
- 81 - 
 

研究開発課

題 

(6)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 

(7)海洋資源開発に係る生産システム等の基盤技術の開発及び安全性評価手法の確立に

関する研究 
 

研究テーマ 重点☆９ 海洋資源開発に係る基盤技術及び支援技術に関する研究 
 

中長期目標 中長期計画 年度計画 

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。 

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 
ム等の基盤技術の開発及び安全
性評価手法の確立に関する研究 

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 

 
研究の背景  

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。具体的には、 

□海洋再生可能エネルギーに係る基盤技術及び安全性評価技術の開発に関する研究 

・低コスト・高効率発電デバイスの開発 

・認証及びステージゲート判定のための安全性・性能評価手法の構築 

・産業化に向けた要素技術の開発 
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□海洋資源開発システムの総合安全性評価技術の開発に関する研究 

・海底熱水鉱床開発等のナショナルプロジェクトの技術支援 

・厳環境下に設置される海洋資源開発システムの安全性・稼働性評価手法の構築 

□海洋資源開発に係るプロジェクト認証支援技術の開発に関する研究 

・プロジェクト認証支援技術の開発 

・プロジェクト認証基準の整備 
 

研究目標  

□安全性及び経済性を両立させた海洋再生可能エネルギー発電デバイスを開発する。また、安全ガイドラインを
整備・改訂するとともに、必要となる実験技術を確立する。さらに要素技術として、浮体式洋上風力発電では、安
全性及び経済性を両立させるブレードピッチ制御手法を確立する。また、波力発電装置に関する実時間制御・
発電電力評価法を構築する。 

□商業化を目指した海底熱水鉱床開発用全体システムに関する安全性・稼働性評価手法を構築するとともに、厳
環境下におけるサブシー機器を含めた海洋資源開発システムの設計手法及び安全性評価手法を構築する。 

□海洋資源開発システムのプロジェクト認証の技術的基盤である支援技術を開発するとともに、認証基準を整備
（海洋開発分野のオペレーション安全ガイドラインの作成等）する。 
 

上記成果は、以下があげられる。 
①開発した技術を活用し、ナショナルプロジェクト等に参画することにより、海洋における再生可能エネルギーの

開発が促進されるとともに、我が国海洋産業の競争力が強化される。エネルギーモード（例えば、波力）によっ
ては、位置的偏在が比較的少ないため全国で取り組み可能であるのに加え、小規模からの導入が可能で製
造・保守管理に必要な資本も少ないため地域密着型の事業展開が可能であり、地方創生にも資する。 

②商業化を目指した海底熱水鉱床開発用海中システムや全体システムの計画支援を行うことにより、技術 
的・経済的にフィージブルなシステム開発を可能とし、世界初となる海底熱水鉱床開発事業の実現につなが
る。さらには、研究成果を他の海底鉱物資源開発事業に展開する。また、我が国民間企業の海洋産業への進
出を技術的に支援することにより、我が国の海洋産業の育成やエネルギー・鉱物資源の安定供給確保に貢献
することができる。 

③海洋開発分野のオペレーション安全ガイドラインの策定により、海洋資源開発プロジェクトへの我が国事業者の
参入及び国内での海洋構造物の導入が促進される。リスクを把握及び予測した導入計画が立てられ安全を配慮
した海洋開発が実現可能で、当該分野の安全技術の進歩も期待できる。 

 

R1 年度の研究内容  

□海洋再生可能エネルギーに係る基盤技術及び安全性評価技術の開発に関する研究 
・海洋再生可能エネルギー浮体式風力発電施設の新たなガイドラインに対する検討課題を抽出する。 
・浮体式風力発電施設のブレードピッチ制御手法を数値シミュレーション及び実験法の観点から検討する。 
・海洋再生可能エネルギー波力発電について、強化学習を用いた新形式制御法及び陸上試験システムを用いた実

時間制御・発電電力評価技術の構築に向けた検討を行う。 
 
□海洋資源開発システムの総合安全性評価技術の開発に関する研究 
・採掘ユニットから揚鉱ユニットまでの鉱石移送時の移送管の挙動及び摩耗低減手法の検討に資するデータを試験

により取得するとともに、平成 30 年度に開発した採掘ユニット・揚鉱ユニット・採鉱母船を一体とした解析プログラ
ムの改良を図るための検討を行う。さらに、海底鉱石の選別に係る検討を行う。 

・海底熱水鉱床開発等に用いられる全体システムの計画支援プログラムを開発する。 
・マネージドアイス中の浮体動揺シミュレーションの検証データを得るために、氷海水槽での係留試験データの解析

及び、最新の社会情勢を反映させた個別要素法の利用に向けて氷海工学関連分野の調査を行う。 
平成 30 年度に実施した文献調査等からの実験データとの比較結果に基づき氷の材料モデルの改良を行う。さら
に構造応答解析を実施し、氷の破壊挙動の構造安全性に対する影響を検討する。 

・海中機器を対象とした吊荷と多目的作業船の波浪中連成運動についての数値解析を行うとともに、揚降物に作用
する水面衝撃圧の数値シミュレーションに関する数値計算手法の調査及び水槽実験について検討する。さらに、フ
ローアシュアランスの解析で使用する非定常解析プログラムを開発する。 

 
□海洋資源開発に係るプロジェクト認証支援技術の開発に関する研究 
・海洋開発の事故リスク評価手法の整備のため、津波襲来時に想定される一点係留の FSRU と漂流船舶との衝突事

故を対象として、考えられるハザードを抽出し、事故シナリオを作成する。これらを基に、FSRU と漂流船舶の挙動
シミュレーションを行い、漂流及び衝突の発生状況を解析する。 

・50m 規模の浅海で使用されるようになった合成繊維ロープを対象に、終局限界状態における係留系の挙動を把握
するため、数値シミュレーションにより最大張力に対する軸剛性の非線形性が及ぼす影響の検討を行う。 

・厳海象条件下でバースに係留された船舶に対する挙動評価技術の構築のため、前年度に製作した、係船された船
舶の挙動計算モデルに対し水槽試験（曳航試験、自由動揺試験、波浪中動揺試験）を実施し、シミュレーション計
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算に必要となるデータの取得及び計算モデルの精度検証を行う。 
 

R1 年度の実績  

□海洋再生可能エネルギーに係る基盤技術及び安全性評価技術の開発に関する研究 
・海洋再生可能エネルギー浮体式風力発電については、平成 30 年度の研究成果（損傷時復原性の確保に関する国

内への適用に必要な条件の明確化）が浮体式洋上風力発電施設技術基準安全ガイドライン（令和 2 年 3 月改正）
に反映されるとともに、国海事行政の要請に基づき新たなガイドラインに対する検討課題を抽出して、その課題に
対する解決方法を示した。 

 
・さらに、安全性及び経済性を両立させる風力発電施設運用を目指して、ブレードピッチ制御を風洞施設内で実現で

きる模型製作を行うとともに、風力発電施設の後流状況の把握、浮体動揺やブレードピッチ制御による風車後流
への影響を把握した。 

 
・海洋再生可能エネルギー波力発電については、水槽模型に搭載可能な小型 PTO 模型を設計し、数値計算にて実

時間制御器の発電性能を把握した。 
 
□海洋資源開発システムの総合安全性評価技術の開発に関する研究 
・採掘ユニット・揚鉱ユニット・採鉱母船を一体とした挙動解析プログラムの開発を行うにあたり、採掘ユニットから揚

鉱ユニットまでをつなぐ移送管部分について、平成 30 年度に取得した水単相移送時の移送管に関する水槽試験
データと計算結果の比較を行い、開発中のプログラムをスラリー移送へ拡張するためのモデル化について検討し
た。併せて、生産時のスラリー移送を想定した水槽試験を実施し、プログラムの検証用データを取得した。 

 
スラリー移送によってスラリー輸送管の摩耗量を評価する実験を行う際に、スラリー液中の溶存酸素濃度を制御
することを目的として、特殊な技術により溶存酸素濃度を制御した溶液を作成することができることを確認するとと
もに、それらの溶液に鋼板を浸漬させておくことで、溶存酸素濃度の違いによる鋼板の錆の発生程度が異なること
を確認した。 
 
海底鉱石選別ユニットの検討として、気泡による鉱石粒子の選別ならびに固液混合物の管路輸送における圧力損
失評価の研究を実施した。気泡による鉱石粒子の選別では、気泡のサイズ計測を行うため、画像処理ライブラリ
（OpenCV）を用いた気泡径計測プログラムの開発を実施した。また、鉱石粒子の選別に適した新たな手法を探索
し、超音波を用いた手法の原理を確認する実験を行い、海底選別への適用可能性を検討した。固液混合物の管
路輸送における圧力損失評価では、従来水平管の圧力損失評価に用いられている経験式を鉛直管および曲げ管
にも適用し、適用可能範囲の検討を行った。なお、これらの検討は、横浜国立大学連携講座における研究指導の
一環として実施した。 
 
横浜国立大学連携講座では、大学院生 3 名（博士課程前期 2 年×2 名、博士課程前期 1 年×1 名）及び学部 4 年
生 3 名に対する研究指導を実施した。学生には、FPSO の offloading 稼働性評価（M2）、浮体構造物の External 
Turretに作用するスラム力の評価（M1）、強制動揺装置を用いた波浪中船体衝撃力の再現と計測（B4）、気液二相
流に含まれる気泡のサイズ計測プログラムの開発（M2）、固液二相流の圧力損失評価（B4）、超音波を用いた海底
鉱石選別手法の基礎的研究（B4）のテーマを与え、平均して週 1 回のペースで研究指導を行った。修士論文 2 件
及び卒業論文 3 件の指導を行った。 
 

・平成 30 年度に抽出した課題を踏まえて計画支援プログラムの修正を行って、プログラムを完成した。 
 
採鉱ユニット・揚鉱ユニット・採鉱母船・シャトル船による採掘・揚鉱・払出し・陸上での荷役までを考慮した陸揚げ
量を評価可能とする全体システム稼働性評価技術の開発を最終目標として、揚鉱から陸上での荷役までを評価
可能なプログラムを開発した。なお本研究は、当初は計画しておらず、社会ニーズ等を踏まえて今年度新たに追
加したものである。 

