実現のため、適切な安全規制の構築が求められる一方、国際海事機関 (IMO) での議論に
基づき必ずしも技術的合理性のない規制の導入による社会的コストの増加に対する懸念から、船舶の安全性向
上と社会的負担のバランスを確保する合理的な安全規制体系の構築をする。具体的には 
□新規コンセプト船等に係るリスク評価手法の開発とリスクに基づく設計、運用基準等の策定に関する研究 
□新規燃料、新形式船等に係る船体構造のリスクベース設計・信頼性評価手法の開発 
□船舶交通流の制御とリスク評価に関する研究 
 

研究目標  

□新規貨物・燃料を扱う船舶のリスク評価手法（以下を含む）の開発 
・新規貨物・燃料に係る危険要因と安全対策の明確化 
・可燃性ガス等の漏洩の際の拡散状況と被害影響評価手法 
・安全対策の実施に係る費用対効果の評価手法 
・新規貨物・燃料および自動運航船等の船舶に関する安全基準案、リスクベース船舶設計ガイドライン案 
□海上交通の安全性向上に係る以下を成果とする 
・新航路の導入（設計された航路） 
・航路案設定のための設計・評価法の構築（論文） 
・交通流制御の簡易版影響評価ツールの開発（知財） 
・管制支援技術の開発（論文） 
 

上記成果として、①リスクベース船舶設計ガイドライン等の実用化、安全基準の策定により社会実装を阻害する
リスク要因が制御されることで、新規コンセプト船等の安全を確保に寄与し社会実装を促進する。  ② 国際ルー
ルの形成への戦略的な関与により我が国海洋産業の国際競争力が強化され、また、水素等の新たな貨物、プロ
パン等の新規の低引火点燃料については、IMO 等でも議論され、期待されているところであり、安全基準、リスク
ベース船舶設計ガイドラインの意義が十分ある。③ 準ふくそう海域での安全対策の実現により、海難事故を減少
させ、安全安心な社会を実現すること、が期待される。 

  
R1 年度の研究内容  

□液化水素運搬船のリスクモデルの開発および社会実装に向けた支援 

SAFEDOR において基準モデルとなっている LNG 運搬船のリスクモデルをベースとして、IHS データの解析から得

られる LNG 運搬船と LPG 運搬船のリスクモデル及びこれまで請負研究等において実施したリスク評価結果や IMO

における液化水素運搬船の暫定要件を整理・集約するとともに、その結果を踏まえて液化水素運搬船に特有のシナ

リオを抽出することで液化水素運搬船のリスクモデルを開発する。 

 

□GHG 問題対応のための船舶に関するリスクモデル構築に関する研究 

GHG問題対応に係るリスクとして、その大部分は燃料使用に伴う燃料タンク周辺や機関区域内の燃料漏洩に起因

する火災危険性である。一方、車両を積載する船舶の車両区域においてガソリンの代替燃料を使用する燃料電池自

動車や CNG 車、LP 車などの車両貨物の火災危険性の増加が懸念されており、IMO では防火基準の見直し等が進

められている。これらのリスクに対して、可燃性ガスの滞留を防止するための換気設計が有効であるが、機関室や車

両区域のような広大な空間内の換気流場に関するケーススタディの実施にあたり、CFD モデルは精度が高いものの

計算コストが大きく実用的な解析手法が求められている。そこで、質量保存流速場モデル（通称 MASCON モデル）を

用いた、気流場解析のための数値シミュレーションモデルを開発する。 
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あわせて、液体燃料が漏洩した際に沸騰しながら広がる過程をシミュレートするための数値モデルを開発する。ま

た、GHG 対応燃料を使用する船舶のリスク解析に必要な海難事故統計データを収集し、整理を行う。 

□安全基準の合理化のための調査 

□火災・爆発による被害度影響評価基盤技術の整備 

液化水素運搬船の船体構造に係るリスク評価基準・ガイドラインの詳細調査を行い、液化水素漏洩時の被害度影

響評価法の基盤技術を整備する。また、液化水素運搬船の解析モデル作成のため、液化水素漏洩時の船体構造に

係るベイジアンネットワークモデルを検討する。 

□潮岬沖海域における安全対策による影響評価 

本年度の対象海域である潮岬沖海域おける衝突の要因となる問題点の抽出と、危険を緩和しうる改善策の影響

評価を行うとともに、過去に導入された安全対策による船舶交通の変化を調査し、対策後の安全阻害要因を調査す

る。 

 

R1 年度の実績  

□液化水素運搬船のリスクモデルの開発および社会実装に向けた支援 

 液化水素運搬船の漏洩リスク解析のためのリスクモデルを構築した。その際、リスクモデルの入力値の一つである

機器毎の漏洩頻度は、一般的にデータから頻度論に基づき推定されるが、液化水素運搬船の場合、データが存在し

ないため、ベイズ推定モデルを構築し、利用可能なデータから漏洩頻度をベイズ推定した。さらに、漏洩した水素に

着火して生じる被害影響度の評価指標として、可燃範囲にある水素ガスの量を採用し、米国サンディア国立研究所

が開発した水素拡散評価コード HyRAM を用いて、その算定を行った。これらを統合し、リスクモデルに基づいて水素

が漏洩した際の頻度と影響度を評価する手法を開発した。 

 液化水素運搬船の社会実装の支援として、プロトタイプ船の代替設計の主管庁承認に係る同等性評価のためのリ

スク解析に関する技術支援を行った。 

 

□GHG 問題対応のための船舶に関する数値シミュレーションモデルに関する研究 

 機関室や車両区域のような広大な空間における、可燃性ガスの換気解析に適用可能な実用的数値解析モデルと

して、質量保存流速場モデルを開発した。車両まわりの渦流れに関する代数モデルを組み込んで、CFD モデルによ

る計算結果の再現性について確認を行った。 

 

□液化ガス漏えいに伴う沸騰プール、蒸発ガス拡散評価モデルの開発 

 液化ガスが漏洩して形成する液体プールの広がりを評価するための数値シミュレーション手法として、浅層モデル

を用いた計算コードを開発した。その際に、当該計算コードの精度を左右する、移流項スキームに航空宇宙分野の

圧縮性流体計算コードで成功を収めているいくつかの数値スキームを適用し、解析解との比較によって性能評価を

行い、実装すべき数値スキームの検討を行った。 

 

□GHG 問題対応のための船舶に関する事故統計分析 

併せて、低引火点燃料船のリスク評価のための事故統計データの整備を目的として、海難事故統計を用いて LPG

運搬船の海難種類別の発生頻度、人命損失リスクの調査、整理を行った。 

 

□安全基準の合理化のための調査 

液化ガス運搬船を対象とする国際規則に対し、合理性の無い等の事項を聴取した。 

 

□火災・爆発による被害度影響評価基盤技術の整備 

液化水素運搬船の実船モデルの高精度化。特に、液化水素タンクの作成並びにタンク回りモデル化の高精度化を

行った。また、Particle Blast Method（PBM）による液化水素運搬船実船モデルを用いた閉区画（closed space）からの

等価水素爆発による被害度影響評価手法の基礎確立を行った。 

 

□潮岬沖海域における安全対策による影響評価 

潮岬沖海域の特徴である航路片側の陸岸による制限下を考慮した推薦航路導入後の船舶行動予測手法を考慮

した導入による効果予測手法を確立し、当該海域における安全対策の立案に貢献した。また、以前に導入された伊

豆大島西岸沖の導入後の船舶行動を分析し、対策後に残る安全阻害要因の分析を行った。 
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R1 年度の研究成果  

□液化水素運搬船のリスクモデルの開発および社会実装に向けた支援 

構築したベイズ推定モデルを用いて、英国周辺に位置するオフショア施設からの原油等の漏洩データベースであ

る英国安全衛生庁 (UK HSE) の Hydrocarbon Release Database (HcRD) 及び高圧ガス保安協会の事故事例データ

ベースの水素ステーションにおける事故データの 2 種類のデータを利用することで、これらから求められる漏洩頻度

は水素運搬船からの漏洩頻度であると仮定し、機器毎の漏洩頻度をベイズ推定した（図 1.2.22）。また、水素漏洩に

伴う影響度の評価については HyRAM コードを用いて、液化水素運搬船で取り扱われる圧力条件のもと、漏洩源の

口径を変化させて可燃範囲にあるガス量を算出した結果、図 1.2.23 に示すような口径に対する可燃範囲にあるガス

量の傾向が得られた。 

原油タンカーを対象に、作成したシミュレーションを用いて、戦略毎の費用対効果評価を実施した。シミュレーション

結果より、作成したシミュレーションが定性的には問題ないことを確認した。また、貨物タンクのモジュール化という需

要変動に対応する新技術を考え、その新技術は、将来的に低コスト化が実現すれば費用対効果が良い技術になる

ことが分かった（図 1.2.24）。 

液化水素運搬船の社会実装の支援については、設計者が作成した代替設計承認のための同等性評価書につい

て助言を行った結果、これに基づいて修正された評価書が主管庁へ提出され、最終的に代替設計が承認された。 

 

□GHG 問題対応のための船舶に関する数値シミュレーションモデルに関する研究 

 換気解析の対象の一つである車両区域を例にして、MASCON モデルによる車両のまわりに形成する渦流れの数

値シミュレーションを行った。既往の代数モデルの一つである Carpentieri ら(2012) が開発した CAR-BUILD モデルを

組み込んだ結果、物体後部に形成する Wake について CFD モデルでは存在しない循環渦が形成しており、その結果

を再現しなかった。そこで、既存の代数モデルに修正を加えて MASCON モデルによるシミュレーションを行った結

果、車両後部の双子渦を再現することに成功した。（図 1.2.25） 

 

□液化ガス漏えいに伴う沸騰プール、蒸発ガス拡散評価モデルの開発 

 液化ガスが漏洩して形成する液体プールの広がりを評価する数値シミュレーションコードについて、ダム状にせき止

められた水が乾いた地面に向かって崩落する初期値問題等を対象として、既存の HLL スキームと、圧縮性流体に用

いられる AUSM 系スキーム、AUSM スキームを改良した SLAU 系スキームの計 6 種類について、解析解との比較に

よる性能評価を行った。図 1.2.26 にダム崩落の様子を示す。その結果、AUSM 系および SLAU 系の数値スキーム

は、ドライベッド問題と呼ばれる水波の進行方向の水位が 0 の条件であっても、解析解を概ね再現することが分かっ

た。各数値スキームで、再現性のよい初期条件が異なったため、精度の良いシミュレーションを行うためには、与えら

れた初期値の条件によって数値スキームを切り替える必要があることが分かった。 

 

□GHG 問題対応のための船舶に関する事故統計分析 

低引火点燃料船のリスク評価のための事故統計データに関して、LPG 運搬船を対象に海難事故統計の分析から、

図 1.2.27 に示すような海難種類別の発生頻度、人命損失リスク、これらに対する信頼区間を明らかにした。 

 

□安全基準の合理化のための調査 

液化ガス運搬船を対象とする国際規則に対し、合理性の無い等の事項を整理した。規則改正を行うために提案文

書案を作成した。特定のタンク形式に偏った不合理な規則案を排除することは、我が国の国際競争力の強化につな

がる。 

 

□火災・爆発による被害度影響評価基盤技術の整備 

液化水素運搬船モデルの液化水素タンク回りの高精度化を実施（図 1.2.28-1.2.30） 

PBM 法を用いた実船（液化水素運搬船）における被害度影響評価法の試解析成功（図 1.2.31、1.2.32、1.2.33） 

ベンダー（JSOL 及び LSTC 社）とも協業し PBM 法を改良し、圧力の時刻歴を出力できるように改良した（図

1.2.34）。当該改良により定量的な圧力比較も実施できるようになった。 

爆発時の等価エネルギーを変えた３ケースの試解析を実施し、爆発エネルギーが被害度に与える定性的検討を

実施。 
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□潮岬沖海域における安全対策による影響評価 

潮岬沖海域の特徴である航路片側の陸岸による制限下を考慮した推薦航路導入後の船舶行動予測手法を考慮

した導入による効果予測手法を確立し、当該海域における安全対策の立案に必要な技術の確立を行った。また、昨

年度に続き潮岬沖海域の状況の分析を行い、神戸海難防止研究会が実施する潮岬沖における安全対策の構築に

関する調査研究委員会への解析資料提供を行うと共に、必要な説明を行った。図 1.2.35、1.2.36 に潮岬沖海域にお

ける同航船同士の OZT の発生回数及び遭遇頻度の現状と推定を示す。 

また、以前に導入された伊豆大島西岸沖の導入後の船舶行動を分析し、対策後に残る安全阻害要因の分析を行

った。伊豆大島西岸沖の推薦航路における導入前後の遵守率の推移を解析した(図 1.2.37)。なお、導入前は推薦航

路予定位置に対する航行位置から算出した。また、伊豆大島西岸沖海域における OD (航路群) 毎の横断面方向の

通航位置分布を作成して、低遵守率の原因を解析した(図 1.2.38)。安全対策の効果の推定として、伊豆大島西岸沖

海域における反航船の遭遇頻度の導入前後の変化についても調査を行った(図 1.2.39、1.2.40、1.2.41)。 
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図 1.2.22 機器毎の漏洩頻度のベイズ推定結果の例（左：Pumps，右：Pipes） 

図 1.2.23 水素ガスの漏洩口径に対する可燃範囲ガスの総質量の関係 

図 1.2.24 戦略毎の費用と CO2 排出量の散布図 

（貨物タンクのモジュール化が低コスト化すれば黄色丸部分が左に移動し，費用対効果が良くなる） 
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(a) CFD model 

(b)  MASCON model with CAR-BUILD model. 

(c) MASCON model with revised parameters. 

図 1.2.25 車両の周りに形成する渦流れに関する流線図の比較 

図 1.2.26 数値スキーム検証のためのダム崩落問題計算結果 (AUSM スキーム) 
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図 1.2.27 LPG 運搬船の海難種類別の人命損失リスクの分析結果 

      

図 1.2.28 液化水素運搬船（2020 年に建造する予定の Pilot 船）の実船モデル 

（左図：イメージ図（HySTRA より）、右図：被害度評価用の FEM モデル外観。K 社との連携により H30 年度

作製済） 

 

       

 

 

 

（非公開） 

 

 

 

 

 

図 1.2.29 2018 年度に整備した液化水素運搬船の部分モデル（K 社より） 

 

 

 

 

（非公開） 

 

 

 

 

 

図 1.2.30 2019 年度に改良した液化水素運搬船の詳細メッシュモデル（K 社より） 
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図 1.2.31 液化水素運搬船の部分モデル（No.2 ホールド）を用いた等価水素爆発解析の試解析結果 

 
図 1.2.32 液化水素運搬船の部分モデル（No.2 ホールド）を用いた等価水素爆発解析の試解析結果 
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図 1.2.33 液化水素運搬船の部分モデル（No.2 ホールド）を用いた等価水素爆発解析の試解析結果 

 

図 1.2.34 爆発時の closed space（閉区画）における圧力の時刻歴の比較 

   

図 1.2.35  潮岬沖海域における同航船同士の OZT 遭遇の現状と推定 (左: 現状、右: 2.0 海里案) 

 

 

図 1.2.36  潮岬沖海域における同航船同士の遭遇頻度の現状と推定 (左: 現状、右: 2.0 海里案) 
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図 1.2.37  伊豆大島西岸沖の推薦航路における導入前後の遵守率の推移 

 (導入前は推薦航路予定位置に対する航行位置から算出) 

 

図 1.2.38 伊豆大島西岸沖海域における遵守率の低い OD (航路群) の横断面方向の通航位置分布 

 
図 1.2.39  伊豆大島西岸沖海域における反航船の遭遇頻度の変化(左: 2017.3(導入前) 右: 2018.9(導入後)) 
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図 1.2.40  伊豆大島西岸沖海域における反航船の OZT 発生数の変化(左: 2017.3(導入前) 右: 2018.9(導入

後)) 

 

図 1.2.41  伊豆大島西岸沖海域における同航船の OZT 発生数の変化(左: 2017.3(導入前) 右: 2018.9(導入

後)) 
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・本文査読付き会議録 

(1) 伊藤, 三宅: Research on Change of Traffic Safety Accompanying the Implementation of a New Recommended 

Route, Proc. of 8th International Conference on Collision and Grounding of Ships and Offshore (ICCGS 2019), 2019.10. 

(2) 河島, 伊藤: Assessment of Ship Encounter and Collision in Congested Sea Areas, Proc. of 8th International 

Conference on Collision and Grounding of Ships and Offshore (ICCGS 2019), 2019.10. 

(3) Oka, Y. and Oka, H.: Temperature and velocity distributions within a ceiling-jet along a flat-ceilinged horizontal 
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tunnel with natural ventilation, The 9th International Seminar on Fire and Explosion Hazards (9th ISFEH), 2019.4. 

 

(4) Tanno, A., Oka, H. and Oka, Y.: Simple Prediction Model for Temperature Attenuation of Fire-Induced Ceiling 

Flow in Consideration of the Side Wall Effects along a Flat-ceilinged Tunnel, The 12th Asia-Pacific Conference 

on Combustion (ASPACC2019), 2019.7. 

・その他 (査読なし概要集等) 

(1) 工藤, 柚井: 海難情報を用いた IGC コード適否による LPG 運搬船の海難種類別発生頻度, 日本航海学会講演

予稿集, vol. 7, No.1, 2019.5. 

(2) 工藤, 柚井: 海難データを用いた液化ガス運搬船の事故発生頻度の分析, 第 13 回海上技術安全研究所研究発

表会講演集, 2019.6 

(3) Kimura, A., Oka, H. and Oka, Y.: Performance Evaluation of AUSM type schemes for the Numerical Simulations of 

Dam-Break Problems, Proc. of Asia Pacific Symposium on Safety 2019 (APSS2019), 2019.9. 

(4) 柚井他: システムズアプローチによる海事産業の意思決定支援に向けて, 令和元年度（第 19 回）海上技術安全

研究所講演会講演集, pp.47-64, 2019.11. 

(5) 柚井他: ライフサイクルでのコストと CO2 排出量を考慮した船団構成と運航戦略のトレードスペース分析, 日本

船舶海洋工学会講演会論文集, 第 29 号, pp.127-132, 2019.11. 

(6) 木村, 岡(秀), 岡(泰): 質量保存流速場モデルを用いた閉囲空間における複雑気流場の簡易予測手法の開発, 

第 52 回安全工学研究発表会, 2019.11. 

(7) 木村: 「リスクベースマネジメントにおける影響度評価」, 第 4 章 シミュレータを用いた影響度評価 (書籍の分担

執筆), 2020.3.(予定) 

(8) 宋, 伊藤, 川村: 海上交通管制業務における運用管制官の新人教育のための 海上交通ルーティンの開発, 日

本航海学会講演予稿集, vol.7, No.2, 2019.10. 

(9) 須賀，岡(泰), 岡(秀): 数値計算に基づく水平方向に細長い空間内の火災熱気流挙動, 2019 年度日本火災

学会研究発表会概要集, 2019.5. 

(10) 丹野，岡(秀), 岡(泰): 矩形通路の断面形状を考慮した天井流の温度減衰簡易予測式の提案, 2019 年度日

本火災学会研究発表会概要集, 2019.5. 

□講演のみ 

(1) 岡(泰), 岡(秀), 今関, 岸上, 木村, 新谷, 鈴木, 松山, 山内: 火災流動現象の実用的数値モデルの開発専門委

員会活動報告, 2019 年度日本火災学会研究発表会 (ポスター), 2019.5. 

□その他 

(1) 伊藤, 岡(正): 海上輸送の安全・安心への取り組み, RRR (Railway Research Review) 2020 年 1 月号 vol.77, No.1 

—さらなる安全・安心な鉄道をめざして—, 2020.1. 

 

□受賞 

(1) 海上保安庁長官表彰「準ふくそう海域における安全対策として関係機関と共同研究を行いバーチャル AIS を活用

した推薦航路を設置し船舶交通の安全に大きく寄与した功績」(海技研として受賞), 2019.7. 

 

□国際貢献 

 

 

□プログラム登録 

(1) 三宅，CollisionRiskCalc，P 第 11042 号‐1，2019.12.18. 
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研究開発課

題 

(1)先進的な船舶の安全性評価手法及び更なる合理的な安全規制の体系化に関する研究 

開発 

(2)海難事故等の原因究明の深度化、防止技術及び適切な対策の立案に関する研究開発 
 

研究テーマ 重点☆３ 安全運航と海難事故防止に必要な技術開発及び基準に関する研究 
 

中長期目標 中長期計画 年度計画 

海難事故の再発防止と社会合理性
のある安全規制の構築による安全・
安心社会の実現及び国際ルール形
成への戦略的な関与を通じた海事
産業の国際競争力の強化に資する
ため、先進的な船舶の安全性評価
手法の研究開発や、海難事故等の
原因究明手法の深度化や適切な再
発防止策の立案等に関する研究開
発に取り組む。 

安心・安全社会の実現のため、
適切な安全規制の構築が求められ
る一方、国際海事機関（IMO）での
議論に基づき必ずしも技術的合理
性のない規制の導入による社会的
コストの増加に対する懸念から、船
舶の安全性向上と社会的負担の
バランスを確保する合理的な安全
規制体系の構築が期待されてい
る。 

また、船舶の安全性向上に係る
技術開発成果を背景として我が国
が国際ルール策定を主導すること
は、安心・安全社会の実現とともに
我が国海事産業の国際競争力強
化の観点から重要である。 

さらに、海難事故の発生原因を
正確に解明し、適切な海難事故防
止技術を開発することは、海難事
故の削減のため不可欠である。 

このため、以下の研究開発を進
める。 
①先進的な船舶の安全性評価手法

及び更なる合理的な安全規制の
体系化に関する研究開発  

②海難事故等の原因究明の深度
化、防止技術及び適切な対策の
立案に関する研究開発 

安心・安全社会の実現のため、
適切な安全規制の構築が求められ
る一方、国際海事機関（IMO）での
議論に基づき必ずしも技術的合理
性のない規制の導入による社会的
コストの増加に対する懸念から、船
舶の安全性向上と社会的負担のバ
ランスを確保する合理的な安全規
制体系の構築が期待されている。 

また、船舶の安全性向上に係る
技術開発成果を背景として我が国
が国際ルール策定を主導すること
は、安心・安全社会の実現とともに
我が国海事産業の国際競争力強
化の観点から重要である。 

さらに、海難事故の発生原因を
正確に解明し、適切な海難事故防
止技術を開発することは、海難事
故の削減のため不可欠である。 

このため、以下の研究開発を進
める。 
①先進的な船舶の安全性評価手

法及び更なる合理的な安全規制
の体系化に関する研究開発 

－安全性と環境規制のバランスの
とれた合理的な構造強度評価法
の策定及び規則体系の再構築
を目標に、研究開発の推進を図
る。本年度は、体系化された荷
重・構造強度評価システムの実
用化を加速するため、DLSA-
Profes-sional の開発・実用化を
行う。特に縦曲げ最終強度評価
の機能を体系化された荷重・構
造強度評価システムに追加を行
う。また、これまでに開発した 
DLSA-Professional の高度化や
損傷後の残余強度評価機能を
追加した  DLSA-Ultimate の開
発を行う。さらに、DLSA の解析
結果に基づく海象設定手法のシ
ステム化、データ同化・補完手法
を開発する。  等 

②海難事故等の原因究明の深度
化、防止技術及び適切な対策の
立案に関する研究開発 

－波漂流力に関する模型実験と荒
天下操船運動評価テストプログ
ラムによる船速低下推定精度の
把握、水槽試験による低速時の
変針及び通常航行時の旋回性
能向上装置の有効性検証及び
改良、遠隔計測等による船体運
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動状況分析システムを用いた操
船支援方法の検討、貨物船・タ
ンカー等の衝突(単)事故分析に
基づく損傷実態の把握と損傷モ
デルの検討及び損傷船舶の船
内区画進展浸水との連成を考慮
した波浪中運動推定法の検討を
実施する。  等 

 
研究の背景  

安心・安全社会の実現のため、適切な安全規制の構築が求められる一方、国際海事機関（IMO）での議論に基づ
き必ずしも技術的合理性のない規制の導入による社会的コストの増加に対する懸念から、船舶の安全性向上と社
会的負担のバランスを確保する合理的な安全規制体系の構築をする。具体的には 
□衝突回避能要件の研究 
□荒天下の操船安全性に関する研究 
□衝突事故及び乗揚げ事故等の回避・予防技術の開発に関する研究 
□遠隔計測による運航状況分析技術の開発に関する研究 
□損傷時安全基準に関する研究 
 

研究目標  

□衝突事故を防ぐための船舶の操縦性能要件と基準案を作成 
□荒天下の操船性能評価手法を確立し、合理的な最低出力と操船安全性に関する基準案を作成 
□制動能力や旋回性能を向上させるための回避行動促進装置、緊急時自動衝突回避システムの開発 
□遠隔計測により運航状況の危険性を把握する船体運動状況分析技術の開発 
□損傷時船舶の安全性を確保するための基準体系の確立 

上記成果は、緊急時自動衝突回避システム等の実用化により海難事故及び事故に伴う被害の減少が図られ 
る。また、国際ルールの形成への戦略的な関与により、我が国海洋産業の国際競争力強化へとなり得る。 

 

R1 年度の研究内容  

□船舶の停止性能の実用的推定のためのシミュレーション計算モデルの検討 
□荒天下操縦運動評価テストプログラムによる保針航行状態推定のための計算法の基礎方針の決定。また、その

際重要となる波漂流力とその斜航影響を考慮する実用的方法の提案・検証 
□港湾設計および出入港基準の調査 
□効率的な変針による衝突回避装置の水槽実験による検証 
□緊急自動衝突回避システムの検証 
□IMO 第 2 世代非損傷時復原性基準を考慮した，船速，波向き等操船要素を含む運航危険性（過大加速度）評価法

と操船支援法の構築。また，波浪中の危険性評価に用いる計算ツールとして短波頂不規則波中での傾斜時の時
間領域船体運動計算法の構築。 

□貨物船・タンカー等の衝突(単)事故分析に基づく損傷実態の把握と損傷モデルの検討及び船内区画進展浸水との
連成を考慮した波浪中運動推定法の検討 

 

R1 年度の実績  

□船舶の停止性能はプロペラの回転が正転から逆転に移行する時間の影響を受けることが知られている。そこで船
体の操縦運動の推定手法の 1 つである MMG モデルを用いたシミュレーション計算で、停止性能の推定を行うため
に必要なモデルの検討を行った。 

□前年度までに作成した荒天下操縦運動評価テストプログラムを、保針航行状態推定可能となるように拡張した。ま
た、2 隻の模型船を対象に自由航走模型試験を実施し、計算法の妥当性を検証した。 

□波漂流力の船体斜航影響を拘束模型試験により調査した。また、既存の短波長域を対象とした斜航時の波漂流
力推定法(上野, 2000)の推定精度を確認した。 

□荒天下で操船が困難となった場合に港湾などの輻輳海域では衝突や座礁などの危険性が高い。そこで既存の港
湾の設計基準について調査を行った。また、既存の基準に対して荒天下の影響をどのように反映することが可能
か検討を行った。 

□衝突や座礁を操舵による変針で回避するための手法について検討を行った。検討した手法を用いて水槽試験を行
い、その効果を検証した。 

□緊急自動衝突回避システムについて、自船と他船の両船が同システムを搭載しその機能を利用した際に、浅瀬等
により同方向に避航せざるを得ない状況で、同方向に大角度変針をした場合の適切なシステム稼働開始時期を検
証した。 
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□復原性に起因する波浪中の危険事象のひとつである過大加速度による事故を起こしたコンテナ船を供試船として
不規則波中での横加速度の長期発生確率を用いた過大加速度の危険度評価を行い、操船要素である船速、波向、
波周期を考慮した操船支援法を検討した。 その際，国際海事機関（IMO）で審議されている第 2 世代非損傷時復
原性基準のガイドラインを考慮した。 

□流体力の推定には 3 次元特異点分布法を用い、メモリー影響を含んだ時間領域船体運動計算法により短波頂不
規則波中傾斜時の船体運動計算を行い、模型実験と比較した。 

□日本近海で発生した貨物船・タンカー・旅客船の衝突（単）事故に関する運輸安全委員会の事故調査報告書から、
衝突状況、損傷状況と船体規模や航海速力に関するデータを抽出・分析した。また、船内区画進展浸水との連成
を考慮した波浪中運動推定法の検討のベースとして、粒子法を用いた LNG タンクのスロッシング、スワーリング現
象の数値シミュレーションを行い公表された模型実験結果と比較した。 

 

R1 年度の研究成果  

□一般的に停止性能を推定する場合には、プロペラ回転が正転から逆転に至るまでの回転数を時系列データとして
入力していた。曳航試験で得られた船体に働く不平衡流体力とプロペラ回転数の時系列データを与えると時系列
データとして与えると水槽実験で行った停止試験結果を実用的に推定することが可能であることを確認した。また、
船舶の停止距離は初期船速に大きく依存するが、プロペラ回転数を時系列データとして与えることで船速を変化さ
せても推定可能であることを確認した。しかし、停船動作中の実船のプロペラ回転数は船速と主機の特性で決まる
値であり、事前に時系列データを用意することは困難である。調査したところ、昭和 50 年前後にこの問題を考慮し
たモデルが提案されていることが確認された。しかし、このモデルを使用するためにはクラッシュ・アスターンにおけ
るエア投入のタイミングを与える必要があることが判明し、現在はその調査を行っている。 

□本年度拡張した荒天下操縦運動評価テストプログラムによって、規則波中保針航行時の船の平均的な船速低下・
斜航角・当舵量・6 自由度船体動揺を大略推定可能であることを明らかにした。また、本計算法は肥大船と痩せ形
船のような大きく異なる船型に対して幅広く適用可能であることを明らかにした(図 1.2.42)。 

□既存の短波長域を対象とした斜航時の波漂流力推定法(上野, 2000)では、回頭モーメントの船速影響・斜航影響
の推定精度が必ずしも十分ではないことが明らかになった(図 1.2.43)。具体的な改善については R2 年度に実施予
定。 