 
・マネージドアイス中の浮体動揺シミュレーションの検証データを得るために、氷海水槽での係留試験データを解析し

国際シンポジウムで発表した。カナダ国立研究機関、セントジョンズ C-CORE 社、ニューファンドランドメモリアル大
学を訪問し氷海工学関連分野の研究調査を実施した。 

 
構造安全性評価のための氷塊の材料構成則及び解析モデルの検討を行った。フィンランド国立技術研究センター
の論文で掲載されている氷塊-鉄球衝突の実験データを数値化し、当該実験と同条件の非線形衝突シミュレーショ
ンを実施した。衝突時の荷重時刻歴について同実験データと数値シミュレーション結果の比較を行い、氷の材料モ
デルの改良に関する検討を実施した。 
 

・吊荷の振れ回り運動解析プログラムを開発し、平成 30 年度に実施した水槽試験結果との比較検討を行うとともに、
稼働性評価に資するクレーン作業中の多目的作業船と吊荷の連成運動解析を実施した。 
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作業船で揚降作業中の吊荷が水面を貫通する際に作用する衝撃荷重を数値シミュレーションすることを目的に計
算手法について調査を行った。そして、本研究所で開発された構造格子用 CFD ソルバーNAGISA の水面衝突の
数値シミュレーションへの適用性を確認するために、まずは NAGISA を用いて単相流による水面衝突シミュレーシ
ョンを行った。円柱の移動には動的重合格子法を用い、自由表面影響はレベルセット法を用いた。また、計算時間
の観点から有望である格子ボルツマン法プログラムの開発に着手した。吊荷に作用する衝撃荷重の実験的検討
のため、試験計画及び模型製作を行った。 
 
フローアシュアランスの解析に適した水平配管内部を流れる気液二相流の非定常解析法を検討し、その解析プロ
グラムを開発した。 

 
□海洋資源開発に係るプロジェクト認証支援技術の開発に関する研究 
・一点係留の FSRU と漂流船舶との衝突に関するハザード及びシナリオに基づき、津波中の外力特性を含めた船舶

の漂流挙動シミュレーションを行い、漂流挙動と衝突発生時の状態は、船舶への津波襲来時の入射角が影響する
ことを明らかにした。 

 
・シミュレーション対象を洋上風力発電施設とした。非線形軸剛性の影響検討の準備として浮体・係留・風車の一体シ

ミュレーションモデルを構築し、線形軸剛性ライン係留での他機関の計算結果との比較計算を行った。また、他機
関が行った非線形軸剛性ライン係留の実験（非公開）との比較計算を準備中である。 

 
・バルクキャリア船型を対象とした曳航試験により、船体に作用する浅水域での潮流力荷重係数を取得した。また、

バースに係留された船舶に対する波浪中動揺試験を実施し、前年度に製作した係留動揺シミュレーションモデル
の精度を検証し、良好な結果が得られた。 

 

R1 年度の研究成果  

□海洋再生可能エネルギーに係る基盤技術及び安全性評価技術の開発に関する研究 
・海洋再生可能エネルギー浮体式風力発電については、国海事行政の要請に基づき新たなガイドラインに対する検

討課題を抽出するとともに、その課題に対する解決方法を示した（図 1.2.96）。 
 

 
図 1.2.96 合成繊維索直径と生物付着（青丸）及び ISO 評価値の関係（年評価値） 

 
・さらに、安全性及び経済性を両立させる風力発電施設運用を目指して、ブレードピッチ制御を風洞施設内で実現で

きる模型製作を行うとともに、風力発電施設の後流状況の把握、浮体動揺やブレードピッチ制御による風車後流
への影響を把握した（図 1.2.97）。 
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図 1.2.97 ブレードピッチ制御可能な風洞模型と後流影響評価 
 
・海洋再生可能エネルギー波力発電については、試設計に適用可能な短期予測に基づく変位制約条件を考慮した

発電量最大化制御法を提案した（図 1.2.98）。 
 

 
図 1.2.98 有義波高及び有義波周期に対するエネルギー吸収幅（左）と最大変位（右） 

 
 
□海洋資源開発システムの総合安全性評価技術の開発に関する研究 
・採掘ユニット・揚鉱ユニット・採鉱母船を一体とした挙動解析プログラムの開発では、これまでの水中線状構造物挙

動解析プログラムの動的解析において考慮されていなかった管内の局所的な内圧変動やスラリー流の濃度変動
の影響を含めた解析が可能なプログラム開発を進めている。平成 30 年度に取得した内部流れ（水単相流）の影響
に係る移送管模型試験データと計算結果との比較（図 1.2.99）を通じて、内圧変動を考慮したプログラムを作成す
るために必要な項目を抽出した。さらに、スラリー移送を想定した模型試験（公開実験も実施）を行い、次年度に実
施するプログラム検証のためのデータを取得した（図 1.2.100）。 
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図 1.2.99 移送管挙動の実験値と計算値の比較例 

（内部流：水単相） 
図 1.2.100 スラリー移送を想定した模型試験の様子 

（公開実験時） 
 

スラリー輸送管の摩耗量評価手法の検討のため、溶存酸素濃度の異なる溶液を清水と人工海水で複数種類作成
し、鉄の鋼板を浸漬させて溶存酸素濃度の経時変化と鋼板の錆の発生程度を確認する基礎実験を実施した。基
礎実験を通して、溶存酸素濃度の制御方法や、溶存酸素濃度と錆の発生程度の関係を明らかにし、特許出願を
行った。 

 
海底鉱石選別ユニットの検討として、気泡による鉱石粒子の選別ならびに固液混合物の管路輸送における圧力損
失評価の研究を実施した（本研究は、横浜国立大学連携講座における研究指導の一環として実施）。気泡による
鉱石粒子の選別では、気泡のサイズ計測を行うため、画像処理ライブラリ（OpenCV）を用いた気泡径計測プログラ
ムを開発した。プログラムにより計測された気泡径を手動で計測した気泡径と比較し、比較的良好な精度で計測が
可能であることを確認した（図 1.2.101）。また、鉱石粒子の選別に適した微細な気泡を発生させる新たな手法として、
超音波を用いた手法の原理を確認する実験を行い、海底選別への適用可能性を検討した。実験では、超音波の
照射による気泡発生を確認するとともに、超音波の周波数及び出力、水温等の条件が気泡発生や粒子選別に及
ぼす影響について調査した（図 1.2.102）。さらに、固液混合物の管路輸送における圧力損失評価では、従来水平
管の圧力損失評価に用いられている Durand 式の鉛直管及び曲げ管への適用可能範囲の検討を行った。数種類
の固体粒子群を用いて、固液混合物を、閉ループ式の管路模型（内径 25mmΦ）内を異なる流量条件で流動させ
る実験を行って、管内流速がおおむね 1.5m/s 以上となる条件では、圧力損失の実験値と計算値が±20%の範囲
で一致することが示された。 
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図 1.2.101 気泡径計測プログラムの画面及び画像中の気泡の特徴点マッチングの例 

 

 
図 1.2.102 超音波照射による微細気泡周辺の鉱物粒子の挙動（マイクロスコープによる観察） 

 
横浜国立大学連携講座としては、大学院生 3 名（博士課程前期 2 年×2 名、博士課程前期 1 年×1 名）及び学部
4年生 3名に対する研究指導を実施した。学生には、FPSOの offloading稼働性評価（M2）、浮体構造物のExternal 
Turret に作用するスラム力の評価（M1）、強制動揺装置を用いた波浪中船体衝撃力の再現と計測（B4）、気泡の
サイズ計測プログラムの開発（M2）、固液二相流の圧力損失評価（B4）、超音波を用いた新たな海底鉱石選別手
法の基礎的研究（B4）のテーマを与え、平均して週 1 回のペースで研究指導を行った。上記の研究指導の成果とし
て、査読付き論文 2 件、その他の発表 1 件の成果公表が得られた。 
 

・平成 30 年度に抽出した課題を踏まえて計画支援プログラムの修正を行い、プログラムを完成させた（図 1.2.103）。
さらに、揚鉱から陸上での荷役までを考慮した全体システムの稼働性評価プログラムを開発した（図 1.2.104）。 
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図 1.2.103 計画支援プログラムのインターフェース 

（左：表紙、右：データ出力画面のイメージ） 
 

         

図 1.2.104 全体システム稼働率計算プログラム 
（左：合計累積荷役量の例、右：入力用インターフェース） 

 
・係留浮体が氷盤サイズと漂流速度から得られる代表時間ならびに氷盤の破壊サイズ（特性長）と漂流速度から得ら

れる代表時間に起因すると思われる振動成分を明らかにした（図 1.2.105）。氷山から海底機器を保護するための
システムやリッジ、リッジキールと海底との干渉等に関する海外機関の現在の取組みや今後の計画ならびにデー
タを共有し、個別要素法を利用した新たな研究計画を立案した。 

 
氷塊－鉄球衝突の実験データと同条件の非線形衝突シミュレーション結果を衝突時の荷重時刻歴に関して比較し、
前年度までに作成した氷の材料モデルによって合理的に荷重を推定できることが分かった（図 1.2.106）。また、氷
の材料モデルはモデルスケールに依存し、その影響を適切に考慮するには氷の破砕挙動を表現する必要がある
が、当該挙動はモデルのメッシュサイズに大きく依存するため、P-A（Pressure-Area）カーブと等価になるように応
力-歪関係を設定するのが計算上好ましいことがわかった。 

 

 

  
図 1.2.105 氷海水槽試験 

左：係留ライン上面図、中：係留システム正面図、右：サージ動揺特性 
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図 1.2.106-1 氷塊－鉄球衝突

実験 
図 1.2.106-2 衝突シミュレーション 図 1.2.106-3 荷重時系列の比較 

 
・多目的作業船と吊荷の波浪中連成運動について詳細に分析した。吊荷が作業船の排水量に対して高々1%程度で

あっても吊点次第では連成挙動に大きな影響を与えることを明らかにした（図 1.2.107）。 
 

本研究所で開発された構造格子用 CFD ソルバーNAGISA の RANS（レイノルズ平均モデル）を用いて 2 次元円柱
の水面衝突シミュレーションを単相にて解析して、その解析性能について把握した（図 1.2.108）。また、格子ボルツ
マン法の解析有意性について調査し、気液二相計算のための計算プログラムの開発に着手した。 
 
フローアシュアランス解析で必要となる水平配管内における非定常気液二相流解析プログラムを新たに開発した。 

 
図 1.2.107 吊荷と多目的作業船の連成運動評価結果 

（左：不規則波中での連成影響評価、右：吊荷の質量が応答関数へ与える影響の変化） 
 

 

図 1.2.108 NAGISA による 2 次元円柱の水面衝突シミュレーション 
（直径 1m、衝突速度 3m/s、実線は水面、コンターは圧力を表す） 
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□海洋資源開発に係るプロジェクト認証支援技術の開発に関する研究 
・漂流や衝突に関する過去の事故事例や論文等を調査し、津波襲来時に一点係留の FSRU と船舶の漂流及び衝突

に関する考えられるハザードの抽出及び事故シナリオの作成を実施した。このハザードやシナリオに基づき、昨年
度構築した津波波力と潮流力の特性を考慮した漂流運動をするシミュレーションモデルを用いて、ある津波条件下
の FSRU と船舶の漂流挙動を解析したところ、初期状態の FSRU と船舶のへの津波襲来時の入射角が、漂流挙動
に大きく影響を及ぼすことが分かった（図 1.2.109）。津波の流向の変化後は、当初の津波の入射角によらずに船首
方位がほぼ一定となるため（図 1.2.110）、FSRU と漂流船舶の衝突の向きや速度等の衝突パターンを大別すること
ができた。 

 

 
図 1.2.109 津波襲来時の FSRU の漂流航跡 

 

 
図 1.2.110 漂流中の船舶の船首方位の変化 

 
・洋上風力発電施設を対象とした浮体・係留・風車の一体シミュレーションモデルを構築し、他機関の計算結果との比

較を行って、異なる風乱流モデル（当研究所：1 軸、他機関：3 軸）を用いても係留ライン張力に差異はほとんど見ら
れないことを確認した（図 1.2.111）。さらに、合成繊維索を用いた係留系の安全性評価手法に関する検討を行って、
現行の浮体式洋上風力発電施設の安全ガイドラインにおける留意点を抽出した。具体的には、現行の安全ガイド
ラインでは『① 現状では一体解析技術は確立されているとは言えない、② 合成繊維索の非線形軸剛性は線形
化して扱う』となっているが、検討の結果、① 一体解析技術による安全性評価が許容可能であることを示唆する
結果が得られた、② ナイロン等の非線形性の強い素材では、非線形性について留意するよう注意喚起が必要で
あることを示した（図 1.2.112）。 
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図 1.2.111 50 年再現暴風中のライン張力の計算結果の比較 
 

  
図 1.2.112 合成繊維索の非線形軸剛性モデルの違いによるライン最大張力の変化 

（左：各モデルのライン特性、右：50 年再現暴風中のライン最大張力） 
※ 本事例では、4 直線以上での近似により非線形特性を考慮しないと正しい評価ができなことが示唆された。 

 
・係留船舶としてバルクキャリア船型を対象とした、浅水域（水深喫水比 H/d=1.2）での曳航試験を実施し、船体に作

用する潮流荷重係数を取得することで、流体力 DB を拡充した。昨年度に取得した深水域での結果と比較を行い、
潮流荷重係数に及ぼす水深影響を把握した（図 1.2.113）。また、波浪中における係留動揺試験を実施した（図
1.2.114）。風波に加えて、うねりのような長周期波の有無や係留破断を模擬した実験も行い、破断後の浮体動揺と
索張力の過渡応答についても、データを取得することができた。また、実験結果を用いて平成 30 年度に製作した
数値シミュレーションモデルの推定精度の検証を行い、良好な結果を得ることができた（図 1.2.115）。 

 

  
図 1.2.113 バルクキャリア船型に作用する 

潮流荷重係数（前後力） 
図 1.2.114 バースに係留された船舶の波浪中動揺試験 
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図 1.2.115 数値シミュレーションモデルの推定精度の検証例 
 
 

成果の公表  

□特許：1 件 
・配管の腐食摩耗試験方法及び配管の腐食摩耗試験システム 高橋一比古ほか 
 
□コアプログラム登録：4 件 
・傾斜管内固液二相流圧力損失推定プログラム 正信聡太郎、荒木元輝 
・海底鉱物資源開発における計画支援プログラム 中島康晴 
・全体システム稼働率計算プログラム ver.2 渡邊充史 
・2 流体モデルを使った気液二相流の非定常解析プログラム 大坪和久 
 
□発表論文等：45 件 
【ジャーナル、本文査読付プロシーディングス、海技研報告の研究報告】33 件（投稿中：17 件、採択済：3 件） 
・大坪和久 ほか: 海底熱水鉱床の採鉱・揚鉱パイロット試験の稼働性評価, 日本船舶海洋工学会論文集, 第 29 号, 

pp.147-162（2019） 
・谷口友基 ほか: モデル予測制御による波力発電装置の高効率化 , 日本船舶海洋工学会論文集 , 第 29 号, 

pp.171-179（2019） 
・湯川和浩 ほか: セミサブリグに働く粘性波漂流力と係留力の異常値予測, 日本船舶海洋工学会論文集, 第 30 号, 

pp.59-69（2019） 
・大坪和久 ほか: クレーン作業中の多目的作業船と吊荷の波浪中連成運動評価, 日本船舶海洋工学会論文集, 第

30 号, pp.187-200（2019） 
・Chujo, T., et al.: Consideration of New Damage Stability Criteria for Floating Offshore Wind Turbines, Journal of 

Marine Science and Technology (JMST)（投稿中） 
・Okada, Y., Haneda, K., et al.: Parameter-varying Modeling and Nonlinear Model Predictive Control with Disturbance 

Prediction for Floating Offshore Wind Turbines, Journal of Marine Science and Technology (JMST)（投稿中） 
・羽田絢 ほか: 浮体式洋上風力発電施設の加振が後流に及ぼす影響に関する実験的研究, 風力エネルギー学会

論文集（投稿中） 
・中條俊樹 ほか: 浮体式洋上風力発電における IECの新たな損傷時復原性規定の運用について, 日本船舶海洋工

学会論文集（投稿中） 
・羽田絢 ほか: 浮体式洋上風力発電施設と船舶の衝突挙動に関する実験的研究, 日本船舶海洋工学会論文集（投

稿中） 
・中條俊樹 ほか: 浮遊式水平軸型海流・潮流発電の安全性照査に係る水槽模型試験による検討, 日本船舶海洋工

学会論文集（投稿中） 
・梅田隼 ほか: リニア式波力発電装置の発電電力の短期予測と制約条件付き最適制御法 , 日本船舶海洋工学会

論文集（投稿中） 
・Fujiwara, T., et al.: Experimental Study on Two Vertical Risers in Steady Flow, Journal of Marine Science and 

Technology (JMST)（投稿中） 
・高野慧 ほか: 海底熱水鉱床開発におけるスラリー移送による大規模配管摩耗実験と縮尺影響に関する検討, 土

木学会論文集 B3（海洋開発）（投稿中） 
・中島康晴 ほか: 海底選鉱への適用を目的とした画像解析による気泡計測手法の開発, 可視化情報学会論文集

（投稿中） 
・Hasegawa, K., et al.: The effect of ice failure and an elastic modulus of ice floes in a non-smooth DEM simulation for 

a conical structure under managed ice condition, Cold Regions Science and Technology（投稿中） 
・石村惠以子 ほか: 海底熱水鉱床の採鉱・揚鉱パイロット試験の安全性評価, 日本マリンエンジニアリング学会学

会誌（投稿中） 
・湯川和浩 ほか: Ship-to-Ship 方式による出荷時の 2 船間 Gap Resonance 評価, 日本船舶海洋工学会論文集（投
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稿中） 
・湯川和浩 ほか: 金属内管ホースを用いた Ship-to-Ship 方式による LNG バンカリングの安全性評価, 日本船舶海

洋工学会論文集（投稿中） 
・渡邊充史 ほか: 一点係留された船体の振れ回り運動に関する数値計算モデルの構築と挙動評価, 日本船舶海洋

工学会論文集（投稿中） 
・齊藤昌勝 ほか: 係留系の終局限界挙動について－巨大グループ波中で最大ライン張力を極大化する要因－, 日

本船舶海洋工学会論文集（投稿中） 
・Yamamoto, M., et al.：EXPERIMENTAL ANALYSIS OF REDUCED-SCALE JUMPER FOR DEEP-SEA MINING, Proc. 

38th International Conference on Ocean, Offshore & Arctic Engineering（2019）． 
・Imai, S., et al.：Experimental Study on Bubble Size Measurement for Development of Seafloor Massive Sulfides, Proc. 