□既存の港湾基準は 2007 年 9 月に「次世代の航路計画基準（2007）」が日本航海学会、運航者、造船・航海・港湾
研究者により策定された。本基準は大きく分けて「航路水深」と「航路幅員」の２つの項目から構成されている。この
うち、荒天下で影響を受けると考えられる項目としては、縦揺れと上下揺れによる沈下量や横揺れと上下揺れの沈
下量、風影響による漂流角、ヨーイングの蛇行量による漂流幅などが考えられる。このうち、風影響による漂流角
やヨーイングの蛇行量による漂流幅に及ぼす影響は大きいと考えられる。これらの項目にどのような影響が及ぶ
か検討中である。 

□船舶が衝突や座礁を回避する手法としては停船か操舵による変針が考えられる。操舵により変針をすると船体は
旋回運動を行う。旋回運動中は船体が斜航することで生じる向心力と船体に働く遠心力が釣り合った状態となる。
操舵により変針する場合、船体は旋回運動を行う。旋回運動とは船体が斜航することで生じる向心力と船体に働く
遠心力が釣り合った状態のときに成り立つ。斜航角が増加することで旋回径は小さくなり旋回性能は向上すると考
えられるが、追従性能という観点からすると斜航角の増加は望ましくない。例えば、輻輳海域などで衝突を回避し
た場合には追従性能が劣ると他の船舶と衝突する危険性が生じる。そこで、本研究では旋回性能を向上させつつ、
追従性能には影響を及ぼさないような操船方法について検討を行った。さらに幾つかの状態について水槽実験を
行い、旋回性能と追従性能について確認を行った。タンカー船型の模型を用いて水槽実験を行った状態は 4 つで、
①通常の舵のみ、②船体の後方に左右舷方向に外力を発生させ高揚力舵と模擬したもの、③通常の舵と船首付
近に左右舷方向に外力を発生させたもの、④通常の舵と船首付近で左右舷方向だけではなく船首方向にも外力を
発生させたものである。これらを用いて 12kt 相当の船速で Z 操舵試験を行った。図 1.2.44 に計測された航跡（(a)）
と斜航角（(b)）、船首方位角（(c)）、船速低下（(d)）の一例を示す。図中の線は①が青線、②が黄色線、③がグレー
の破線、④が赤の破線である。②・③・④で与えた外力の大きさは同じである。また外力は操舵開始から初めの転
舵までの 8 秒程度のみ与えている。航跡と船首方位角の比較から、外力を与えたものは①よりも早い段階で変針
を始めていることが確認された。しかし、②は転舵後に航跡と船首方位角ともに一番外側まで膨らんでいることが
わかる。これは斜航角が他のものよりも大きく発達しているためで、転舵により方向転換を試みても増加した斜航
角を減少させるのに時間を要するためと考えられる。また、船速低下を比較すると②と④がほぼ同じに減速してい
ることが確認された。衝突時の被害を抑えるためには減速することも重要であり、総合的に判断すると④が望まし
い操船方法と考える。④とは左右舷方向だけではなく船首方向にも外力を発生させており、例えばバウスラスター
の噴流の向きを調整するルーバーのようなものを装備することで実現できる可能性はあると考える。 

□緊急自動衝突回避システムについて、操船シミュレータの他船運動にも相手船との異常接近時に大角度変針を行
う機能を組み込んだ。操船シミュレータを用いて、自船と他船が異常接近した際に両船で同方向に避航する緊急
自動衝突回避システムを稼働させ、浅瀬等により同方向に避航せざるを得ない状況で、稼働開始時期の調整によ
り衝突に至る場合と、衝突を回避できる場合の検証を行った（図 1.2.45）。 

 
□不規則波中での横加速度の長期発生確率を用いた危険度評価法を用いて，操船要素である船速，波向，波周期

を考慮した操船支援法をコンテナ船を対象に示した（図 1.2.46）。図 1.2.46 は船速 16kts，有義波高 7.5m で閾値を
超える波向と波周期の組み合わせを×印で示している。 
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□短波頂不規則波中傾斜時の時間領域船体運動計算の結果は直立時，傾斜時とも実験結果とよく一致しており（図
1.2.47）、危険度評価に用いる計算法として有効であることを示した。 

□500GT 以上の貨物船の航行中の衝突（単）事故（48 隻）の衝突時の速力と損傷程度の相関を分析して関係を明ら
かにした（図 1.2.48）。 

□粒子法の一つである MPS 法を用いて、LNG タンクのスロッシング、スワーリング現象の数値シミュレーションを行
い吉田らによって実施された模型試験結果との比較を行った。その結果、タンク壁圧力の時刻歴は、タンク上部の
計測点に関しては過大評価であったが、タンク下図の計測点についてはおおよその一致していることを確認した。
また、シミュレーションにおいても模型試験にて発生したスワーリング現象が確認されタンクにかかる流体力の変
化も模型試験結果とおおよその一致を確認した（図 1.2.49）。  

 

 

図 1.2.42 タンカー模型の規則波(波高船長比 1/50)中保針航行時の船体運動の比較 

 

 

(a) 直進曳航時 

 

(b) 斜航曳航時 

図 1.2.43 波漂流力の船速影響、斜航影響と既存の推定法(上野, 2000)の検証 
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(c) 斜航角の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d) 船速低下の比較 

図 1.2.44 効率的な変針による衝突回避装置の水槽実験による検証（20 度 Z 試験：タンカー船型） 
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図 1.2.45 緊急自動衝突回避システムによる航跡 

（左図：システム稼働時期が遅く衝突に至った例，右図：適切なシステム稼働により衝突を回避した例） 

 

 

 

図 1.2.46 コンテナ船の過大加速度の危険度評価法に

よる操船支援 

図 1.2.47 短波頂不規則波中傾斜時の時間領域船体運

動計算結果と模型実験との比較 

 

 
 

図 1.2.48 ：衝突（単）事故時の速力と損傷程度の関係（Moderate:外板亀裂・凹損、Serious:外板破口、Fatal;船内区

画浸水及び転覆・沈没） 
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図 1.2.49 スワーリング現象の数値シミュレーション 

（左図：タンクに作用する流体力、右図：可視化した自由表面） 

 

成果の公表  

□発表論文 
・査読論文誌 
(1) Suzuki R. et al., Estimation of full-scale ship manoeuvrability in adverse weather using free-running model test, 

Ocean engineering, 2019 (投稿中). 
・その他 
(1) 鈴木良介ほか，操縦性と耐航性の数学モデルを統合した運動方程式による波浪中旋回時の船体運動推定，海

上技術安全研究所報告 第 19 巻 別紙 第 19 回研究発表会講演集，2019.7.，pp.94-95. 
(2) Suzuki R. et al., Free-running model test using rudder effectiveness and speed response correction, and wind 

loads simulator, Proceedings of AMT’19, 2019.10. 
(3) Suzuki R. et al., Development and utilization of FMT method for direct evaluation of full-scale ship manoeuvring 

limit in adverse weather conditions, Seminar at the Institute of Marine Engineering of the National Research 
Council of Italy (CNR-INM), 2019.10., (非公開資料). 

(4) Suzuki R. et al., Prediction of manoeuvring motion in waves for KCS using a unified method, Proceedings of 
SIMMAN2020, 2020.6. (予定). 

(5) 鈴木良介ほか，規則波中保針航行時の 6 自由度船体運動計算，日本船舶海洋工学会講演論文集，30，
2020.5.(予定). 

(6) 河村昂軌，GPU クラスタを用いた粒子法による LNG タンクのスロッシングとスワーリング計算，日本船舶海洋工

学会講演論文集，30，2020.5.(予定). 

 
□出願特許 
(1) 初期旋回性能向上装置（予定） 
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(1) Sample calculations of excessive acceleration failure mode, SDC7/INF.4. 
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研究開発課

題 

(3)環境インパクトの大幅な低減と社会合理性を兼ね備えた環境規制の実現に資する規制 

手法に関する研究 

(5)船舶の更なるグリーン化を実現するための、粒子状物質（ＰＭ）等の大気汚染物質の削

減、生態系影響の防止に資する基盤的技術及び評価手法に関する研究開発 
 

研究テーマ 重点☆４ 船舶から排出される大気汚染物質に関わる環境対策技術に関する研究 
 

中長期目標 中長期計画 年度計画 

船舶による環境負荷の大幅な低
減と社会合理性を兼ね備えた環境
規制の実現及び国際ルール形成へ
の戦略的な関与を通じた海事産業
の国際競争力の強化に資するた
め、適切な規制手法、船舶のグリー
ン・イノベーションの実現に資する革
新的な技術及び実海域における運
航性能評価手法の研究開発、並び
に船舶から排出される大気汚染物
質の削減や生態系影響の防止に資
する基盤的技術及び評価手法等に
関する研究開発に取り組む。 

IMOにおいて、船舶の運航に伴い
排出される二酸化炭素（CO2）、窒
素 酸化物（ NOx ） 、 硫黄酸 化物
（SOx）等の規制が段階的に強化さ
れるとともに、排ガス中のブラックカ
ーボン（BC）等新たな課題について
も検討が行われている。このため、
これらの船舶に起因する環境負荷
の大幅な低減に資する革新的な技
術開発とともに、環境への負荷を正
しく評価したうえで社会合理性のあ
る適切な規制を構築することが求め
られている。 

また、環境負荷低減に係る技術
開発成果を背景として国際ルール
策定を主導することは、地球環境問
題解決への貢献とともに我が国海
事産業の国際競争力強化の観点か
ら重要である。 

このため、以下の研究開発を進
め 
る。 
①環境インパクトの大幅な低減と社

会合理性を兼ね備えた環境規制
の実現に資する規制手法に関す
る研究開発 

③船舶の更なるグリーン化を実現
するための、粒子状物質（PM）等
の大気汚染物質の削減、生態系
影響の防止に資する基盤的技術
及び評価手法に関する研究開発 

IMO において、船舶の運航に伴
い排出される二酸化炭素（CO2）、窒
素 酸化 物（ NOx ） 、硫黄酸 化 物
（SOx）等の規制が段階的に強化さ
れるとともに、排ガス中のブラックカ
ーボン（BC）等新たな課題について
も検討が行われている。このため、
これらの船舶に起因する環境負荷
の大幅な低減に資する革新的な技
術開発とともに、環境への負荷を正
しく評価したうえで社会合理性のあ
る適切な規制を構築することが求め
られている。 

また、環境負荷低減に係る技術
開発成果を背景として国際ルール
策定を主導することは、地球環境問
題解決への貢献とともに我が国海
事産業の国際競争力強化の観点か
ら重要である。 

このため、以下の研究開発を進
める。 
①環境インパクトの大幅な低減と社

会合理性を兼ね備えた環境規制
の実現に資する規制手法に関す
る研究開発 

－テストエンジンを用いた計測デー
タに基づく船舶排出量データの精
度検証、PM 及びPM2.5 前駆物質
の実船計測を実施する。  等 

③船舶の更なるグリーン化を実現
するための、粒子状物質（PM）等
の大気汚染物質の削減、生態系
影響の防止に資する基盤的技術
及び評価手法に関する研究開発 

－排ガス規制対応のための計測・
分析技術の開発、燃料・排ガス中
の環境負荷物質評価手法の確
立、SOx スクラバの小型化のため
の技術開発、SOx・GHG排出削減
規制対策のための排ガス処理技
術開発を実施する。  等 

 
研究の背景  

IMO において、船舶の運航に伴い排出される二酸化炭素（CO2）、窒素酸化物（NOx）、硫黄酸化物（SOx） 
等の規制が段階的に強化されるとともに、排ガス中のブラックカーボン（BC）等新たな課題についても検討が行われ
ている。このため、これらの船舶に起因する環境負荷の大幅な低減に資する革新的な技術開発とともに、環境への
負荷を正しく評価したうえで社会合理性のある適切な規制を構築する。 
具体的には、 
□排ガス規制対応のための計測・分析技術の高度化 
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□排ガス処理技術の高度化に関する研究 
□船舶から排出される PM 等の環境影響評価技術の高度化 
□次世代燃料の燃焼性評価手法の確立 
 

研究目標 
 

□陸上から個船ごとに SOx 濃度を計測するシステムの開発（不適合油対策） 
□排ガス・排水等、トータルでの環境負荷低減を目指した排ガス処理システムの開発 
□SOx 規制対応燃料に対応可能なエンジン内燃焼改善技術 
□大気質シミュレーションにより規制の効果を評価。船舶の大気汚染への寄与率を低くするような燃料・運航条件

を提案 
上記成果は、2020 年からの燃料の硫黄分規制に対応して、行政、業界の要望に応える形での小型スクラバや

燃焼改善、計測システムなどの技術開発を行うことで、今後の燃料多様化も対応可能となり海洋環境が保全され
る。また、先駆的な技術開発により我が国海洋産業の国際競争力強化へとなり得る。さらに、実験で得られた排ガ
ス計測データ（BC、PM、NOx、GHG 等）や AIS データ等を活用した大気質シミュレーションの結果は、国内だけでな
く、IMO における議論においても学術的根拠として活用される。  

 

R1 年度の研究内容  

□2020 年から開始される硫黄分規制に伴って低硫黄化された適合油（LSC）を用いた、ラボ試験及び実船 
 トライアルの実施 
□小型 SOx スクラバのための技術開発 
□各種排ガス処理装置の調査 
□船舶起源の大気汚染物質の排出濃度分布を図示するシステムを構築。 
□SOx 規制対応燃料における想定燃料（低セタン指数燃料）の燃焼性評価モデル構築。 
 

R1 年度の実績  

□昨年度に続き、2020 年以降に提供される適合油（LSC）の性状動向の調査及びその性状変化が船舶での使用条
件に与える影響（着火・燃焼性、低粘度化と高流動点化、安定性など）について検討した。今年度は、ラボ試験だけ
でなく、実船トライアルも実施し、船舶で使用するにあたって必要となる対策や留意事項について確認した。 

□内航船舶に SOx スクラバを搭載することを想定して並行流ジェット式の小型スクラバを製作し、規制に対応できる
脱硫性能を達成する条件を調査した（図 1.2.52）。 

□ブラックカーボン等の削減技術が、他の排ガス成分または環境負荷物質の排出に与える影響を考慮して、各削減
技術のメリット・デメリット、実現性、入手性等について調査をおこなった。 

□日本周辺における PM 濃度及びその船舶寄与度などを評価するため、日本周辺海域における船舶起源の大気汚
染物質の排出濃度の分布を図示するシステムを構築した。 

□想定される低硫黄燃料に対して、着火性を評価するための基礎的研究として、燃料噴霧内外の温度推
定手法を確立した。また、着火性の異なる燃料の燃焼性評価をおこなった。 

 

R1 年度の研究成果  

□2020 年以降に提供される適合油（LSC）の性状動向の調査及びその性状が船舶での使用条件に与える影響（着
火・燃焼性、低粘度化と高流動点化、安定性など）について検討した。今年度は、ラボ試験（図 1.2.50）だけでなく、
実船トライアル（図1.2.51）も実施し、HSCを提供しているバンカリング船におけるLSC補油についての課題調査や、
船舶で使用するにあたって必要となる対策や留意事項について確認した。 