38th International Conference on Ocean, Offshore & Arctic Engineering（2019）． 
・Nakajima, Y., et al.：Development of Elemental Technologies for Seafloor Mineral Processing of Seafloor Massive 

Sulfides, Proc. 38th International Conference on Ocean, Offshore & Arctic Engineering（2019）． 
・Takano, S., et al.：STUDY ON PIPE WEAR EVALUATION BASED ON LARGE SCALE EXPERIMENT FOR DEEP SEA 

MINING, Proc. 38th International Conference on Ocean, Offshore & Arctic Engineering（2019）． 
・Umeda, J., et al.：Study on a Wave Energy Converter with One Line Tension Leg Mooring Under Optimal Control, 

Proc. 38th International Conference on Ocean, Offshore & Arctic Engineering（2019）． 
・Watanabe, M. et al.：Experiment and Numerical Simulation of Vortex Induced Vibration on Buoyancy Module Area of 

Steel Lazy Wave Riser, Proc. 29th ISOPE（2019）． 
・Okada, Y., Haneda, K., et al.：Parameter-varying Modeling and Nonlinear Model Predictive Control for Floating 

Offshore Wind Turbines, Proc. International Federation of Automatic Control（2019）． 
・Hasegawa, K., et al.：Managed Ice Loads Simulation using Breakable Ice Model for Fixed Conical Structure and Ice 

Tank Test, Proc. 25th International Conference on Port and Ocean Engineering under Arctic Conditions（2019）． 
・Araki, M., et al.: CFD Simulation and Model Experiment of Offshore Support Vessel with Heavy Suspended load in 

Wave, the 11th International Workshop on Ship and Marine Hydrodynamics（2019） 
・ Chujo, T., et al.: STUDY ON THE CONSIDERATION METHOD OF DAMAGE STABILITY CRITERIA 

CORRESPONDING TO IEC 61400-3-2 FOR FLOATING OFFSHORE WIND TURBINE, Proc. 39th International 
Conference on Ocean, Offshore & Arctic Engineering, OMAE2020-18252（2020）（採択済） 

・Yamamoto, M., et al.: The Effects of Solid-Liquid Internal Flow on the Dynamic Behavior of a Reduced-Scale Jumper 
for Deep-Sea Mining, Proc. 39th International Conference on Ocean, Offshore & Arctic Engineering, OMAE2020-
18688（2020）（採択済） 

・Ishihara, Y., Murai, M., Nakanishi, S., Kato, S., and Nakajima, Y: Experimental Study of Slam Forces on External Turrets 
with Different Top Angles, Proc. 39th International Conference on Ocean, Offshore & Arctic Engineering, 
OMAE2020-18327（2020）（採択済） 

・Masanobu, S., et al.: EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF LARGE PARTICLE SLURRY TRANSPORT IN VERTICAL 
PIPES WITH PULSATING FLOW, Proc. 39th International Conference on Ocean, Offshore & Arctic Engineering, 
OMAE2020-18194（2020）（採択済） 

 
【その他】12 件 
・ Fujiwara, T.: Research and development activities on ocean renewable energy in NMRI, World NAOE Forum 2019, 

The Japan Society of Naval Architects and Ocean Engineers（2019） 
・Hasegawa, K., et al.：Ice tank test of Moored Conical Structure Model in Managed Ice, Proc. 35th International 

Symposium on the Okhotsk Sea & Polar Oceans（2020）〔青田昌秋賞〕 
・Hasegawa, K., et al.：Estimation of Global Ice Load exerted on Offshore Structure used for Arctic Resource 

Development, Sixth International Symposium on Arctic Research (Poster)（2020） 
・中條俊樹 ほか: 浮体式洋上風力発電施設と船舶の衝突に係る損傷時復原性の検討, JCOSSAR2019（2019） 
・Schnepf, A., Haneda, K., et al.: Wave and wind basin testing of a very light floating offshore wind turbine with guy 

wires, 日本船舶海洋工学会講演会論文集, 第 29 号（2019） 
・梅田隼 ほか: リニア式波力発電装置の PTO 相似比の取り扱い, 日本船舶海洋工学会講演会論文集, 第 29 号

（2019） 
・橋本和樹, 羽田絢 ほか: 一点係留された新形式浮体洋上風車 ‘Optiflow’ の風追従性に関する研究, 第 28 回海

洋工学シンポジウム論文集, 日本海洋工学会・日本船舶海洋工学会（2020） 
・谷口友基 ほか: 並進動揺型波力発電装置の陸上試験装置の開発, 日本船舶海洋工学会講演会論文集, 第 30 号

（2020） 
・石原祐希, 加藤俊司 ほか: External タレットに働くスラム力の基礎研究―Deadrise angle による影響―, 日本船舶

海洋工学会講演会論文集, 第 28 号（2019） 
・石原祐希, 加藤俊司 ほか: External タレットに作用するスラム力に及ぼす Deadrise Angle の影響に関する研究, 海

技研報告第 19 巻別冊（2019） 
・湯川和浩: 洋上 LNG 移送の稼働性・安全性評価, 東京海洋大学 海洋開発環境エネルギー概論資料（2019） 
・石原祐希, 加藤俊司 ほか: External タレットに作用するスラム力に及ぼす Deadrise Angle の影響に関する研究, 第
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62 回海洋教育フォーラム（2019） 
 
□公開実験：1 件 
・海底鉱物資源開発に係る解析手法検証のための模型実験, 2019.10.28 
 
□受賞：4 件 
・エンジニアリング協会, 令和元年度エンジニアリング奨励特別賞：海底熱水鉱床採鉱・揚鉱パイロット試験プロジェ

クトチーム（(独)石油天然ガス・金属鉱物資源機構、三菱造船(株)、日鉄エンジニアリング(株)、(国研)海上・港湾・
航空技術研究所、清水建設(株)、住友金属鉱山(株)、深田サルベージ建設(株)、(株)三井三池製作所、三菱重工
業(株)） 

・令和 2 年度日本船舶海洋工学会論文賞：大坪和久ほか（海底熱水鉱床の採鉱・揚鉱パイロット試験のための稼働
性評価） 

・第 35 回 北極圏国際シンポジウム「オホーツク海と流氷」2020, 青田昌秋賞 2020：Hasegawa, K., et al.（Ice tank test 
of Moored Conical Structure Model in Managed Ice） 

・ ASME OOAE Awards Committee, OMAE 2018 Best Paper of Ocean Engineering Symposium ： Fujiwara, T.
（OMAE2018-77238 ”Semi-Submersible Floater’s VIM Simulation Method for Mooring Line Safety Assessment”） 

 
□国際貢献 
・ISO 19904-1（2019）において、当研究所が主張してきた波浪中 VIM（Vortex Induced Motion）に関する安全性評価

での注意喚起条項が盛り込まれた。 
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研究開発課題 (8)海洋の利用に関連する技術に関する研究開発 
 

研究テーマ 重点☆１０ 海洋資源開発等に係る探査システムの基盤技術及び運用技術の開発に関す 

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。 

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。 
③海洋の利用に関連する技術に関 

する研究開発 

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。 
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 

 
研究の背景  

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。具体的には、 
□高効率小型 AUV システムの研究開発 
□AUV 要素技術の研究開発及び支援 
□複数 AUV の同時運用システムの研究開発 
□AUV 研究開発成果の社会実装・民間活用・国際規格化 
 

研究目標  

□複数機の小型 AUV の同時運用による広域探査システムのプロトタイプ（航行型の小型 AUV、ホバリング型の小
型 AUV、洋上中継器、投入揚収装置） 

□広域探査システムの運用技術（隊列制御技術・ASV による多 AUV 運用等） 
□民間移転実施 
□広域探査システムの企画・仕様設定技術 
上記成果は、高精度・安価な小型 AUV による広域探査システム・運用技術の開発により、海洋資源開発が促進さ

れるとともに、民間企業への技術移転等により、我が国の海洋産業の競争力の強化となり得る。 
 

R1 年度の研究内容  

□小型 AUV システム開発 
□AUV 要素技術の開発 
□AUV 隊列制御アルゴリズム開発 
□AUV の活用方策の推進 
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R1 年度の実績  

□ROS を用いた超小型 AUV の開発 
運用が容易な 2m クラスの航行型 AUV（mini-AUV）の制御アルゴリズムの開発を実施。ROS（Robot Operating 

System）環境下での航行型 AUV 用制御アルゴリズムを完成。静的・動的ウェイポイント航走を海技研内試験水槽
で実施。 

□最適高度誘導制御法の開発 
海底地形に適応し、至近距離まで海底に接近することで超高精度・高品質の海底観測情報が収集できる航行

型 AUV の実現に向け、機体の深度制御をベースとするウェイポイント方式の誘導制御法を開発。 
□隊列制御アルゴリズムのプロトタイプ完成と実海域による検証 

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た。さらに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。 

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）を実施した。 

□AUV の活用方策の推進 
複数 AUV 利用法の拡張に関して、SIP 第 2 期で実施している AUV 隊列制御を用いた海底資源探査の研究開

発に加えて、海洋再生エネルギー分野、海洋環境調査分野等、幅広い分野に複数 AUV の新たな利用法を検討。 
海洋構造物の保守管理に資する安価で小型な AUV 開発の可能性について検討を開始。 
航行性能が非常に優れていることが評価され NMRI 航行型 AUV4 号機が日本船舶海洋工学会シップオブザイ

ヤー（海洋構造物・機器部門）受賞。 
Shell Ocean Discovery XPRIZE に参画し、準優勝（32 チーム参加）を獲得。 

 

R1 年度の研究成果  

□ROS を用いた超小型 AUV の開発 
実海域でも使用でき、また、アルゴリズム開発が当所内で容易に行えるよう 2m クラスの航行型 AUV（mini-AUV）

（図 1.2.116）を昨年度製作したが、そのAUVに使用可能なROS（Robot Operating System）環境下での航行型AUV
用制御アルゴリズムを完成させた。固定ウェイポイント（静的方式）による当所の実海域再現水槽内での航走、時々
刻々発行される指定ウェイポイントを目指して航走する動的ウェイポイント航走を可能にした（図 1.2.117）。このこと
により、実海域で現状運営を行っている航行型 AUV（3，4 号機）等と同じシステムが完成し、今後制御アルゴリズム
を開発する上での基盤技術を確立した。 

 

 

 
図 1.2.116 海技研で内部プログラムを独自開発した mini-AUV 

 

図 1.2.117 海技研内実海域再現水槽での mini-AUV 航走試験（固定ウェイポイントを目指しながら、適宜仮想

AUV と通信している状況、動的ウェイポイント指示により水槽内を航走） 
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□最適高度誘導制御法の開発 
資源調査等に資するサブメーターオーダーの詳細な海底地形を把握するためには、約 40m 以下の近距離で海底

に接近し、ソナー計測を行う必要がある。ところが、劣駆動の制約を受け、更に比較的高速で巡行する航行型 AUV
は、海底衝突の危険性から現状約 80m の高度を基準に運用され、メーターオーダーの海底地形観測を行っている。
本研究では、至近距離まで海底に接近することで超高精度・高品質の海底観測情報が収集できる航行型 AUV の実
現に向け、深度制御をベースとする最適ウェイポイント方式の誘導航法を開発した。 

図 1.2.118 最適深度誘導航行のイメージ 

 
□隊列制御アルゴリズムのプロトタイプ完成と実海域による検証 
・AUV 隊列制御アルゴリズム開発 

SIP 第 2 期で必要としている複数 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た。具体的に

は、航行型 AUV の CFD 計算により定常流体力を特定し（水槽試験結果とも比較）、AUV の操縦モデルを作成すると

ともに、シミュレータ上で動的ウェイポイント航走を再現することを可能とした。このことにより、実海域で実際の AUV

を航走させる前段階で、動的ウェイポイント航走の成立性の検討が行えた。 

さらに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について検討を行い、モデル予測制御

を使ったアルゴリズムの有効性をシミュレーション計算により確認した。 

 

   

 

図 1.2.119 対象とした航行型 AUV#3,4 号機と CFD モデリングの様子（上段）、実海域隊列制御試験実施状況とシミ

ュレーション状況（下段） 

 

・実海域による検証 

8/17-24、および 12/14～21 にかけて、駿河湾にて AUV 複数機同時運用（隊列制御技術開発）を実施した。8 月は
支援船を ASV に模擬した条件で、12 月は ASV がリーダ機として、目標ウェイポイントを指示し、そのウェイポイントに
対する目標相対位置を AUV が目指すことで、最終的には所定の隊列を組んだ航行を 1000m 水深海域で実施した。 

マルチビームソナーを使った海底地形観測も実施し、隊列制御アルゴリズムの有効性を検証した。 
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図 1.2.120 2019 年 8 月と 12 月に駿河湾にて実施した複数 AUV 隊列制御アルゴリズム実証試験の様子 

 

 
図 1.2.121 複数 AUV 隊列制御アルゴリズム実証試験の海底地形観測結果 

 
□AUV の活用方策の推進 

東京電力と共同で、昨年度にひきつづき銚子沖風力発電施設の基部点検作業の試行試験をほばりんが実施（図
1.2.122）。その後の検討として、小型で逐次データ転送型の小型 AUV の開発を共同研究として着手開始。 

さらに、AUV の長期間水中運用を目指し、AUV 充電ドッキング技術開発を岡山大学と共同で実施（図 1.2.123）。複
眼空間認識方法による AUV ドッキングの施行を海技研内水槽で実施し、成功した。 

Shell Ocean Discovery XPRIZE に参画し、超広域高速海底マッピングにチャレンジした（図 1.2.124、水深 4,000m 実
海域試験で、24 時間以内に 250km2 以上の海底地図作成）。その中でも運用する AUV・ASV のノイズ解析および利
用音響帯域の整備に研究実績を応用した。これまで培ってきた ASV による AUV 管制技術のノウハウが生かされた。
結果発表として準優勝（32 チーム参加）を獲得。 
 

 

100m 

8月試験 
ASV模擬船 

80m 

1000m 

隊列指示情報 

12月試験 
ASV と連携 
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図 1.2.122 AUV ほばりんによる銚子沖風力発電施設の基部点検作業試行 

 

 

図 1.2.123 AUV ドッキング試験状況 

 

 
図 1.2.124 曳航試験中の AUV2 機と ASV（ギリシャ、カラマタにて） 
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全研究所第 19 巻別冊、2019 
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(13) 宮澤、谷口、梅田、藤原、有馬、非線形モデル予測制御による自律型海中ロボットの潜航シミュレーション、2020

年春季日本船舶海洋工学会講演会論文集、2020 
(14) 梅田、佐藤、金、稲葉、藤原、航行型 AUV 隊列制御の実海域試験と数値計算、2020 年春季日本船舶海洋工学

会講演会論文集、2020 
(15) 佐藤、金、海底地形照合によるAUV自己位置推定手法、2020年春季日本船舶海洋工学会講演会論文集、2020 
(16) 東京電力：銚子沖洋上風力発電所における遠隔点検の実証実験について～水中ロボット・空中ドローンを活用

し 、 保 守 点 検 作 業 の 自 動 化 を 目 指 す ～ 、 2019.5.14 プ レ ス リ リ ー ス 、
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プログラム登録（計 3 件） 
・ 金 岡秀：複数 AUV 隊列制御シミュレーションプログラム 
・ 岡本章裕：MiniAUV 制御用メインプログラム 
・ 岡本章裕：MiniAUV 運用ツールプログラム 
 
特許（計 1 件） 
・ 篠野雅彦：水中航走体の自己位置推定誤差補正方法及び水中航走体の自己位置推定誤差補正システム 
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研究開発課題 (9)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 
 

研究テーマ 重点☆１１ 造船業の競争力強化や新たなニーズに対応するための新しい生産システム

の構築並びに新材料利用技術に関する研究 
 

中長期目標 中長期計画 年度計画 

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。 

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 

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 

 
研究の背景  

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。具体的には、 
□建造モニタリングシステムの開発 
□生産性向上に資する機器の開発 
□新しい造船生産工程管理の提案 
□高減衰材料の一般商船での利用に関する研究 
□騒音予測プログラムの改良 
□騒音・振動及び生産設計にかかわる知的設計システムの構築 
□インテリジェント CAD システムに関する研究 

 

研究目標  

□建造モニタリングシステムの開発（造船 IoT 体制の構築）、生産現場の改善により生産性の 20%向上（リードタイ

ムの短縮、実トーチ時間など）、ウェアラブル等を用いた新造船インタフェースの開発 

□造船用パワーアシストスーツの開発、工作ロボットの開発 

□非熟練及び短時間労働者を新たに取り入れた新しい概念の造船工程の提案、造船所でのモデル事業の実施、

未活用労働者向けの技能研修プログラムの開発 

□騒音低減のための高減衰材を活用した新たな構造仕様や施工方法の信頼性の高い設計手法を開発し、高減

衰材導入に関するガイドラインを作成 

□現行の騒音予測手法にニューラルネットワークモデルの構築等により改良し、多様な船舶に対する騒音予測を

より高精度で行う騒音予測技術を開発 

□生産設計分野における知的設計システム（プロトタイプ）を開発 

□次世代造船設計システム（インテリジェント CAD）のビジョンとその実用化開発のロードマップを策定。また、海技
研の流体・構造・生産設計ソフトを統合した推進性能、ぎょう鉄難易度と溶接長を統合的に評価し、船型形状と
外板板割りの多目的最適化が可能なインテリジェント CAD システムのプロトタイプを開発 

 
上記成果は、未来の造船工場（新技術の導入、新しい働き方の提案）や生産現場の改善計画の普及により、労働

者不足の改善及び地方都市の活性化等地方創生に資するとともに、我が国造船業の国際競争力が強化される。ま
た、船内騒音対策・軽量化・設計自由度の向上などを通じて船内労働環境の改善に資するとともに、造船産業の国
際競争力の強化を図り造船業の活性化（地方創生）および造船設計・生産性向上に資する。さらに、設計フロントロ
ーディングによる戻り工事の低減及び建造コスト管理の高精度化により、我が国造船業の国際競争力の強化が期待
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される。 
 

R1 年度の研究内容  

□小組工程の職場モデル設計書の作成。フィードバック型現場曲げ加工支援システムの現場実装。AI ワークサンプ
リングシステムのプロトタイプ機の開発。曲げ加工支援 AR システムの現場実装。塗装作業支援 AR システムのプロ
トタイプ機の開発。 
□道具運搬ロボット知能部のプロトタイプ機の開発。造船用 CFRP 設計 CAD/CAM プロトタイプ機の評価。ドローンに
よるブロック定盤管理システムの仕様。 
□造船部材要件に適した接合法の接合条件データセットの取得。 
□ニューラルネットワークによる騒音予測結果に対して、説明・解釈機能を持たせる機能構築に向けた検討を行う。さ
らに，騒音源（空気伝搬音か固体伝搬音か等）を予測するニューラルネットワークモデルを構築するための検討を行
う。強化学習を用いたネスティング問題に対するシステムプロトタイプを造船所と共同して構築する。 
□設計フロントローディングによる戻り工事の低減を目的としたインテリジェント CAD システムの検討。 
 

R1 年度の実績  

□作業者の臨機応変な振る舞いを表現するための造船製造現場の職場モデルについて検討を行った。船殻の小組
工程を対象に、製造現場のオブジェクト指向モデリング設計書について検討した。 
□フィードバック式の曲げ加工支援システムについて、これを実際の造船所に導入し、その効果（生産性向上等）に
ついて検証した。 
□画像データから深層学習により作業者の作業内容を認識し、リアルタイムで主作業率等を表示するワークサンプリ
ングシステムの開発を行った。 
□曲げ加工支援 AR アプリケーションの現場実装を行い、その効果について検証した。 
□塗装作業支援 AR アプリケーションに関して、塗装作業の作業データを抽出し、塗装作業の進捗や良否を算出する
手法について検討を行った。 
□付随作業（道具の運搬、機材の取り換え、部品の交換等）を支援する造船用付随作業支援ロボットについて検討を
行った。工場内の自走式の道具運搬ロボットを対象として、造船所での運用条件（工場環境、造船作業特性）に適し
た運搬計画、経路判断を行う人工知能の開発に取り組んだ。 
□舶用プロペラを対象に、曲率線配向の CFRP プロペラ（縮尺）を製作した。CFRP 構造物について FEM 解析を実施
し、曲率線配向の性能を定量的に評価した。 
□曲率線情報の高度利用として、3 次元曲面へのフィルムの最適貼付技術について検討した。 
□ブロック定盤管理システム（ブロックの認識方法、LiDAR による 3 次元モデルと定盤計画システム上の CAD モデル
との比較等）について検討を行った。 
□構造接着については、FTP Code (煙・毒性試験、表面燃焼性試験)、ISO1716(発熱量試験)、鋼船規則 R 編の規定
による防火構造材料認定の対応を行った。 
□真空含浸工法については、施工条件の評価・選定を行った。被着面の前処理の有無など施工性も含めた接合条
件パラメータの組合せが接合強度に及ぼす影響を評価し、造船部材要件として適切な接合条件を明らかにした。 
□造船所・艤装品の設計・調達担当者などを対象としたセミナーにおいて、環境劣化を考慮した長期信頼性の評価
手法について解説を行い、造船分野での構造接着手法の普及促進を図った。 
□海上公試の騒音スペクトルからエアコンに起因する空気伝搬音が支配的か否かを予測するニューラルネットワー
クモデルを構築した． 
□Deep Q Network (DQN)を活用して、船殻部材の 2 次元データから歩留まり率を上げる（廃材の割合を下げる）最適
配置を推定するシステム（プロトタイプ）を構築し、実際の船殻部材データを利用して歩留まり率の改善（学習過程）を
確認した。 
□設計フロントローディングを実現する配置計画と推進性能を同時最適化する設計システムを開発、バルクキャリア
の試設計でシステムの有効性を示し、その成果を国際学会で発表した。 
□開発した上流設計システム上で生産性の初期評価が可能となるようシステムを改良し、造船所・CAD メーカーと共
に改良システムの初期評価を行った。 
□次世代造船設計システム（インテリジェント CAD）のコアとなる技術要素について検討し、受注産業で大きな課題と
なっている現場不具合を改善する知識データベースを活用した次世代 CAD システムを概念設計し、この技術の特許
を出願した。 
 