□内航船舶に SOx スクラバを搭載することを想定して小型並行流ジェット式スクラバを製作し、種々の噴射ノズルを
組み合わせて、規制に対応できる脱硫性能を達成する条件を調査した（図 1.2.52）。その結果、機関の負荷率が高
く、排ガス流量が多い場合でも、噴射ノズルを組み合わせることで十分な脱硫性能が確認された。 

□日本周辺海域における船舶起源の大気汚染物質の排出濃度分布を図示するシステムを構築した。輻輳海域等の
航跡の密集する海域での空間指定・経時変化を把握するための期間指定、あるいは船型別濃淡を把握するため
の船型指定ができるプログラムとした。図示する排出量データは時々刻々の航跡データを記述する AIS の出力に
基づくため容量が膨大となるため、月毎リレーショナルデータモデルで出力・整理するシステムとした（図 1.2.53）。 

□燃料噴霧内外の温度推定手法を確立し，特別な計測手法や仮定を用いることなく解析的に火炎温度を推定できる
ようにした。これまでは，気体の状態方程式から求められる平均的な温度のみだったが，より詳細な解析が可能に
なった。火炎温度は 2000K 程度（図 1.2.54(a)中央部）となり，既往研究の結果とほぼ一致した結果が得られた。ま
た，図 1.2.54(b)に示すように壁面温度からの熱流束解析を実施し，噴射圧力ごとの壁面への移動熱量の評価も行
えるようにした。また、同一セタン指数（現在、留出油の着火性指標として使用されている）の 4 種類の燃料を対象
に実験をおこなった。着火性評価の他に全量の排気からフィルタによって捕集されたすすの排出を評価したところ，
図 1.2.54(c)に示すように，同一セタン指数でもすすの排出には大きな違いが現れることが明らかになった。すなわ
ち、セタン指数のみでは排出量予測はできないので、燃焼試験が必要であることを示唆している。 
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図 1.2.50 適合油の陸上試験結果の一例（輸入燃料の利用可能性の検討） 

 

図 1.2.51 適合油の実船トライアル（499GT 小型貨物船～14,000GT 級 RoRo 船など 12 隻で実施） 

 

図 1.2.52 小型スクラバの開発 

(a) 従来の充填塔式スクラバ (b) 小型スクラバ
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図 1.2.53 日本周辺海域における船舶起源の大気汚染物質の排出量分布 

 

図 1.2.54 燃料の燃焼性評価手法の検討 
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研究開発課

題 

(4)船舶のグリーン・イノベーションの実現に資する革新的な技術及び実海域における運航性 

能評価手法に関する研究開発 
 

研究テーマ 重点☆５ 実海域実船性能評価に関する研究 
 

中長期目標 中長期計画 年度計画 

船舶による環境負荷の大幅な低
減と社会合理性を兼ね備えた環境
規制の実現及び国際ルール形成へ
の戦略的な関与を通じた海事産業
の国際競争力の強化に資するた
め、適切な規制手法、船舶のグリ 
ーン・イノベーションの実現に資する
革新的な技術及び実海域における
運航性能評価手法の研究開発、並
びに船舶から排出される大気汚染
物質の削減や生態系影響の防止に
資する基盤的技術及び評価手法等
に関する研究開発に取り組む。 

IMO において、船舶の運航に伴い
排出される二酸化炭素（CO2）、窒素
酸化物（NOx）、硫黄酸化物（SOx）
等の規制が段階的に強化されるとと
もに、排ガス中のブラックカーボン等
新たな課題についても検討が行わ
れている。このため、これらの船舶
に起因する環境負荷の大幅な低減
に資する革新的な技術開発ととも
に、環境への負荷を正しく評価した
うえで社会合理性のある適切な規
制を構築することが求められてい
る。 
また、環境負荷低減に係る技術開

発成果を背景として国際ルール策
定を主導することは、地球環境問題
解決への貢献とともに我が国海事
産業の国際競争力強化の観点から
重要である。 
このため、以下の研究開発を進め

る。 
②船舶のグリーン・イノベーショ 

ンの実現に資する革新的な技術 
及び実海域における運航性能評 
価手法に関する研究開発 

IMO において、船舶の運航に伴
い排出される二酸化炭素（CO2）、窒
素酸化物（NOx）、硫黄酸化物（SOx）
等の規制が段階的に強化されるとと
もに、排ガス中のブラックカーボン
（BC）等新たな課題についても検討
が行われている。このため、これら
の船舶に起因する環境負荷の大幅
な低減に資する革新的な技術開発
とともに、環境への負荷を正しく評価
したうえで社会合理性のある適切な
規制を構築することが求められてい
る。 
また、環境負荷低減に係る技術開

発成果を背景として国際ルール策定
を主導することは、地球環境問題解
決への貢献とともに我が国海事産業
の国際競争力強化の観点から重要
である。 
このため、以下の研究開発を進め

る。 
②船舶のグリーン・イノベーショ 

ンの実現に資する革新的な技 
術及び実海域における運航性 
能評価手法に関する研究開発 

－実船の実海域性能を高度化す 
る研究プロジェクトにおける 
研究を継続する。本年度は、標 
準化した実船モニタリング解 
析法を用い、経年劣化・生物汚 
損影響評価を検討する。  等 

 
研究の背景  

IMO において、船舶の運航に伴い排出される二酸化炭素（CO2）、窒素酸化物（NOx）、硫黄酸化物（SOx）等の規
制が段階的に強化されるとともに、排ガス中のブラックカーボン（BC）等新たな課題についても検討が行われてい
る。このため、これらの船舶に起因する環境負荷の大幅な低減に資する革新的な技術開発とともに、環境への負
荷を正しく評価したうえで社会合理性のある適切な規制を構築。具体的には、 
□次世代 EEDI,EEOI の開発及び実海域運航性能向上技術に関する研究 
□水槽試験を活用した舶用推進プラントの実海域自動適応制御技術開発に関する研究 
□船体表面流の制御による船舶の省エネルギー技術開発に関する研究 

 
研究目標  

□波浪影響をより合理的なものとする計算法を確立 等 
□最小限のパラメータで推進プラントの特性を忠実に表現可能な汎用数学モデルの開発 等 
□船尾形状の変更、適切な付加物、境界層吸込・吹出等の技術を統合した最適伴流設計システムの開発 等 

 
上記成果は、以下の事が期待される。 

①極めて省エネ効果の高い船型・省エネデバイス開発が可能となり、省エネルギーが強化され、海洋環境が保 
護される。合理的な燃費報告規制により、実海域での省エネ運航が可能となり、GHG の削減が図られる。 
また、推進プラントの実海域性能向上により更なる省エネが実現される。さらに、海事クラスター共同研究 
での人材育成を通じ我が国海事産業（クラスター）競争力強化に資する。 

②国際ルール形成への戦略的な関与により我が国海洋産業の国際競争力が強化される。また、革新的省エネ技 
術の実現により、我が国造船業の国際競争力が強化されるとともに、最適(エコ)運航システムの実現により、 
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我が国海運のコスト低減が達成される。実海域での実船性能を直接水槽試験で評価可能となり新たな推進 
プラントの開発が促進され、我が国海洋産業の国際競争力が強化される。 

③船舶の省エネ化、推進プラントの実海域性能向上により、国際海運の排出する温室効果ガスが削減され、地 
球環境が保全される。また、運航技量評価方法等により、燃費報告規制の的確な実施が図られ、IMO 等の期 
待に応えられる。さらに、北極海航路の性能推定技術により、ポーラーコード等の技術的要請に応えられる。 

 

R1 年度の研究内容  

□実船モニタリングデータによる実海域性能評価のガイドライン案を作成する。 
□波浪中および風圧力 CFD 計算法を作成する。 
□波浪中試験及び風洞試験法を作成する。 
□実海域性能評価法の計算手順の作成、プログラム化、検証を行う。 
□実海域実船性能評価手法に関する国際動向調査、海外船社へのヒアリングを行う。 
□最適運航システムの開発の一環として、氷海対応 VESTA（VESTA-ICE）の対象船型拡張及びウェザールーティン

グへの VESTA 活用のための環境構築 
□出会い海象に応じて主機電子ガバナーゲインを目的に応じて自動調整するアルゴリズムの開発と、数値計算及び

主機特性自航装置を用いた模型試験による実証 
□前年度までに開発している主機特性自航装置を用いる水槽試験法の汎用化を目的として、これまでの自由航走方

式による試験法を曳航試験方式に適用するための検討を行う 
□推進プラントエンジンのデジタルツインを開発するために運転状態に応じてモデルパラメータ同定するアルゴリズ

ムの開発を行う。 
□推進システムの異常検知を目的としてインテリジェントモニタリングアルゴリズムの開発を行う。 
□一般商船を対象とした船型・流場データベース作成の効率化を目的として伴流設計システムの拡張を図る。 
□船型とプロペラ、そして省エネ付加物を一体的に最適設計するシステムの構築を目的とし、伴流設計システムの知

見を応用した省エネ付加物の検討を行う。 
□流場計測技術の高度化に向け、長手方向に複数断面の 2D3C PIV 計測を行い実験データから 3 次元渦構造を再

構築、CFD 計算結果と比較を行う。 
□400m 水槽における 2D3C PIV 計測の実現のために、マイクロバブルをトレーサとした PIV 計測を実施し、課題等を

抽出する。 
□キャビテーションと船尾流場の関係を明らかにすることを目的として、大型キャビテーション水槽に流場計測技術の

構築を行う。 
□流場計測データと CFD 等の数値計算を組み合わせたデータ同化手法について検討を開始する。 
□超低速船の推進性能および技術課題を明らかにする。 
□空気潤滑法における気泡吹出周波数制御による摩擦抵抗低減効果を確認する。 
□弾性表面波デバイスによる効果的な乱流摩擦抵抗低減法の探索を実施する。 
□プロペラ水中騒音の実船と模型の相関を把握する。 
 

R1 年度の実績  

□実船モニタリングデータからの平水中性能抽出法として、RCM（Resistance Criteria Method）を開発し、そのガイド
ラインを作成した。 

□実船性能評価のための汚損、経年影響評価法について検討した。 
□実船の慣動半径の標準値について実船データの調査及び文献調査を実施した。 
□波浪中計算法の作成のために CFD により全方位波中の抵抗増加計算を実施した。 
□風圧力計算法の作成のために CFD により風圧力計算を実施した。また、同計算法を ITTC で作成中の CFD によ

る風圧力計算ガイドライン案に反映するよう委員会活動を通じて働きかけ、合意された。 
□波浪中試験、風洞試験の推奨実施・解析法を作成した。波浪中試験法については海外での比較試験結果を用い

てその妥当性を確認した。 
□ライフサイクルの実海域実船性能を評価する標準航路・海象の設定を検討し、計算法を開発した。 
□評価手法の想定ユーザーである国内外船社へのヒアリングを実施した。 
□EU-MRV データ及び北極海航路を通航した船舶の燃料消費等の分析を行い、分析ツールを構築した。 
□氷海対応 VESTA（VESTA-ICE）の対象船型拡張及びウェザールーティング環境構築を実施した。 
□船舶主機電子ガバナーのゲインの自動調整アルゴリズム開発のための“船体抵抗＋プロペラ＋主機特性の連成

計算プログラム”を作成した。 
□強化学習手法に基づく主機電子ガバナーゲインの自動調整アルゴリズム設計に関する検討を行った。 
□主機特性自航装置を用いる水槽試験法を曳航方式で実施するための方法論を構築し、実際に水槽試験を実施し

て自由航走試験結果と比較した。 
□インテリジェントモニタリングのための主機シミュレションプログラムを作成した。 
□異常状態を検知するためカルマンフィルターを適用して因子分析を行う手法の検討を行った。 
□開発した主機シミュレションログラムにより、異常状態を検知するアルゴリズムの検証を実施した。 
□カルマンフィルターに基づく主機モデルのパラメータ同定するアルゴリズムを設計し、就航船での実データを使い検

証を実施した。 
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□伴流設計技術の高度化を目的とし、伴流設計に AI 技術を適用するための船型表現手法と高速伴流推定システム
の開発を行った。 

□伴流設計技術の知見を応用し、従来開発済みの省エネ付加物（WAD/USTD）の省エネ効果をさらに高めるダクト/
フィン型の省エネ付加物の検討を行った。 

□伴流設計システムの実用化（外部提供）の手法についてクラウド環境による外部提供手法を検討した。 

□ダクト型省エネ付加物の喫水影響を把握するため、FBG 圧力センサを用いた船尾圧力分布計測およびピトー管を

用いた伴流分布計測の解析を実施した。 

□曳航水槽における流場計測技術の高度化を目的とし、長手方向に複数断面の 2 次元 3 成分（2D3C）PIV 計測を行
い実験データから 3 次元渦構造を再構築、CFD 計算結果と比較を行った。 

□400m 水槽における 2D3C PIV 計測の実現のために、マイクロバブルをトレーサとした PIV 計測を実施し、課題等の
抽出を行った。 

□キャビテーション水槽における流場計測技術の構築を目的として、PIV 計測システムの構築及び試計測を行い、課
題等の抽出を行った。 

□肥大船を対象に，低速航走時の直進および斜行状態の推進性能を水槽試験にて把握した。 
□36m 長尺模型を用いた気泡吹出周波数制御による摩擦抵抗低減効果を計測した。 
□弾性表面波デバイスの試作品の改良および特性試験を実施した。 
□練習船を対象に実船及び模型船の水中騒音データを取得した。 
 

R1 年度の研究成果  

□実船モニタリングデータ解析における平水中性能評価の高度化のため、見掛けスリップ比によるデータフィルタリ
ング法を開発し、その有効性を示した。また、外乱の推定精度が良好でない場合にも一定の精度を確保できるよ
う、抵抗増加率に着目したフィルタリング手法として RCM(Resistance Criteria Method)を開発した（図 1.2.55）。 

□汚損・経年影響が推進性能に及ぼす影響を評価するためのシミュレーションツールを作成した（図 1.2.56）。 
□実船モニタリングにおける多層型対水流速計の利用可能性について、一般商船で実施される往復航行試験を実

施し、検証データを取得した（図 1.2.57）（OCTARVIA Project と連携）。 
□実船の運航状態（縦慣動半径、横慣動半径、横揺固有周期）について、要目ベースで推定する簡易式を作成した。 
□CFD により全方位波中の抵抗増加計算を実施し（図 1.2.58）、波浪中 CFD 計算法を作成した（OCTARVIA Project

と連携）。 
□CFD により風圧力計算を実施し、風圧力計算法を作成した（OCTARVIA Project と連携）。また、同計算法を ITTC

ガイドライン案に反映した（図 1.2.59）。 
□波浪中試験、風洞試験の推奨実施・解析法を作成した（OCTARVIA Project と連携）。波浪中試験法については海

外での比較試験結果を用いてその妥当性を確認した（OCTARVIA Project と連携）。 
□ライフサイクルの実海域実船性能を評価する標準航路・海象の設定を検討し、気象海象の長期統計（GLOBUS）を

利用した海象影響の評価を実施した（図 1.2.60）。 

     
 

図 1.2.55 RCM による抽出した平水中性能の精度向上の例 
（左： RCM なし、右：RCM あり） 

 

図 1.2.56 汚損・経年影響による馬力増加率の時系列の例 
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図 1.2.57  ADCP 計測と往復航行試験による検証データ取得

（OCTARVIA Project との協業） 

図 1.2.58 CFD による斜波中の抵抗増加計算

例 

（OCTARVIA Project との協業） 

 

 

図 1.2.59 成果が反映された ITTC の風

CFD 計算ガイドライン（案） 

図 1.2.60 長期統計（GLOBUS）を利用して調査した海象影響 

（北太平洋航路） 

 
□2018 年の EU-MRV データの分析によりアイスクラス船 28 隻の年間燃料消費量を抽出し、元データから欠落して

いる年間総航路長を海氷密接度ごとに解析して補い、北極海航路を通航した船舶の運航性能実態を明らかにし
た（図 1.2.61）。 
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図 1.2.61 アイスクラス船に関する年間燃料消費量（左）及び年間総航路長（右） 

青色は開水中、橙色は海氷密接度 15%以上の氷中を表す。 

 
□“船体抵抗＋プロペラ＋主機特性の連成計算プログラム”の開発により、波浪中主機負荷変動の時系列評価とガ

バナーゲイン設定による影響評価が可能となった（計算例：図 1.2.62） 
□主機電子ガバナーゲインの自動調整アルゴリズム設計について基本方針を定めた 
□曳航方式に展開した主機特性自航装置を用いる水槽試験法は自由航走方式と同等の計測が可能であることを実

験結果から示した。 
 

 
図 1.2.62 開発プログラムによる規則波中（斜め向波）の波浪中主機負荷変動計算例 

 
□主機モデルのパラメータを同定するアルゴリズムについて基本設計を定めた（図 1.2.63 は計算例）。 
□主機シミュレ－ションプログラムに異常模擬モデルを追加し、主機の実機試験により有効性を検証した。異常状態

を検知するアルゴリズムの評価が可能となった（図 1.2.64 は検証例） 
 

 

図 1.2.63 主機モデルのパラメータ同定によるガバナー時定数の計算例 
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図 1.2.64 主機シミュレ－ションプログラムによる異常検出の検証例 

 
□AI 技術を船型設計に応用するための鍵となる船体表現手法（IHR: Imaged-based Hull Form Representation）を開

発した。 
□開発した船体表現手法（IHR）と AI 技術のひとつである CNN（Convolutional Neural Network）を組み合わせ、従来

手法（CFD 計算）よりも数万倍高速に船尾伴流場を推定することが出来る高速伴流推定システムを開発した（図
1.2.65）。 

□内航船データベースを用いて高速伴流推定システムの推定精度の評価を行い、実用的な精度で伴流分布が推定
できることを確認した。 

□伴流設計技術の知見を応用し、従来開発済みの省エネ付加物（WAD/USTD）の省エネ効果をさらに高めるダクト/
フィン型の省エネ付加物の検討を行った。 

□伴流設計システムの実用化（外部提供）の手法についてクラウド環境による外部提供手法を検討した。クラウド準
備 WG と連携し、設計ツールのクラウド環境による外部提供の実現上の課題等をリスト化した。 

□FBG センサによる船尾圧力分布と PIV による長手方向複数断面の流場計測により、船尾ビルジ渦の発達過程を
圧力と流場の両面から実験的に評価することが可能となった（図 1.2.66）。 

□大型キャビテーション水槽第 2 計測胴における模型船船尾まわりの PIV 計測システムの構築を行い、試計測を実
施した（図 1.2.67）。その結果構築したシステムにより省エネデバイスの有無による流場への影響を評価可能なこ
とを確認した。一方、精度向上のためにはキャリブレーションの高度化等が必要なことが明らかになった。 

□ダクト型省エネ付加物の喫水影響を調査し、本対象船では満載状態よりバラスト状態のダクトによる自航要素の改
善および馬力削減効果が大きいことを確認した。これは、船尾縦渦の中心高さが低くなることにより、伴流分布の
ダクト前縁の一部面内流速の向きがプロペラ中心方向に向かうことでダクトに流入する流入速度および流入角が
改善し、推力減少係数が改善していることを、水槽試験結果と CFD 結果を比較することによって明らかにした（図
1.2.68）。 

□実船 PIV 試験結果の解析を行い、実船伴流においても船尾ダクトによる流場への影響を確認することが出来た。
またプロペラ位相角によってプロペラ前方流場が変化することを確認した。 

 

  

図 1.2.65 CNN による流場推定結果（青：CFD、橙：

推定値） 

図 1.2.66 FBG センサによる船尾圧力分布と PIV に

よる流場計測結果 
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図 1.2.67 大型キャビテーション水槽 PIV 計測システム 

  
図 1.2.68 船尾付加物後方の流場（左：裸殻、右：船尾ダクト付） 

□超低速肥大船開発の一環として船速約 5～16knot における抵抗・自航試験を実施し、斜航時を含めた推進性能を
把握した（図 1.2.69）。10knot 相当以下の低速では計測値が小さく、かつ模型の乱流遷移が不十分と思われるため、
現在の自航動力計等の計測装置では計測値のバラツキが大きくなる問題が明らかとなった。問題解決のためには、
模型船を大きくするか自航動力計の更新が必要と考えられる。 

□船速 12～16knot において、連続気泡吹出（吹出周波数 0Hz）に比べ、摩擦抵抗低減効果が約 5%向上する有効な
気泡吹出方法（間欠空気潤滑法：吹出周波数 0.5Hz）を見出した（図 1.2.70）（北海道大学と連携）。 

□弾性表面波試作デバイスの計測結果を基に、圧電材料の物性と厚み、圧電材料を貼り付ける基材の物性、回路
の周波数から決まる音響流放射角について推定ツールを改良した。旧試作デバイスで生じた問題を解決する改良
を行った新試作デバイス（図 1.2.71）の特性試験の結果、縦波伝搬速度が推定式と一致した。 

□船速の低下（プロペラ回転数の低下）とともに，プロペラに発生するキャビテーションが減少し，水中騒音が低下す
る現象を定量的に把握し（図 1.2.72）、実船-模型の相関データを取得した。 

 
 

 

CCDカメラ

プリズム

ダブルパルスレーザ



- 62 - 
 

 

 

図 1.2.69 船速約 5～16knot における斜航角（β）によ

る自航要素の変化 

図 1.2.70 気泡吹出周波数の変化による摩擦抵抗低減

効果（間欠空気潤滑法） 

 
 

図 1.2.71 弾性表面波新試作デバイス 図 1.2.72 実船水中騒音計測結果（近接音場） 
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(17) K. Shiraishi et al.: Development of 3D Shape Measurement System for Deformation Measurements of Flexible 
Composite Marine Propellers, Ocean Engineering（投稿中） 

(18) C. Kawakita et al.:Evaluation of Drag Reduction for Ship with Air Lubrication System, Journal of Marine Science 
and Technology（投稿中） 

(19) 藤沢純一他：低速肥大船の斜航中推進性能について、日本船舶海洋工学会論文集（投稿中） 
(20) H. Kawashima et al.: Speed Dependence of Drag Reduction by Air Lubrication and Effect of Void Fraction and 

Velocity Distribution in Boundary Layer, Journal of Marine Science and Technology（投稿中） 
(21) H. Kawashima et al.: Effect of roughness parameter of coated surface on frictional resistance, Journal of Marine 

Science and Technology（投稿中） 
(22) 若生大輔他：長尺平板模型を用いた空気潤滑法における周期吹出による摩擦抵抗低減に関する研究、日本船

舶海洋工学会論文集（投稿中） 
 

・本文査読付き会議録：５件 
(1) N. Sogihara, A. Sakurada, M. Kuroda, M. Tsujimoto, Y. Sugimoto and K. Hasegawa: Development of a Numerical 

Model on Displacement Correction for Ship Performance in Calm Seas Based on Full-Scale Measurement: 
ISOPE2019, pp.4719-4724 (2019) 

(2) S. Yokota, M. Kuroda, R. Fukasawa, H. Ohba, M. Tsujimoto: Detailed Study on the Behavior of Ships in Very Short 
Waves, OMAE2020 (2020)（投稿中） 

(3) Y. Ichinose and T. Taniguchi: A Fast Stern Wake Prediction Method Utilizing Convolutional Neural Network 
OMAE2020 (2020)（投稿中） 

(4) T. Tanaka, H.J. Park, Y. Oishi, Y. Tasaka, Y. Murai, C. Kawakita: Bubbly Drag Reduction Promoted by Generating 
Void Waves in High-Speed Turbulent Channel Flows, Japan-U.S. Seminar on Two-Phase Flow Dynamics (2020)
（投稿中） 

(5) Kumagai, C. Kawakita, Y. Oishi, Y. Murai: Towing tank experiments using a ship model rigged with hydrofoil bubble 
generators for ship drag reduction: Ships prefer small air bubbles?, Japan-U.S. Seminar on Two-Phase Flow 
Dynamics (2020)（投稿中） 

 
・その他： ４４件 
(1) 辻本勝：流体分野のGHG削減－今後の対応と技術－、海上技術安全研究所報告第19巻別冊、pp. 9-14 (2019) 
(2) 枌原直人、黒田麻利子、櫻田顕子、横田早織、辻本勝：実船モニタリングデータ解析のための船体形状・船体

性能推定プログラム EAGLE の開発、海上技術安全研究所報告第 19 巻別冊、pp. 82-83 (2019) 
(3) 櫻田顕子、横田早織：実船搭載を想定した波高計による波向計算プログラムの開発、海上技術安全研究所報

告第 19 巻別冊、pp. 86-87 (2019) 
(4) 辻本勝：実海域推進性能と実海域船型学－国際海運からの GHG 排出規制と海上技術安全研究所における取

り組み－、令和元年度船舶海洋工学研修 推進性能応用 (2019) 
(5) 辻本勝：EEDI 規制と船舶性能、関西海事教育アライアンス (2019) 
(6) 辻本勝：船舶の抵抗・推進（１）実海域船型学（２）実海域推進性能－規制の国際動向－（３）実海域推進性能－

設計・運航への利用－、東京大学大学院新領域創成科学研究科船舶抵抗・推進論 (2019) 
(7) 辻本勝：流体分野の GHG 削減、第 78 回実海域推進性能研究会 (2019) 
(8) 久米健一：GHG 削減へ向けた IMO/MEPC および ITTC/SOS の動向、第 78 回実海域推進性能研究会 (2019) 
(9) 辻本勝、Oleksiy Bondarenko、福田哲吾、北川泰士：主機軸系慣性モーメントの簡易推定、第 79 回実海域推進

性能研究会 (2020) 
(10) 横田早織、黒田麻利子、深澤良平、大場弘樹、辻本勝：大型船舶で顕著となる極短波長における向波中抵抗増

https://doi.org/10.1007/s00773-018-0611-x
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加と試験の精度、第 79 回実海域推進性能研究会 (2020) 
(11) 黒田麻利子：実船からの温室効果ガス削減のための海技研の研究開発、バリシップ 2019 (2019) 
(12) 久米健一：ハード面からの温室効果ガス削減への取組み －内航船型及び省エネ装置の事例－、バリシップ

2019 (2019) 
(13) 黒田麻利子、辻本勝、櫻田顕子：実海域省エネ船首 COVE、バリシップ 2019 (2019) 
(14) 松沢孝俊, 北極海航路における運航支援システムについて , 第 9 回北極海航路に係る産官学連携協議会 

(2019) 
(15) 辻本勝：船舶分野の地球温暖化ガス排出規制と海洋情報の利用、第 4 回海洋・宇宙産業連携推進検討会 

(2020) 
(16) 北川泰士，塚田吉昭，上野道雄，鈴木良介：主機特性及び操縦性能の相似則を考慮した自由航走模型試験法，

KFR 第 345 回例会「新しい水槽試験技術」 (2019) 
(17) 北川泰士，他，デジタルツイン技術を活用した船舶主機モニタリングシステム及び実海域下船速・主機状態予測

システムの開発, 海上技術安全研究所報告第 19 巻別冊, pp. 92-93 (2019) 
(18) 北川泰士，船舶の主機負荷変動推定のための波浪中プロペラ有効流入速度モデルに関する研究，大阪大学 

博士学位論文 (2020) 
(19) 北川泰士、蓮池伸宏：不規則波中の船舶性能を再現する規則波条件を決定するための一手法、第 79 回実海

域推進性能研究会 (2020) 
(20) 北川泰士，蓮池伸宏，実海象中の船舶性能を再現する規則波条件を決定するための一手法，日本船舶海洋工

学会講演会論文集，第 30 号 (2020)（投稿中） 
(21) Bondarenko O., et al.: Development of a Diesel engine’s Digital Twin for the prediction of propulsion system 

dynamics. In Proc.: The 2nd International Conference on Modeling and Optimization of Ship Energy Systems 
(MOSES), pp.19-27 (2019) 

(22) ボンダレンコオレクシー、福田哲吾、北川泰士：船舶推進プラントとして主機デジタルツインの開発，海上技術安
全研究所報告第 19 巻別冊, pp.39-46 (2019) 

(23) 拾井隆道、Winden Bjorn、藤沢純一、上入佐光：外航ばら積み船における実船流場計測及び水中騒音、船尾変
動圧力計測, 海上技術安全研究所報告第 19 巻別冊, pp. 84-85 (2019) 

(24) T. Hiroi, B. Windén, A. Kleinwächter, E. Ebert, J. Fujisawa, H. Kamiirisa, N. Damaschke, C. Kawakita : Full-scale 
on-board measurements of wake velocity profiles, underwater noise and propeller induced pressure fluctuations, 
日本船舶海洋工学会講演会論文集, 第 29 号, pp.193-198 (2019). 

(25) 一ノ瀬康雄: デジタル化にともなう船舶性能解析技術の将来展望, 第19回海上技術安全研究所講演会講演集, 
pp. 33-46 (2019). 