R1 年度の研究成果  

□基本クラス（抽象化されたクラス）として臨機応変の発生する要素を網羅的に表現し、派生クラスとして具体的な造
船工程を表現した船殻の小組工程に関する職場モデル設計書（データ構造）を整理した。 
□フィードバック型現場曲げ加工支援システムを実際の造船所 1 社に導入した。このシステムの支援により、曲げ加
工において熟練作業者と同等程度の工数で、曲げ型レスで曲げ加工が完結することを実証実験で確認した。今後、
他の造船所等に販売ができるように開発したシステムをパッケージ化した（図 1.2.125 参照）。 
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図 1.2.125 フィードバック型現場曲げ加工支援システムによるプレス作業の推移 

（プレス作業の経過とともにプレス線が減り、目的形状に向かっていることが確認できる） 

 
□AI ワークサンプリングシステムのプロトタイプを開発した。作業の画像データから主作業／付随作業／無付加価値
行為等を自動分類し、リアルタイムにその比率を表示するシステムを開発した。作業内容の学習を行えば、小組工程
等、作業の様子を画像で捉えやすい工程に対して汎用的かつ簡便に展開できるシステムである（図 1.2.126 参照）。 

 

図 1.2.126 AI ワークサンプリングシステム 
 
□曲げ加工支援 AR アプリケーションを実際の造船所 1 社に導入した。今年度は、AR 表示を鋼板上でも安定的に行
えるようにシステムの改良を行った。また、表示デバイスに関して HMD（ヘッドマウントディスプレイ）対応の AR アプリ
ケーションを開発し、造船所での実証実験で実用上十分に使えることを確認した（図 1.2.127 参照）。 

  

図 1.2.127 曲げ加工支援 AR アプリケーション 
 
□レーザースキャナ等による外板の 3 次元計測結果を作業者に効果的に伝達するため、バーチャルな環境内で現
在形状に対して目的形状を 3 次元的に転がし、その様子を可視化する 3 次元バーチャル曲げ型を考案した。目的形
状との当たり（接触）の様子をインタラクティブに確認することができ、画面内で、距離誤差のみならず、横曲がり、縦
曲がり、ねじれ等、板全体のマクロな形状の様子を把握できるシステムを開発した。 
□塗装作業支援 AR システム等から取得できるスプレーガン位置やトリガの on/off 検知センサ等の各種データを利
用して、塗装作業の進捗や良否（修正すべき点）を算出する手法を開発した。本手法で塗料の使用量（原単位）や塗
装品質等の簡易的評価が行える（図 1.2.128 参照）。 
 

曲率誤差カラーマップリアルタイムプレス線

初期プレス後

修正プレス＃１

修正プレス＃２

青：23本
赤：12本

青：18本
赤： 2本

青： 8本
赤： 4本
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図 1.2.128 塗装作業データの抽出とデータからの技量の判定 

 
□工場内の自走式の道具運搬ロボット（AGV）を対象として、その最適な動作データを出力する人工知能を開発した。
道具運搬のスケジュール（必要な道具と目的地、時間）を与えると、定盤レイアウトやブロック配置に応じて、複数台
の AGV が衝突することなく、最適な運搬経路を出力する強化学習の AI のプロトタイプを開発した。 
□プロペラ翼の平面展開、曲率線配向の炭素繊維配置、炭素繊維トウを一筆書きで編み込むツールパスの出力を
行うシステムを開発し、これに基づき、曲率線配向の CFRP 舶用プロペラ(縮小モデル)を製作した。 
□曲率線情報の高度利用として、3 次元曲面へのフィルムの最適貼付技術について検討した。無理な引張やシワが
発生しないフィルムの最適配置と展開図の出力手法を考案した。この研究は将来の船体への塗装代替技術として想
定したもの（図 1.2.129 参照）。 
 

  

図 1.2.129 船体（模型船）へのフィルムの添付の例（左：フィルムの展開図、右：貼付の例） 
 
□炭素繊維の材質、繊維配向を調整することで、ある荷重条件下にて目的形状に弾性変形させる CFRP プロペラに
ついて検討し、目的形状に応じてその変形を実現するためのプロペラの各位置における材料特性（ヤング率、ポアソ
ン比、異方性）を逆計算で求める手法を考案した。 
□バーチャル上のブロック定盤に、ドローン等からの観測情報を取り込み、ブロック定盤の計画と実績を管理するブ
ロック定盤管理システムを開発した。このシステムをプラットフォームとして、定盤計画、作業進捗の管理、遅延などの
警告・対応策の提示、AGV データの作成等の生産管理に関するアプリケーション開発を行うことができる。 
 
□構造接着については、FTP Code Part2(煙・毒性試験)、FTP Code Part5(表面燃焼性試験)、ISO1716(発熱量試験)、
並びに、鋼船規則 R 編の規定による防火構造材料（難燃性上張り材(不燃性・難燃性基材用、不燃性基材用、難燃
性基材用)、難燃性表面床張り材、一次甲板床張り材）認定の対応を行った。また、居住区における部位別の防火規
則適合要件を調査し、防火関連認定未取得の接着剤の適用範囲を明らかにした。 
□VaRTM（the vacuum- assisted resin transfer molding：真空含浸）工法については、施工条件の評価・選定を行
った。被着面の前処理の有無など施工性も含めた接合条件パラメータの組合せが接合強度に及ぼす影響を評価し、
造船部材要件として適切な接合条件を明らかにした（表 1.2.3）。なお、可搬性や作業性が溶接に及ばない、レーザー
などの可搬に適さない装置を必要とする手法、可搬式でない装置による薬品処理を必要とする手法、ボルトなどの機
械的締結については、対象外とした。 
□造船所・艤装品の設計・調達担当者などを対象とした鋼船対応構造用接着剤セミナーにおいて、昨年度構築した
環境劣化を考慮した長期信頼性の評価手法について劣化係数などの解説を行い、造船分野での構造接着手法の普
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及促進を図った。 
□湿潤後乾燥回復試験など環境劣化促進試験については、当初計画通り年度をまたいで実施中。 
 

表 1.2.3 造船部材要件として適切な異種材接合条件 

 
□海上公試時の居室の騒音計測スペクトルから、当該居室の騒音にエアコンの影響があるか否かを判定する機械
学習モデルを構築した。この判定モデルの精度を表 1.2.4 に示す。表 1.2.4 は学習に使用していないテストデータにお
ける判定結果であり、この判定モデルでは実際にエアコン騒音の影響があった 89 部屋の居室の内、約 97%に当たる
86 部屋を影響があると正常に予測した。また，エアコンの影響がなかった 589 部屋の内、誤って支配的と予測したも
のは約 0.17%に当たる 1 部屋のみであり、発見率のみならず精度も極めて高い判定モデルとなった。 

表 1.2.4 テストデータでの判定結果 

実測 支配的 支配的 非支配的 非支配的 

予測 支配的 非支配的 支配的 非支配的 

件数 86 3 1 588 

 
□深層強化学習をネスティング問題に応用し、自己学習と人手による配置データから学習する 2 つの学習を構築す
ることにより、人手の手直しが不必要なレベルの結果を得ることができた（図 1.2.130）。左図は、自己学習の結果を利
用して鋼材を配置した図である。右図は、ベテランの配置を模倣学習した結果を利用して配置した図である。 
 

図 1.2.130 自己学習，模倣学習によるネスティング結果 
 
□海技研 CFD と造船用 3D CAD のデファクトスタンダードである NAPA と組み合わせ、主機の構造部材の配置を自
動概略設計し、推進性能と載貨容積とを多目的最適化する設計システムを開発し、載貨重量 6 万トンのバルクキャリ
アに対して試設計を行い、設計コストの低減、顧客への船型提案手法の改善等の有効性を確認した。（図 1.2.131） 
 

自己学習 模倣学習結果

構造用接着剤 VaRTM成型

第二世代アクリル樹脂系接着剤(SGA) 鋼材接触面は複合材樹脂リッチ層（接着接合）

第2類引火性固体, 第4類第1石油類 硬化剤：第5類自己反応性物質有機過酸化物

プライマー不要 プライマー不要
サンディング要 サンディング不要

3mm程度 制約無(複合材被着材を後工程で積層)
冬季 速乾型硬化剤（23℃で5分） ヒーターでの樹脂加温により標準と同程度

作業可能時間 標準 標準硬化剤（23℃で15分） (23±5)℃で30分
夏季 遅硬化型硬化剤（35℃で15分） 35℃で15分

作業可能時間の4倍程度の圧締時間が必要 3時間で脱型(包材撤去)可能
鈍感（±20%許容） 鈍感（±20%許容）

不要（混合ガンの使用で施工速度向上） 要（真空脱気用包材、真空ポンプなど）

9～12 MPa (接着層厚3mmの場合) 10～15 MPa

硬化剤混合比感受性

接着部

消防法危険物
(製品で異なる)