(26) 一ノ瀬康雄、谷口智之: Convolutional Neural Network による高速流場推定手法の提案, 第 14 回推進・運動性
能研究会 (2019) 

(27) 一ノ瀬康雄: 船舶設計における AI/クラウド技術の活用, 西部造船会技術研究会構造部会第 37 回若手勉強会 
(2019) 

(28) 一ノ瀬康雄: デジタル技術による船舶省エネ化の将来展望, 海と産業革新コンベンション（うみコン 2020）(2020) 
(29) 濱田達也，一ノ瀬康雄，新川大治朗，藤沢純一：FBG 圧力センサとピトー管を用いた圧力・流場計測によるダク

ト型省エネ付加物の喫水影響に関する研究，日本船舶海洋工学会講演会論文集，第 29 号，pp. 187-192 (2019) 
(30) 拾井隆道、濱田達也、澤田祐希、牧野雅彦：海技研高速チャネルにおける気液二相流中 PIV 計測技術と大型

キャビテーション水槽における PIV の利用、回流水槽における PIV 技術に関するミニシンポジウム (2019) 
(31) 田中泰爾，朴炫珍，田坂祐司，村井祐一，川北千春：ボイド波生成による高速チャネル乱流の摩擦抵抗低減率

向上，日本機械学会 第 24 回動力・エネルギーシンポジウム (2019) 
(32) 中村隼人，大石義彦，河合秀樹，村井祐一，川北千春，濱田達也：水平チャネル気泡流における乱流せん断応

力とボイド率の変動値の 4 象限解析，日本機械学会 第 97 期流体工学部門講演会講演論文集 （2019） 
(33) 佐藤弘康，川北千春，大石義彦，村井祐一，熊谷一郎，藤原佳祐，内本翔希：翼型気泡発生装置を用いた 36m

長尺模型船の摩擦抵抗低減実験，日本機械学会・関東学生会第 59 回学生員卒業研究発表講演会(2020) 
(34) 川北千春：船舶における推進装置に関する評価研究，化学工学誌 83 巻 6 号(2019) 
(35) 川北千春，藤沢純一，澤田祐希，拾井隆通，木村校優：プロペラ前方ダクトによる水中騒音低減効果，日本船舶

海工学会 第 13 回推進・運動性能研究会 (2019) 
(36) 木村校優，岸本隆，松田識史，川北千春：実船のプロペラ放射雑音計測に関する考察，ターボ機械協会 第 82

回ターボ機械協会講演会論文集 (2019) 
(37) 川北千春，川並康剛，山磨敏夫：舶用弾性変形プロペラのスキュー角影響，ターボ機械協会 第 82 回ターボ機

械協会講演会論文集 (2019) 
(38) 峰島大誠，中居俊介，向居善郁，宮川和芳，川北千春：水中翼のフラッタ特性把握及びキャビテーションによる

影響評価，第 82 回ターボ機械協会講演会論文集 (2019) 
(39) 若生大輔，濱田達也，川北千春：長尺模型を使用した空気潤滑試験-全抵抗および局所摩擦抵抗，日本船舶海

洋工学会講演会論文集 (2020)（投稿中） 
(40) 濱田達也，若生大輔，川北千春：20m 長尺模型を用いた空気潤滑法によるボイド率分布と局所せん断力の低減

に関する研究，日本船舶海洋工学会講演会論文集 (2020)（投稿中） 
(41) 松田識史，岸本隆，木村校優，川北千春：SPIV による深江丸実船流場計測実施について，日本船舶海洋工学
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会講演会論文集 (2020)（投稿中） 
(42) 川島英幹他：空気潤滑における速度とボイド率の抵抗低減効果への影響，日本船舶海洋工学会講演会論文集 

(2020)（投稿中） 
(43) 新郷将司，金井健，川北千春：超低速肥大船の主要目の検討（第１報），日本船舶海洋工学会講演会論文集 

(2020)（投稿中） 
(44) 一ノ瀬康雄他：システムズアプローチによる海上ゼロエミッションデータセンターのコンセプト評価，日本船舶海

洋工学会講演会論文集 (2020)（投稿中） 
 
□特許出願：７件 
(1) 模型船試験自動化システム 
(2) 船舶性能評価・提供システム 
(3) 波浪スペクトル 

(4) エンジンのモニタリングと因子分析の組み合わせによる 新しい異常検知・診断システム 

(5) 船尾用付加物、船尾用付加物を有した船尾形状、及び船舶（ダクト・フィン） 
(6) 船体表現手法 
(7) 音響流による流場制御装置 
 
□プログラム登録：３件 
(1) 船型設計支援ツール 
(2) 船体形状・船体性能推定プログラム UNITAS-V4 
(3) 船体長手方向法線ベクトルの影響を考慮したストリップ法による船体縦運動の動揺推定プログラム 
 
□プレス発表：２件 
(1) 全球版波と風の統計データベース（GLOBUS）詳細版をリリース－高詳細な全球の気象海象の長期統計データ

が利用可能－：令和元年 7 月 19 日 
(2) 36m 長尺模型船による高度空気潤滑法の抵抗低減実験を公開：令和元年 10 月 4 日 
 
□国際貢献：３件 
(1) K. Kume: Summary of Case Studies on Wind Forces Estimated by CFD - Validation of average wind velocity by 

JBC and HSBC -, ITTC/SOS (2019). 
(2) K. Kume: Wind Velocity Profile and Representative Wind Velocity for a Wind Resistance Test, ITTC/SOS (2019). 
(3) K. Kume: Summary of Case Study on Wind Forces by CFD (JBC) , ITTC/SOS (2019). 
 
□博士学位取得：１名 
(1) 北川泰士：船舶の主機負荷変動推定のための波浪中プロペラ有効流入速度モデルに関する研究，大阪大学大

学院工学研究科地球総合工学専攻 (2020) 
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研究開発課

題 

(4)船舶のグリーン・イノベーションの実現に資する革新的な技術及び実海域における運航

性能評価手法に関する研究開発 
 

研究テーマ 重点☆６ 船舶の総合性能評価のための次世代ＣＦＤ技術の高度化に関する研究 
 

中長期目標 中長期計画 年度計画 

船舶による環境負荷の大幅な低減
と社会合理性を兼ね備えた環境規
制の実現及び国際ルール形成への
戦略的な関与を通じた海事産業の
国際競争力の強化に資するため、
適切な規制手法、船舶のグリーン・
イノベーションの実現に資する革新
的な技術及び実海域における運航
性能評価手法の研究開発、並びに
船舶から排出される大気汚染物質
の削減や生態系影響の防止に資す
る基盤的技術及び評価手法等に関
する研究開発に取り組む。 

IMO において、船舶の運航に伴
い排出される二酸化炭素（CO2）、
窒素酸化物（NOx）、硫黄酸化物
（SOx）等の規制が段階的に強化さ
れるとともに、排ガス中のブラックカ
ーボン等新たな課題についても検
討が行われている。このため、これ
らの船舶に起因する環境負荷の大
幅な低減に資する革新的な技術開
発とともに、環境への負荷を正しく
評価したうえで社会合理性のある
適切な規制を構築することが求め
られている。 

また、環境負荷低減に係る技術
開発成果を背景として国際ルール
策定を主導することは、地球環境
問題解決への貢献とともに我が国
海事産業の国際競争力強化の観
点から重要である。 

このため、以下の研究開発を進
める。 
②船舶のグリーン・イノベーショ 

ンの実現に資する革新的な技術
及び実海域における運航性能評
価手法に関する研究開発 

IMO において、船舶の運航に伴
い排出される二酸化炭素（CO2）、
窒素酸化物（NOx）、硫黄酸化物
（SOx）等の規制が段階的に強化さ
れるとともに、排ガス中のブラックカ
ーボン（BC）等新たな課題について
も検討が行われている。このため、
これらの船舶に起因する環境負荷
の大幅な低減に資する革新的な技
術開発とともに、環境への負荷を
正しく評価したうえで社会合理性の
ある適切な規制を構築することが
求められている。 

また、環境負荷低減に係る技術
開発成果を背景として国際ルール
策定を主導することは、地球環境
問題解決への貢献とともに我が国
海事産業の国際競争力強化の観
点から重要である。 

このため、以下の研究開発を進
める。 
②船舶のグリーン・イノベーション

の実現に資する革新的な技術及
び実海域における運航性能評価
手法に関する研究開発 

－実船の実海域性能を高度化する
研究プロジェクトにおける研究を
継続する。本年度は、標準化し
た実船モニタリング解析法を用
い、経年劣化・生物汚損影響評
価を検討する。  等 

 
研究の背景  

IMO において、船舶の運航に伴い排出される二酸化炭素（CO2）、窒素酸化物（NOx）、硫黄酸化物（SOx）等の規
制が段階的に強化されるとともに、排ガス中のブラックカーボン（BC）等新たな課題についても検討が行われてい
る。このため、これらの船舶に起因する環境負荷の大幅な低減に資する革新的な技術開発とともに、環境への負
荷を正しく評価したうえで社会合理性のある適切な規制を構築。具体的には、 
□平水中での性能計算手法の高機能化・高速化 
□実プロペラモデルを用いたハイブリッド型省エネデバイスの性能計算手法の開発および二相流への拡張 
□実船馬力推定における風圧抵抗評価手法の確立およびガイドライン策定 
□付加物を含む波浪中での計算手法の確立 
□荒天下における大振幅動揺計算手法の開発 
□船体や省エネ付加物等の形状最適化システムの構築 
 

研究目標 
 

□実船スケールを含む平水中性能計算手法の確立と計算ガイドライン（国交省海事局） 
□実プロペラモデルとの組合せを含む実用的な形状を有するハイブリッド型省エネ付加物に対する性能推定手法

およびキャビテーション計算手法の開発 
□上部構造物を含む風圧抵抗の評価手法の確立と計算ガイドライン（実海域実船性能評価プロジェクト） 
□波浪中での計算手法（実海域実船性能評価プロジェクト） 
□荒天時における損傷時船舶の自力航行などの船体運動シミュレーション手法の開発 
□CAD、CFD、最適化手法を組み合わせて、船体や省エネ付加物等の形状最適化が可能 
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 上記成果は、平水中における実船スケールを含む計算ガイドライン、実船馬力推定における風圧抵抗評価手法
の確立およびガイドライン等の成果を活用し、ITTC Recommended Procedure 等による国際標準化において公平
かつ標準的な計算法の策定に貢献し得る。また、大波高時の損傷船舶の自力航行シミュレーションが可能にな
り、将来の合理的な復原性基準の構築につながるとともに、海難事故を減少させ、安全・安心な社会の実現に貢
献する。さらに、実海域性能を推定できる高速な CFD システムを産業界に提供することにより、短期間で高性能な
船型を開発できるようになる。また、平水中・波浪中で効果の高い省エネ付加物等の開発により、我が国海洋産業
の国際競争力強化へとなり得る。 

 

R1 年度の研究内容  

□平水中での性能計算手法の高機能化・高速化 
動的重合格子とプロペラ形状を忠実に再現した計算格子を使用した実形状プロペラ計算手法における計算負荷の
低減を目的として、重合格子の格子ごとに時間ステップを定義するマルチタイムステップ法を導入する。また、実船馬
力の直接推定を可能にするため、数理モデルの選定や格子分割数等のパラメータ影響を調査し、実用に資する計算
手法を構築する。 
□実プロペラモデルを用いたハイブリッド型省エネデバイスの性能計算手法の開発および二相流への拡張 
重合情報生成システム UP_GRID を機能拡張し、付加物取り付けの際の境界面処理を改良するとともに O 型トポロジ
ーで部分接合する手法を開発し、対応可能な省エネデバイス等を拡充する。さらに開口部を有する形状を扱えるよう
機能拡張を行う。界面捕獲法の精度向上と重合格子化を検討する。 
□実船馬力推定における風圧抵抗評価手法の確立およびガイドライン策定 
複数の船種について風向・風速を変化させたシリーズ計算を行い、実験結果との比較・検証を実施するともに、計算
ガイドラインを構築する。 
□付加物を含む波浪中での計算手法の確立 
向波以外の波向での波浪中抵抗計算を行い、実験結果との比較による検証を行う。また、船首水面上形状が異なる
船型での波浪中計算を実施し、実験結果と比較することにより計算精度を検証する。 
 

R1 年度の実績  

□動的重合格子を用いる、プロペラ形状を忠実に再現した計算格子を使用した実形状プロペラ計算法において、マ
ルチタイムステップ法を導入し、格子ごとに時間ステップを定義できるよう拡張した。動的重合格子の重合情報更新
のインターバルを設定する手法とも組み合わせて、動的重合格子のオーバーヘッドを小さくでき、計算時間を短縮で
きる新たな手法を開発した。実船スケール計算において粗度を考慮できる壁関数モデルを開発し、実船流場との比
較検証を行った。省エネ付加物付きの実船 SPIV 計測データに基づく、詳細な比較検証を行った。さらに練習船にお
ける実船スケール計算を行い、実船 SPIV 及びスラスト・トルク計測結果との比較検証から、実船スケール計算法の
ガイドラインを構築した。自由表面付き自由航走状態の計算法を構築し、実験結果との比較から、その有効性を示し
た。浅水状態での計算法を検討し、浅水時の底面の境界条件により違いを明らかにし、実験結果との比較検証を行
った。 

□付加物取り付けの際の境界面処理の改良として、複数の境界面が他物体表面に接合しているケースや開口部付

近の特定の部位だけが接合するケースなど、接合状態が複雑な場合でも接合処理を可能とする手法を開発した。物

体に部分接合する省エネデバイスに対して新しく O 型トポロジーによる手法を開発し、計算の安定性が向上した。 

□多次元THINC法を用いたセル積分ベースの界面捕獲アルゴリズムについて、時間積分法等の見直しにより、体積
保存率が向上した。また、計算過程に使用するパラメータの計算法等を改良することで、並列化無しでも、計算時間
を従来の約 1/3 に短縮した。開発した界面捕獲アルゴリズムを重合格子に対応させ、単一格子状態と比べ、体積保
存率がほぼ同一になることを確認したが、格子の重合状態によってはアルゴリズムの改良が必要であることも明らか
になった。 
□重合格子法を用いて、PCC 船型（デッキライン上に多数の小構造物が配置）、ケミカルタンカー船型（上甲板上トラ
ンスバルクヘッド付き）、バルクキャリ船型（クレーンやブリッジのバルコニー付き）等様々な上部構造物形状への
CFD 計算手法を開発した。検証については実海域実船性能評価プロジェクトにて行い、風圧力抵抗等に関して風洞
試験と概ね良い一致が得られた。計算結果に基づき、計算格子、数理モデルの選択、境界層の取扱、境界条件、解
析方法等に関して計算ガイドラインとしてまとめた。(実海域実船性能評価プロジェクトと連携)  
□水面上形状が異なる船型差等を含めて定量的に推定できる波浪中計算手法を開発し、実海域実船性能評価プロ
ジェクトにて向波中の標準計算法を構築した。波向きを変更した規則波中の計算を複数船型で行い、実験結果との
検証から、精度良く推定できることを示した。(一部は実海域実船性能評価プロジェクトにて実施） 
 

R1 年度の研究成果  

□実船スケール計算において粗度を考慮できる壁関数モデルを開発し、実船流場計測結果との比較から、モデルの
有効性を示した。 
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図 1.2.73 実船相当平板での粗度による無次元速度分布の変化   図 1.2.74 実船流場データとの比較 

(赤線：粗度モデル) 
 
□付加物付き実船 SPIV 計測結果に基づき、実船スケール計算結果を検証し、実船粗度を考慮することで計測結果
と一致する結果が得られることを示した。さらに練習船における SPIV 及びスラスト・トルク計画結果との比較を行い、
実船スケールにおける計算ガイドラインを構築した。 
□自由表面付きでの自由航走計算法を開発し、船速や船体運動のロール角の時刻歴等の実験結果との比較から計
算法の有効性を示した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 1.2.75 付加物付き実船 SPIV 計測結果と計算結果の比較     
 
 
□計算格子の複数の境界面を他の計算格子の物体表面と接合できるように改良した。開口部がある場合に一部を
接合し、かつ重合させることを可能にした。また、部分貫入する省エネデバイスについて O 型トポロジー格子による手
法を開発することで流場計算の安定性が向上した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    図 1.2.77 上部構造物のブリッジへのウィング接合状態   図 1.2.78 船尾に部分貫入するダクト 
 
□多次元THINC法を用いたセル積分ベースの界面捕獲アルゴリズムについて、計算法の見直しにより、体積保存率
の向上・計算時間の短縮を達成し、また計算アルゴリズムを重合格子に対応するよう拡張した。 
 
 

   図 1.2.76 自由表面付き自由航走計算結果 

上図：航走時可視化、下図：ロール角時刻歴の比較 

計測結果 計算結果 
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図 1.2.79 多次元 THINC 法による界面捕獲検証結果 
   （上段：初期状態、下段：移流計算後）  
 
□上甲板上の複雑な構造物が配置される場合について、重合格子ベースの CFD 計算で風圧力を精度良く推定でき
る計算手法を開発した。実海域実船性能評価プロジェクトにおける計算格子、計算パラメータ、解析方法等風圧力計
算に関する計算ガイドライン構築に貢献した。 

図 1.2.81 風向角 20 度でのバルクキャリアの上部構造物周りの流場計算例(左：船体全体, 右：ブリッジ部分) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 1.2.82 複数研究機関による風圧力計算結果と計測結果との比較(P3.0 が本計算結果) 

 
□水面上形状の異なる複数の船型等について向波中での抵抗計算手法を開発し、実海域実船性能評価プロ
ジェクトにおいて実験結果との比較検証を行った。波向きを変更した計算を複数船型で実施し、実験結果との
比較から、十分に精度を有することを示した。(一部は実海域実船性能評価プロジェクトにて実施) 
 
 
 
 
 

図 1.2.80 重合格子対応 THINC 法による界面捕獲 

計算結果 

黒：初期状態、緑：移流後、赤：計算格子の重合領域) 
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              図 1.2.83 バルクキャリア船型における向波中計算結果 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              図 1.2.84 コンテナ船型における波向き変更計算結果 
 
□新バージョンのリリースと普及のためのセミナー開催各 1 回 
 

成果の公表  

□プログラム登録 2 件 
1. 重合格子による物体まわりの粘性流場計算プログラム(NAGISA) Ver3.33 
2. 複雑形状物体まわり流場計算のための重合格子処理プログラム（UP_GRID）Ver2.1R2 
 
□査読付き論文 4 件 
1. Sakamoto, N. et al.：Identification of KVLCC2 manoeuvring parameters for a modular-type mathematical model by 

RaNS method with an overset approach, Ocean Engineering Vol.188 
2. Kobayashi, H. et al.：On calculation guidelines of ship motion and added resistance in head waves -parametric 

studies by RANS-, Applied Ocean Research (投稿中) 
3. Ohashi, K.：Numerical Study of Roughness Model Effect Including Low-Reynolds Number Model and Wall Function 

Method at Actual Ship Scale, JMST 
4. Tani, G. et al.：NOISE MEASUREMENTS OF A CAVITATING PROPELLER IN DIFFERENT FACILITIES: RESULTS 

OF THE ROUND-ROBIN TEST PROGRAMME, Ocean Engineering (投稿中) 
 
□本文査読付き会議録 3 件 
1. Sakamoto, N. et al.：Estimation of Flows around a Full Scale Ship by Structured Overset RaNS Code “NAGISA”, 

IWSH 2019 

波浪中抵抗増加量 ピッチ運動振幅 ヒーブ運動振幅 

ヒーブ運動振幅 
ピッチ運動振幅 

ロール運動振幅 

斜向い波 

横波 
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2. Ohashi, K.：Comparison of Wall Function Model with Low-Reynolds Number Model under Roughness Effect Condition 
at Actual Ship Scale, 22th Numerical Towing Tank Symposium 

3. Ohashi, K.：NUMERICAL STUDY OF ROUGHNESS MODEL EFFECT AT ACTUAL SHIP SCALE, ECCOMAS MARINE 
2019 

 
□その他 10 件 
1. 大橋訓英他：実船スケール(レイノルズ数 10 の 9 乗相当)における壁関数と粗度条件の適用性調査，第 24 回 計

算工学講演会 
2. 坂本信晶他：実船省エネ付加物周りの流場解析および実船 PIV 計測結果を用いた検証, 海技研発表会 
3. 大橋訓英：マルチタイムステップと動的重合格子法による船舶の推進状態の計算手法の開発, 日本流体力学会

年会 
4. 小林寛他：向波中の波浪中抵抗増加 CFD 計算における計算条件の設定について－RANS 計算のパラメトリックス

タディ－, 日本船舶海洋工学会秋季講演会 
5. Sakamoto, N. et al.：Overset RaNS Computation of Flow around Bulk Carrier with ESD in Full Scale and its Validation, 

日本船舶海洋工学会秋季講演会 
6. 坂本信晶他：実船船尾流場の直接推定-実船計測とシミュレーションの融合-, 海技研講演会 
7. Sakamoto, N. et al.：Overset RaNS Study for the Effect of Tank Bottom Condition to the KCS under Static Drift in 

Shallow Water, 第 15 回推進・運動性能研究会 
8.小林寛：CFD 解析のスマート化, 海技研報告 
9. Kobayashi, H. et al.：Numerical Study for Wind Resistance of a Bulk Carrier, 2020 年度日本船舶海洋工学会春季講

演会(投稿済) 
10. Sakamoto, N. et al.：Overset RaNS Study for the Effect of Tank Bottom Condition to the KCS under Static Drift 

in Shallow Water, 2020 年度日本船舶海洋工学会春季講演会(投稿済) 
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研究開発課題 (4)船舶のグリーン・イノベーションの実現に資する革新的な技術及び実海域における運航

性能評価手法に関する研究開発 
 

研究テーマ 重点☆７ 多様なエネルギー源等を用いた新たな舶用動力システムの開発に関する研究 
 

中長期目標 中長期計画 年度計画 

船舶による環境負荷の大幅な低減
と社会合理性を兼ね備えた環境規
制の実現及び国際ルール形成への
戦略的な関与を通じた海事産業の
国際競争力の強化に資するため、
適切な規制手法、船舶のグリーン・
イノベーションの実現に資する革新
的な技術及び実海域における運航
性能評価手法の研究開発、並びに
船舶から排出される大気汚染物質
の削減や生態系影響の防止に資す
る基盤的技術及び評価手法等に関
する研究開発に取り組む。 

IMO において、船舶の運航に伴
い排出される二酸化炭素（CO2）、
窒素酸化物（NOx）、硫黄酸化物
（SOx）等の規制が段階的に強化さ
れるとともに、排ガス中のブラックカ
ーボン等新たな課題についても検
討が行われている。このため、これ
らの船舶に起因する環境負荷の大
幅な低減に資する革新的な技術開
発とともに、環境への負荷を正しく
評価したうえで社会合理性のある
適切な規制を構築することが求め
られている。 

また、環境負荷低減に係る技術
開発成果を背景として国際ルール
策定を主導することは、地球環境
問題解決への貢献とともに我が国
海事産業の国際競争力強化の観
点から重要である。 

このため、以下の研究開発を進
める。 
②船舶のグリーン・イノベーショ 

ンの実現に資する革新的な技術 
及び実海域における運航性能評 
価手法に関する研究開発 

IMO において、船舶の運航に伴
い排出される二酸化炭素（CO2）、
窒素酸化物（NOx）、硫黄酸化物
（SOx）等の規制が段階的に強化さ
れるとともに、排ガス中のブラックカ
ーボン（BC）等新たな課題について
も検討が行われている。このため、
これらの船舶に起因する環境負荷
の大幅な低減に資する革新的な技
術開発とともに、環境への負荷を
正しく評価したうえで社会合理性の
ある適切な規制を構築することが
求められている。 

また、環境負荷低減に係る技術
開発成果を背景として国際ルール
策定を主導することは、地球環境
問題解決への貢献とともに我が国
海事産業の国際競争力強化の観
点から重要である。 

このため、以下の研究開発を進
める。 
②船舶のグリーン・イノベーション

の実現に資する革新的な技術及
び実海域における運航性能評価
手法に関する研究開発 

－実船の実海域性能を高度化する
研究プロジェクトにおける研究を
継続する。本年度は、標準化し
た実船モニタリング解析法を用
い、経年劣化・生物汚損影響評
価を検討する。  等 

 
研究の背景  

 IMO において、船舶の運航に伴い排出される二酸化炭素（CO2）、窒素酸化物（NOx）、硫黄酸化物（SOx）等の規
制が段階的に強化されるとともに、排ガス中のブラックカーボン（BC）等新たな課題についても検討が行われてい
る。このため、これらの船舶に起因する環境負荷の大幅な低減に資する革新的な技術開発とともに、環境への負
荷を正しく評価したうえで社会合理性のある適切な規制を構築。具体的には、 
□多様なエネルギー源を用いた舶用動力システム技術 
□各種動力システムの安全性・船舶適用性評価 
□アンモニア燃料利用における未燃アンモニアと亜酸化窒素の排出低減方法の開発 
 

研究目標  

□水素エネルギーを利用した舶用動力システムおよび多様なエネルギー源を用いた動力システムの評価手法 

□各種動力システムの安全性評価手法 

上記成果は、多様なエネルギー源を船舶で活用する技術により、水素社会、環境にやさしい社会が実現されるこ

と、および、先駆的な技術開発により我が国海洋産業の国際競争力強化へとなり得る。 

 

R1 年度の研究内容  

□水素混焼ガスエンジンの排気再循環（EGR）技術による燃焼抑制技術を開発する。 
□水素混焼ガスエンジンのクランクケース内の燃料成分濃度を計測し、安全性の評価し、対策を検討する。 
□水素混焼ガスエンジンの水素脆性に関する文献調査を行う。 
□アンモニア混焼エンジンに関連して、アンモニア燃焼の反応計算を利用して、未燃 NH3 および N2O の効果的な排
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出量削減手法を検討する。 
□アンモニア混焼エンジンのアンモニア混焼率増加のため、実験用エンジンへのアンモニア取り入れ部を改造する。 
□未燃 NH3 対策として用いる酸化触媒の種類、排ガス組成および温度が N2O や NOxの発生挙動に与える影響の実
験的に調査する。 
□舶用大型エンジンへの適用を想定して、水素・アンモニア燃焼技術を研究・開発するための燃焼試験装置を
設計する。 
□実現性が高い GHG 削減船の調査を実施する。 
□水素燃料電池システム等を搭載する船舶の試設計を発展させ、安全対策等について詳細に検討する。 
 

R1 年度の実績  

□昨年度までの実験から、ガスエンジンに水素混焼した場合、燃焼期間の短縮によって筒内圧力が上昇することが
わかった。R1 年度は筒内圧力の上昇を抑制するために、排気再循環技術（EGR）を用いた燃焼抑制手法について実
験を行い、有効性を検討した。 
□水素混焼時のクランクケース内の燃料成分（水素とメタン、エタン、プロパン、ブタン等）の濃度を分析し、可燃下限
界を推定することによってクランクケース内の安全性を評価した。 
□舶用機関材料として広く使用されている鋳鉄に関して、水素脆性の研究例が少ないこと、シリンダ内のような圧力・
温度変動がある場合についても十分な研究が行われていないことがわかった。 
□アンモニア混焼エンジンにおける未燃 NH3および N2O の削減手法の検討として、化学反応機構を用いた数値計算
モデルを構築し、アンモニア・ヘプタン（軽油相当燃料）・空気の予混合気の燃焼反応の数値解析を実施した。 
□アンモニア混焼率を増加させる手段として、液化アンモニアの噴霧試験装置を試作し、予備試験を実施した。 
□触媒要素試験装置を用いて、Pt 系酸化触媒のアンモニア分解時の反応生成物を測定した。 
□舶用大型エンジンの燃焼を模擬できる燃焼試験装置を設計した。 
□GHG 削減技術およびその効果について調査し、GHG 削減船への適用性について取りまとめた。 
□水素燃料電池システムおよび水素混焼エンジンを搭載する小型船舶を主対象として、その適用性並びに安全性を
調べた。 
 

R1 年度の研究成果  

□水素混焼ガスエンジンの陸上実験より、EGR の適用および点火時期の調整が水素の急激な燃焼を効果的に抑制
するとともに、メタンスリップを大幅に低減できる優れた手法であることを実証した（図 1.2.85）。 
□水素混焼ガスエンジンにおけるクランクケース内の燃料成分濃度は、水素熱量混焼率 25%において、可燃下限界
（着火によって爆発を起こす最低濃度）を超えることがわかった（図 1.2.86）。対策としてクランクケース内を空気で希
釈するシステムを構築し、その効果を検証した。 
□アンモニア混焼エンジンにおける化学反応機構を用いた数値計算モデルにより、ヘプタン（軽油相当燃料）とアンモ
ニアの予混合気の燃焼計算を実施した結果、ヘプタンの混合によりアンモニアの分解（燃焼）が早く進むことが明らか
になった（図 1.2.87）。 
□試作した液化アンモニア噴射装置の予備試験を実施し、その噴霧状況並びに基本性能を確認した（図 1.2.88）。 
□触媒要素試験装置を用いて、Pt 系貴金属を用いた酸化触媒のアンモニア酸化性能および反応生成物を測定した。
この結果、Pd 触媒を用いた場合に Pt 触媒よりも、低い温度におけるアンモニアの酸化反応が進み、さらに N2O およ
び NOx の生成を抑える効果が得られることが明らかになった（図 1.2.89）。 
□今後活用の拡大する可能性のある代替燃料並びに GHG 削減技術について、上記研究成果を含めて、開発状況
を調査し、実現可能性を検討した（表 1.2.2）。さらに、将来の代替燃料並びに GHG 削減技術による GHG 削減シナリ
オを検討するための計算ツールを作成した（図 1.2.90）。 
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図 1.2.85 EGR 技術の適用による筒内圧力上昇の抑
制 

図 1.2.86 クランクケース内の燃料濃度と可燃下限界 

 

  
図 1.2.87 アンモニア燃焼反応計算結果 図 1.2.88 液化アンモニア供給装置の概要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(a) Pt 0.5%触媒 (b) Pd 0.5%触媒 

図 1.2.89 Pt 系触媒および Pd 系触媒による NH3酸化性能試験と反応生成物の挙動 
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表 1.2.2 代替燃料の主な物性と特徴 
 

熱量あたり

CO2排出量
※1 

熱量あたり

燃料体積 
※1 

利点 課題 

水素(H2) 

（燃料電池含

む） 

0 4.46 ・船上 CO2排出ゼロ 

・小型の水素燃料混焼船・燃料電池船は実績

あり 

・陸上ボイラー・ガスタービンの実績あり 

・燃料体積（C 重油の約 4.5 倍） 

・貯蔵安定性の技術課題（液体時-253℃） 

・供給インフラ未整備 

・バンカリング技術未成熟 

・燃焼制御等の技術課題 

アンモニア 0 

N2O 未考

慮 

2.72 ・船上 CO2排出ゼロ 

・ガスタービン燃焼の実績あり 

・燃料体積（C 重油の約 2.7 倍） 

・NOX発生 

・N2O 発生（温室効果は CO2の約 300 倍と

言われている） 

・毒性あり 

・専焼での燃焼性、大出力化等の技術課題 

LNG 0.74 

メタンスリッ

プ未考慮 

1.65 ・実用化済 

・（水素等に比べ）エネルギー体積密度が高い 

・合成／バイオメタン用にインフラ転用可能 

・現行 IGF コードで規則整備済 

・CO2削減効果限定的 

・メタンスリップ 

[・化石燃料使用に対する国際的な逆風？] 