異材接合部劣化前
引張せん断強度

(複合材樹脂により異なる)

被着体接合面前処理

充填可能被着材間隔

固着時間

副資材
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図 1.2.131 推進性能と載貨重量の多目的最適化の結果と最適船型の一

例 
 
□開発した上流設計システム上で生産性の初期評価を実現するため、設計システムに海技研の曲率線展開プログ
ラムを組み込み、造船所・CAD メーカーと共に開発プロトタイプの初期評価を行い、有効性および改善点の抽出を行
った。（図 1.2.132） 
 

 
図 1.2.132 開発設計システムと連携した海技研の曲率線展開の結果の一

例 
 
□次世代造船設計システム（インテリジェント CAD）のコアとなる技術要素を検討し、造船を含む建築など受注産業全
体で大きな課題となっている現場不具合を、IoT による作業者のモニタリング、CAD の作業ログ、会話データのモニタ
リング等で収集したデータベースを機械学習することで不具合の発生を予測し、CAD システム等で事前に注意を促
すシステムを概念設計し、この技術の特許を出願した。（図 1.2.133） 
 

 

図 1.2.133 インテリジェント CAD の概念図 
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研究開発課題 (10)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 
 

研究テーマ 重点☆１２ ＩＣＴを利用した大陸間自律運航に係る支援技術に関する研究 
 

中長期目標 中長期計画 年度計画 

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。 

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。 
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 

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。 
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 

 
研究の背景  

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。具体的には、 
□自律運航システムの構築 
□立体視による他船検出システムの研究 
□自律航行船の安全基準の研究 
□自動離着桟機能の開発 
 

研究目標  

□自律運航システムのコンセプトの構築 
□自律運航システム機能を組み込んだシミュレータによる有効性評価手法の開発 
□大洋航行における計画航路に基づいた自律運航システム及び、自動避航システムの開発 
□レーダー、AIS 以外の捕捉としての画像処理と立体視による他船検出システムの開発 
□自律運航を実現するための規則の対応案 
□着桟支援システムと自動着桟機能の開発  
上記成果は、自律運航機能の普及により、船員不足への対応、ヒューマンエラーによる海難事故の削減に寄与で

きる。また、先進的な技術開発を行うことで、我が国海事産業の国際競争力の強化が図られる。 
 

R1 年度の研究内容  

□自動避航アルゴリズムの開発を継続するとともに、操船シミュレータによる評価方法の検討行う。 
□前年度開発したタブレットの提示による避航操船支援システムを実船搭載する（商船三井、商船三井テクノトレード、
東京海洋大学との共同研究）とともに､遠隔によるタブレット画面のモニタリングを行う。 
□立体視による他船検出システムについて、物体検出手法の改善による検出率の向上、立体視の画像マッチングア
ルゴリズムの改善による位置精度の向上。GUI システムを構築し公開実験を行う。 
□離着桟操船における低速時の小型船舶の操縦運動特性の把握を行う。 
□低速時の小型船舶の操縦運動数学モデルの開発とシミュレーションを行う。 
□自動離着桟システムの研究のため、小型実験船（シームレス船）「神峰」の制御システム（ハードウェア、ソフトウェ
ア）の開発を行う。 
□AI 等を用いた自動離着桟システムの検討を行う。 
□経路追従制御アルゴリズムを用いた着桟操船アルゴリズムの開発を行う。 
□経路追従制御アルゴリズムによる実船の着桟操船システムの開発を行う。 
□音声情報を活用した着桟操船支援システムの開発と小型実験船による実証、操船シミュレータによる支援システ
ムの評価を行う。 
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R1 年度の実績  

□自動避航アルゴリズムについて、ルールベースによるもの、深層強化学習によるもの等を開発し、これらを適用す
るファストタイムシミュレーションシステムを構築した。ファストタイムシミュレーションでは、延べ 10 万以上の見合い関
係について実行した。 
□タブレットの提示による避航操船支援システムを東京海洋大学練習船汐路丸に搭載し、動作確認を行った。また､
船上で動作中のタブレット画面を陸上からモニタリングを行った。 
□立体視による他船検出システムについて、深層学習アルゴリズムおよび前処理等の工夫により、検出率を向上さ
せた。画像マッチングアルゴリズムの改善により、立体視距離推定誤差を低減させた。GUI システムを構築し航行中
の画像を用いた検証を行った。 
□最適計算による着桟操船の解を教師データにした、ニューラルネットワークと PID 制御による経路追従を想定した
非線形最適化計算手法の検証を行った。計算には ESSO OSAKA の 3m 模型を対象とした MMG モデルを用いて、最
新の進化計算手法の一つである IPOP-CMA-ES の性能を評価した。 
□離着桟操船シミュレーションのための操縦運動数学モデルの調査・検討を行った（運動性能研究グループとの共
同）。芳村の Cross flow drag モデルと、弊所の先行研究による成果からプロペラ正逆転の両方に対応した低速域の
操縦運動数学モデルを検討した。 
□小型実験船「神峰」による自動着桟実験を行うため、PLC 制御システムを構築し、PLC または制御用 PC から、エ
ンジン回転数、クラッチ、舵角、バウスラスタの操作をできるようにした。 
□神峰を用いた操縦性試験を実施し、主機のクラッチ制御に対応した実船計測データを用いて MMG モデルベース
の低速域操縦運動数学モデルを構築し、計算プログラムを開発した（運動性能研究グループが担当）。開発された操
縦運動数学モデルを用いたシミュレーションは係数の同定に用いられた実船計測データおよび、後述の自動着桟操
船の実験データと比較し十分な精度で運動を予測できることを確認した。 
□自動着桟操船アルゴリズムの開発環境を整備することを目的として、神峰に搭載された PLC 制御システムの通信
エミュレータを開発し、自動着桟プログラムの開発期間短縮とバグ発生の頻度低減を達成した。 
□Pure pursuit と Autopilot による船舶の経路追従アルゴリズムを開発した。また、着桟操船開始時に自動で着桟位
置までの経路を生成するアルゴリズムを開発した。 
□Pure pursuit と Autopilot による船舶の経路追従アルゴリズムの評価として、仮想的に設定した円周経路を追従す
るトレース試験をシミュレーションおよび神峰を用いた実海域で行い、手動操船および定舵角による操船と比較して
評価を行った。 
□Pure pursuit と Autopilot による自動着桟アルゴリズムを開発し、仮想桟橋および実桟橋において着桟実験を行っ
た（運動性能研究グループも協力）。また、神峰の PLC 制御システムと連携し自動着桟時の情報を音声で案内する
機能を実装した。 
□神峰を対象として、音声情報を活用した着桟操船支援システムを開発した。支援システムからは、変針と減速の指
示、風向・風速の情報といった音声ガイダンスが出力される。また、小型実験船による実証から、音声を用いた着桟
操船支援システムは概ね意図したとおりに機能することを確認するとともに、システムの課題等を明らかにした。さら
に、操船シミュレータを用いて、操船経験がない、または、少ない被験者 15 名を対象に、システムの支援による操船
者の精神的作業負担の軽減とユーザビリティに関して、定量的な評価指標を用いて評価を行うとともに、被験者への
ヒアリングから音声を用いた着桟操船支援システムの課題を整理した。評価結果から、音声情報を用いることで、精
神的作業負担が軽減されることを確認した。ユーザビリティは、評価結果から、受容されるという結果が得られた。課
題としては、本支援システムに舵を戻すタイミングや操作量を指示する機能を追加することで、さらに操船者への支
援に役立つと考える。 
 
 

R1 年度の研究成果  

□自動避航アルゴリズムについて、ファストタイムシミュレーションによる結果（図 1.2.134）に対して、最接近距離や海
上衝突予防法に従った方法か等の解析を行い、避航操船における困難度が高いと思われる見合い関係の抽出の検
討を行った。今後、この結果を活用して、操船シミュレータで評価する際のシナリオの参考とする。 
□東京湾を航行中の汐路丸で稼働中の避航操船支援システムのタブレット画面（図 1.2.135）を LTE 回線を利用して
陸上でモニタリングを行い、通信速度との関係を調査した。船から陸上へのアップリンク速度が 1～2Mbps を下回ると、
タブレットのカメラ映像の伝送には、不十分であることを確認した。 
□立体視による他船検出システムについて、深層学習のフレームワーク選択と入力画像の拡大処理により、検出率
が改善した（図 1.2.136）。灯浮標を対象に検出を行ったところ、高さ 4.6m の灯浮標を約 2km 先から安定的に検出で
きた。反航船、灯浮標を対象に位置推定を行ったところ、系統誤差を除きおよそ±2%程度の推定誤差範囲内で相対
距離を推定できた（図 1.2.137）。GUI への出力を行い（図 1.2.138、1.2.139）、公開実験を行った。 
□MMG モデルを対象とした IPOP-CMA-ES を用いた非線形最適化計算を行った。計算時間短縮のため、計 3 ステッ
プの削減、制御回数制限による解空間の次元削減、並列計算の実装を行ったが、計算時間が実用的な範囲には収
まらなかった。併せて、目的関数評価の際に状態量の標準化を行うことで精度を改善したが、最終位置が模型船ス
ケールで 1m 程度の誤差を生じたため実用精度に達しない可能性があることが確認された。図 1.2.140 に最適化計算
により得られた解の一例を示す。IPOP-CMA-ES の計算には、Python による実装の pycma を用いた。 
 