メタン 

（CH4） 

0.71 

[0※2]  

メタンスリッ

プ未考慮 

1.80 ・バイオは IPCC ガイドラインにおいてカーボ

ンニュートラル扱い 

・実用化済の LNG と技術的に同等に使用可

能 

・LNG のインフラ転用可能 

・現在 IPCC ガイドラインにおいて、カーボン

リサイクルメタンをカーボンニュートラルとす

る明示的な記載は無い 

バイオディー

ゼル 

[0] （～1.2） ・バイオは IPCC ガイドラインにおいてカーボ

ンニュートラル扱い 

・陸上において混焼は商業レベル 

・貯蔵安定性の技術課題 

[・他セクター消費のため、海運への供給不

足？] 

メタノール 

（CH3OH） 

0.90 

[0※2]  

2.39 ・バイオは IPCC ガイドラインにおいてカーボ

ンニュートラル扱い 

・メタノール燃料船は建造実績あり 

・取扱い容易 

・現在 IPCC ガイドラインにおいて、カーボン

リサイクルメタンをカーボンニュートラルとす

る明示的な記載は無い 

・燃料体積（C 重油の約 2.4 倍） 

・着火性、大出力化の技術課題 

エタノール 

（C2H5OH) 

0.93 

[0※2] 

1.79 ・バイオは IPCC ガイドラインにおいてカーボ

ンニュートラル扱い 

・バイオエタノールの生産は商業レベル 

・取扱い容易 

・現在 IPCC ガイドラインにおいて、カーボン

リサイクルメタンをカーボンニュートラルとす

る明示的な記載は無い 

・着火性、大出力化の技術課題 

※1 熱量あたりの CO2排出量及び燃料体積（液化時）は、低位発熱量 40.4 MJ/kg、CO2 排出係数 Cf=3.114 t-CO2/t-Fuel，比重 0.94 の舶用重

油（C 重油）を基準としている。熱量あたりの CO2排出量は IPCC ガイドライン 及び EEDI 計算ガイドライン の低位発熱量を基に算出している。 

※2 カーボンリサイクル燃料（CO2を分離・回収して再利用する技術によって人工的に製造される燃料）やバイオ燃料の場合 0 となる。 

 

 
図 1.2.90  GHG 削減シナリオ検討ツールによる計算例 
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研究開発課

題 

(5)船舶の更なるグリーン化を実現するための、粒子状物質（ＰＭ）等の大気汚染物質の 

削減、生態系影響の防止に資する基盤的技術及び評価手法に関する研究開発 
 

研究テーマ 重点☆８ 船舶に起因する海洋汚染防止技術及び生態系影響評価に関する研究 
 

中長期目標 中長期計画 年度計画 

船舶による環境負荷の大幅な低減
と社会合理性を兼ね備えた環境規
制の実現及び国際ルール形成への
戦略的な関与を通じた海事産業の
国際競争力の強化に資するため、
適切な規制手法、船舶のグリーン・
イノベーションの実現に資する革新
的な技術及び実海域における運航
性能評価手法の研究開発、並びに
船舶から排出される大気汚染物質
の削減や生態系影響の防止に資す
る基盤的技術及び評価手法等に関
する研究開発に取り組む。 

IMO において、船舶の運航に伴
い排出される二酸化炭素（CO2）、
窒素酸化物（NOx）、硫黄酸化物
（SOx）等の規制が段階的に強化さ
れるとともに、排ガス中のブラックカ
ーボン等新たな課題についても検
討が行われている。このため、これ
らの船舶に起因する環境負荷の大
幅な低減に資する革新的な技術開
発とともに、環境への負荷を正しく
評価したうえで社会合理性のある
適切な規制を構築することが求め
られている。 

また、環境負荷低減に係る技術
開発成果を背景として国際ルール
策定を主導することは、地球環境
問題解決への貢献とともに我が国
海事産業の国際競争力強化の観
点から重要である。 

このため、以下の研究開発を進
める。 
③船舶の更なるグリーン化を実現 

するための、粒子状物質（PM） 
等の大気汚染物質の削減、生態 
系影響の防止に資する基盤的技 
術及び評価手法に関する研究開 
発 

IMO において、船舶の運航に伴 
い排出される二酸化炭素（CO2）、
窒素酸化物（NOx）、硫黄酸化物
（SOx）等の規制が段階的に強化さ
れるとともに、排ガス中のブラックカ
ーボン（BC）等新たな課題について
も検討が行われている。このため、
これらの船舶に起因する環境負荷
の大幅な低減に資する革新的な技
術開発とともに、環境への負荷を正
しく評価したうえで社会合理性のあ
る適切な規制を構築することが求
められている。 
また、環境負荷低減に係る技術 

開発成果を背景として国際ルール
策定を主導することは、地球環境
問題解決への貢献とともに我が国
海事産業の国際競争力強化の観
点から重要である。 
このため、以下の研究開発を進 

める。 
③船舶の更なるグリーン化を実現

するための、粒子状物質（PM）等
の大気汚染物質の削減、生態系
影響の防止に資する基盤的技術
及び評価手法に関する研究開発 

－排ガス規制対応のための計測・
分析技術の開発、燃料・排ガス中
の環境負荷物質評価手法の確
立、SOx スクラバの小型化のた
めの技術開発、SOx・GHG 排出
削減規制対策のための排ガス処
理技術開発を実施する。  等 

 
研究の背景  

IMO において、船舶の運航に伴い排出される二酸化炭素（CO2）、窒素酸化物（NOx）、硫黄酸化物（SOx） 
等の規制が段階的に強化されるとともに、排ガス中のブラックカーボン（BC）等新たな課題についても検討が行わ
れている。このため、これらの船舶に起因する環境負荷の大幅な低減に資する革新的な技術開発とともに、環境
への負荷を正しく評価したうえで社会合理性のある適切な規制を構築。具体的には、 

□流出油の回収・処理の高効率化に関する研究 
□油・放射性物質等が環境放出した際の環境影響評価システムの高度化 
・モニタリングによる海底堆積物中の放射性物質濃度分布の分析 
・数値解析による海底堆積物中における放射性物質高濃度領域の形成過程の解明 
・環境影響評価システムの高度化・検証 
□船体付着生物の問題に関する研究 
□海洋環境影響評価システムの対象物質拡張及び高度化 

 
研究目標  

□厳しい海象条件でも滞油性能の高いオイルフェンス（あるいは新規の漏油防止装置）の提案。 
□一部の海底堆積物への放射性物質の集中あるいは希釈状況の把握が可能となることによる、原発事故による

漁業や水産物への将来にわたる環境影響及び対策の検討への寄与。 
□放射性物質輸送容器が海没した際の、放射性物質海洋放出による環境影響評価手法の提示。 
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□広範囲な物質（油・有害化学物質・放射性物質・船体防汚塗料に由来する銅等の船舶起源海洋汚染物質）を対
象とした、閉鎖湾内・外洋のいずれの場合にも適用可能な海洋拡散シミュレーション計算基盤の構築。 

□船体付着生物管理ガイドラインの見直しにおける、妥当かつ合理性のある船体付着生物の越境移動抑制方策
の提示。 

□ニッチエリアに対する防汚技術が IMO で新たに問題視された場合の技術的バックデータの蓄積・提示。  
 

上記成果は、以下の事が期待される。 
①本研究の実施により新しい油回収・処理効率向上技術が開発されれば、油除去作業に伴う困難さが軽減さ 

れ、かつ海難事故に起因する油流出による甚大な環境汚染を低減することが期待できる。 
②本研究で整備される環境影響評価支援システムにより、事故対応措置のみならず、事故による漁業や水産 

物に与える影響を将来にわたって把握するために有用な情報の提供が可能となり、科学的根拠に基づく食 
品等の国内基準や行動規範の策定、衛生管理レベルの向上に資することが期待される。 

③本研究で高度化される海洋拡散シミュレーション技術により、広範囲な物質(油・有害化学物質・放射性物 
質・船体防汚塗料に由来する銅等の船舶起源海洋汚染物質)及び広い海域(閉鎖湾内と外洋)を対象とした海 
洋拡散シミュレーション計算が可能となり、研究成果を化学物質の安全性評価に係る基礎データ、及び IMO 
における議論のバックデータとして活用することが期待できる。 

④生物の越境移動の問題について合理的な規制が導入されることにより、海洋環境が保護される。また、国 
際ルールの形成に対して戦略的に関与することにより、我が国の海洋産業の国際競争力強化につながる。 

 

R1 年度の研究内容  

【海難事故時における油回収・処理効率向上技術の開発】 
□油処理剤の微細化促進効果が得られる処理剤混合方法及び混合条件を実験的に明らかにし、これまでに当

所で実施した油回収・処理効率向上技術に関するとりまとめを行う。 
【海洋への放射性物質流出時における環境影響評価技術の開発】 
□油等有害物質拡散モデル及び放射性物質拡散モデルを一つの環境影響評価システムに統合し、日本周辺

海域の任意の海域で流出した油の流動計算ができるようにする。 
【船体付着生物の問題に関する研究】 
□日本提案の ISO 原案の発効を目指し、ソウ類を用いた防汚塗料の防汚効果評価試験方法のドラフトを作成する。 
【海洋環境影響評価システムの対象物質拡張及び高度化】 
□油等有害物質及び放射性物質以外の船舶起源海洋汚染物質について IMO 提案書及び文献の調査を行い、

これまで構築してきた海洋放出時環境影響評価システムへの適用可能性を調べる。 
 

R1 年度の実績  

【海難事故時における油回収・処理効率向上技術の開発】 
□座礁船の燃料タンクからの重質油回収作業を容易にするため、重質油に水及び添加剤（界面活性剤など）を加え

て重質油の流動性を能動的に制御する手法について、実験的に検討した。 
【海洋への放射性物質流出時における環境影響評価技術の開発】 
□曳航式放射線検出器を用いた海底堆積物中の放射性物質 137Cs 濃度分布の経時変化に基づき、国のモニタリン

グ計画へどのように反映すべきか、その提言をまとめた。 
□油流出を対象とした海洋拡散評価に対して、質量保存流速場モデルに基づく海流予測値を使用できるようにし、油

流出事故直後に迅速に海洋拡散評価ができるようにシステムを改良した。 
【船体付着生物の問題に関する研究】 
□ソウ類を対象とした防汚塗料性能評価試験法の骨子を作成し、主要な汚損生物であるシオミドロを用いたラボ試

験を行って、温度・流速等の基本的な試験条件を設定した。さらに、実海域試験を行って得られた結果をラボ試験
結果と比較することで、当該試験法の妥当性を検証した。 

【海洋環境影響評価システムの対象物質拡張及び高度化】 
□船舶起源海洋汚染物質のうち、船底防汚塗料由来の銅化合物及び排ガス洗浄水中に含まれる重金属につ

いて、構築済みの海洋放出時環境影響評価システムへの適用可能性を調べた。 
 

R1 年度の研究成果  

【海難事故時における油回収・処理効率向上技術の開発】 
□重質油に加える水添加率及び界面活性剤種類／添加率を変化させた場合の粘度変化を計測した結果、適量の

界面活性剤を加えることで重質油の粘度が（1000 分の 1 程度まで）急激に低下することが分かった（図 1.2.91）。
また、顕微鏡観察の結果より、重質油－水－界面活性剤の 3 成分分散混合系が、水添加率を増やすと、不安定
な W/O エマルションから安定した O/W エマルションへと転移することを確認した（図 1.2.92）。以上の試験結果
は、重質油に界面活性剤を添加して加水することで、重質油の粘度特性を飛躍的に改善できる可能性を示
唆するものである。 

 
【海洋への放射性物質流出時における環境影響評価技術の開発】 
□現在、本研究による海底堆積物中放射性物質濃度のモニタリング結果に基づく提言を、国によるモニタリング計画
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に反映させる取り組みが進められている。これにより、本研究成果は、国による放射性物質の分布状況の中長期
予測に活用される。 

□油流出を対象とした海洋拡散評価に対して、質量保存流速場モデルに基づく海流予測値を使用できるようにし、油
流出事故直後に迅速に海洋拡散評価ができるようにシステムを改良した（図 1.2.93）。 

【船体付着生物の問題に関する研究】 
□昨年度までに構築したフジツボ及びムラサキイガイを用いた防汚塗料性能評価試験法に関する ISO 21716 Part-

1~3 について、試験法案の追加修正及び各国コメントを反映し、委員会原案（CD）投票の通過、及び国際規格案
（DIS）の作成を経て、DIS 投票の段階まで進展させた。 

□ソウ類を対象とした防汚塗料性能評価試験法の骨子を作成した。シオミドロ（Ectocarpus siliculosus）を用いてラボ
実験を行い、当該試験法を用いて防汚塗料の性能が評価できることを示した（図 1.2.94）。さらに、広島及び岡山の
2 か所で実海域試験を行って得られた亜酸化銅濃度と汚損との関係をラボ試験結果と比較したところ、両者の結
果がおおむね一致しており、当該試験法の妥当性を確認することができた（図 1.2.95）。以上のように、実海域浸漬
試験を実施して妥当性が検証された防汚塗料性能評価試験法は、世界的にも例を見ないものである。 

□ソウ類を用いた防汚塗料性能評価試験法に関する成果を、ISO/TC8/SC2/WG5 中間会合にて報告した。新規追
加提案に備えて、ISO 21716-4（藻類を用いた生物試験法）の原案（NWP）を作成した。 

【海洋環境影響評価システムの対象物質拡張及び高度化】 
□流出油・放射性物質以外の船舶由来海洋汚染物質について、海洋放出時環境影響評価システムへの適用可

能性を調べた。例えば船底防汚塗料由来の銅化合物については、従来行われている閉鎖湾内での影響評
価手法で局所的高濃度生成領域の評価ができないため、海洋中微粒子に吸着・移流しつつ海底へ沈降してゆく
運命モデルの開発が必要となる、等の結果を得た。 

 
 

 
 

      

図 1.2.91 水添加比率に対する重質油粘度特性      図 1.2.92 図 1.2.91 の Case2 で O/W エマル                 

ションが安定形成されている状態 

 

 
図 1.2.93 質量保存流速場モデルに基づく油流出時海洋拡散計算例 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

V
is

c
o

si
ty

  
（

m
P

a 
s 

）

Water fraction （ - ）

Case 1 

OIL

Case 2 

OD  ×10 %

Case 3  

S 1  × 2 %

Case 5  

S 2  × 2 %

Einstein 



- 80 - 
 

 

図 1.2.94、図 1.2.95 シオミドロを用いた防汚塗料の性能評価試験結果 
［左図］：ラボ生物試験における亜酸化銅配合量に対する、ソウ類から抽出した色素の蛍光強度値における有意差検
定結果。**は亜酸化銅配合量 0wt.%に対して有意な差を、****は非常に顕著な有意差を示している。 
［右図］：亜酸化銅配合量に対する実海域浸漬試験とラボ生物試験との比較。FL（緑）：ラボ実験における蛍光強度値、
St.1（赤）及び St.2（岡山）：広島及び岡山での実海域試験における汚損指数。両者とも亜酸化銅配合量の増加に伴
い汚損が減少する傾向を示している。 
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