□Hull の流体力計算において標準的な MMG モデルと比較して必要な係数が少ない芳村の Cross flow drag モデル
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を採用した。このモデルは着桟操船時の斜航状態の運動予測に適したモデルであり、さらに北川らのプロペラ逆転時
の計算モデルを用いることでクラッチ動作を含む風の影響を受ける着桟操船時の運動状態を精度良く予測する低速
域操縦運動数学モデルを構築した。 
□神峰（図 1.2.141）を用いた操縦性試験を運動性能研究グループと共同で因島周辺海域で実施し、低速域操縦運動
数学モデルに対応した神峰の操縦流体力同定を行った。操縦試験では Z 試験において PC から制御で行い、安定し
た試験を実施した。潮流や風等の外乱影響下で計測した異なるエンジン回転数およびクラッチ操作を行った航行デ
ータから、離着桟操船アルゴリズム開発に必要な精度を有するシミュレーション環境を構築した。 
□自動着桟プログラムの開発速度と品質の向上を目的として、神峰に搭載された PLC 制御システムの通信エミュレ
ータを開発した。通信エミュレータは操縦運動のシミュレーション機能を有し、シミュレーション計算には野本の一次系
近似モデル、標準的な MMG モデル、芳村の低速域モデルおよび新たに開発した低速域操縦運動数学モデルから選
択することができる。また、風外乱の影響を評価するため、ワイブル分布と正規分布を用いた風向風圧シミュレーショ
ン機能を有する（図 1.2.142 にシミュレーションと実際に計測値を基にした風配図を示す）。さらにエミュレータはシミュ
レーション中にリアルタイムに船舶の運動状態を可視化する機能とロギング機能を有する。このエミュレータにより、
陸上で操縦運動シミュレーションを用いて開発されたソフトウェアをそのまま変更なしに実船のシステムにつないで制
御することが可能となり、自動着桟プログラムの開発工数と不具合の発生頻度を大幅に削減した。 
□IPOP-CMA-ES による非線形最適化計算の結果を受け、代替案として経路追従をベースとした実時間制御アルゴ
リズムの検討を行った。経路追従には Pure Pursuit アルゴリズムを採用し、船首方位や計画経路との誤差を用いた
PD および PID のオートパイロットにより船首方位を制御することで風や潮流下において安定した経路追従を行うこと
ができる。特徴として制御パラメータの少なさと安定した経路追従性能が挙げられる。Pure pursuit + Autopilot による
経路追従の性能を確認するためシミュレーションおよび実海域で神峰を用いて試験を行い、制御性能を検証した。図
1.2.143 に実海域試験での航跡を示す。 
□経路を 4 つの区間に分け制御モードを切り替える Pure pursuit + Autopilot による自動着桟プログラムを開発した
（図 1.2.144 左）。着桟操船時の経路設定にはベジェ曲線を採用することで制御開始時の姿勢によらず、設定された
着桟位置までの滑らかな経路を自動で生成することができる（図 1.2.144 中央および右）。 
□Pure pursuit + Autopilot による自動着桟操船をシミュレーションおよび実海域で検証した。（実証実験は運動性能
研究グループも協力）実海域における仮想桟橋に着桟例を図 1.2.145 に実桟橋の着桟例を図 1.2.146 に示す。どちら
も計画航路に対してのズレは一定の幅で収まっており、特に平均風速が 2m/s の仮想桟橋の着桟例（図 1.2.145）で
はほとんど経路との追従誤差は見られない。一方で平均風速が 3.9m/s となった図 1.2.146 の実桟橋の着桟例ではニ
ュートラル走行時でも経路誤差を一定以下に押さえ目標位置に着桟制御できることが確認できた。特に風速が遅い
場合には、複数回の試験を行っても安定して経路誤差を抑えて目標位置に着桟制御できることを確認した。 
□神峰を対象として、音声情報を活用した着桟操船支援システムを開発した。図 1.2.147 に、支援システムのモニター
画面を示す。図 1.2.148 に、音声ガイダンスの例を示す。音声ガイダンスにより位置 S→位置 P、位置 P→位置 T、位
置 T→位置 O での変針指示、位置 T で設定船速にするための減速指示、風向と風速の情報提供、位置 T、位置 O
までの距離のアナウンスが行われる。図 1.2.149 に、実船実験で得られた航跡の一例を示す。実験において、目標航
路に近い航跡が得られており、音声ガイダンスは概ね適切なタイミングで出力されていることが分かった。一方、着桟
位置近くにおける支援方法や目標航路とのずれに対する補正等の課題が挙げられる。図 1.2.150 に、操船シミュレー
タ実験による評価実験から得られた航跡の一例を示す。音声ガイダンスを活用した着桟操船支援システムを使用し
た場合、図 1.2.149 に示した実船実験結果と概ね同様の結果が得られた。着桟目標位置における船速と進入角度を
音声により誘導する着桟操船支援システムは、操船経験のない､または､少ない操船者 15 人の NASA-TLX スコアの
平均値の結果から、精神的作業負担を低減することを確認した。ユーザビリティの評価においても、同じ被験者の
SUS スコアの平均値の結果から、支援システムが受容される評価であることを確認した。しかし、この支援システム
は実験段階のシステムであり、事前設定等の汎用性・操作性を高める必要がある。課題としては、舵を戻すタイミン
グや着桟直前の舵の操作が習熟訓練での把握結果をもとに感覚で操作した被験者が多かったことから、本支援シス
テムにこれらのタイミングや操作量を指示する機能を追加することで、さらに操船者への支援に役立つと考える。 
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図 1.2.134 ファストタイムシミュレーション画面 
 
 
 

図 1.2.135 汐路丸に搭載した避航操船支援システムのタブレット画面 
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図 1.2.136 深層学習フレームワークと検出率 

 

図 1.2.137 灯浮標の相対距離推定例 
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図 1.2.138 景観画像からの船影検出例 

 

 

図 1.2.139 推定船位の GUI 描画例 
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図 1.2.140 ESSO OSAKA 3m 模型の MMG モデルを用いた IPOP-CMA-ES による着桟操船の解の一例 
 

図 1.2.141 神峰の外観と操縦席 
 

図 1.2.142 ワイブル分布と正規分布による風速と風向のシミュレーション 
（左：シミュレーション、右：計測値） 
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図 1.2.143 神峰を用いた実海域トレース試験（追従円周経路半径 60[m]、 
左：PurePuresuit＋Autopilot、平均主機回転数：757.0 [rps]、平均真風速 6.0 [m/s]、平均風向 272 [deg] 
右：舵角+15 度一定、平均主機回転数：756.5 [rps]、平均真風速 6.29 [m/s]、平均真風向 301 [deg]） 

 
 

図 1.2.144  Pure pursuit + Autopilot による着桟操船の概要。左図の青の点線は着桟の計画経路。 
中央は自動着桟の計算に用いる座標系。右図はベジェ曲線による着桟経路計算の概要。 

 
 

図 1.2.145  Pure pursuit + Autopilot による神峰を用いた自動着桟操船結果の一例 
（仮想桟橋に対する着桟、右図は想定した仮想桟橋の位置を示し、左図の桟橋の位置は実桟橋を示す。 

右図中の青点線は計画経路、赤点は航跡） 
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図 1.2.146 Pure pursuit + Autopilot による神峰を用いた自動着桟操船結果の一例 
（実桟橋に対する着桟、右図中の青点線は計画経路、赤点は航跡） 

 
 

図 1.2.147 支援システムのモニター画面 
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図 1.2.148 音声ガイダンスの例 
 
 

 

図 1.2.149 実船実験で得られた航跡の一例 
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音声による着桟支援あり（被験者 1）               音声による着桟支援なし（被験者 1） 
図 1.2.150 操船シミュレータ実験による評価実験から得られた航跡の一例 
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□南真紀子，丹羽康之，庄司るり：事故事例を参考にした自動運航船安全評価シナリオの作成に関する検討，日本
航海学会講演予稿集，Vol.7，No.2，pp.106-109，2019． 
□小林充，佐藤圭二，齊藤詠子，丹羽康之，福戸淳司，岩崎一晴：立体視による他船検出・位置推定システムの研
究，日本航海学会講演予稿集，Vol.7，No.2，pp.142-145，2019． 
□佐藤圭二，澤田涼平，福戸淳司：航行妨害ゾーン（OZT）可視化による避航判断支援システムの開発，海上技術安
全研究所報告，第 19 巻別冊，pp.67-71，2019． 
□間島隆博，南真紀子，澤田涼平，福戸淳司：自動避航操船の計算アルゴリズムの開発，海上技術安全研究所報
告，第 19 巻別冊，pp.73-76，2019． 
□丹羽康之：操船シミュレータによる自動航行プラットフォームの構築，海上技術安全研究所報告，第 19 巻別冊，
pp.77-80，2019． 
□小林充，丹羽康之，佐藤圭二，齊藤詠子：深層学習を用いたカメラ画像からの船舶検出と位置推定に関する研究，
海上技術安全研究所報告，第 19 巻別冊，pp.116-117，2019． 
□佐藤圭二：自律避航アルゴリズムの開発，日本船舶海洋工学会東部支部ワークショップ「自律化船の実現に向け
て」，2019． 
その他 
□丹羽康之，宮崎恵子：自動運航船の国内外の概要と避航機能について，電子情報通信学会信学技報，SSS2019-
8，pp.5-8，2019． 
□丹羽康之：自律運航船技術の国内外の開発進展状況について，山縣記念財団海事交通研究，第 68 集，pp.65-75，
2019． 
□丹羽康之：避航操船を中心とした自律船技術について，日本内燃機関連合会講演会「自動運航，自律運航の開発
動向と最新情報」，2019． 
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□間島隆博：海事産業のビッグデータと AI の応用，全国水産高等学校長協会・全国水産高等学校実習船運営協会・
全国高等学校水産教育研究会総会，2019． 
□間島隆博：船舶の自律化について，日本海運経済学会年次大会，第 53 回大会，2019． 
□間島隆博：海事産業に係る自動化技術，鉄道・運輸機構、内航船舶技術支援セミナー，2019． 
□間島隆博：自律船の研究開発，自動車技術会 2019 年度第 11 回見学会海上技術安全研究所，2020． 
公開実験 
□深層学習による他船船影検出・位置推定システムの公開実験，2019 年 11 月 6 日． 
特許 
□特願 2019-132152・NNRI-562，周辺状態表現方法、避航動作学習プログラム、避航動作学習システム、及び船舶，
出願日：2019 年 7 月 17 日． 
□特願 2019-205086・NMRI-567，船舶の着桟支援プログラム、船舶の着桟支援システム、及び船舶の着桟支援シス
テムを搭載した船舶，出願日：2019 年 11 月 12 日． 
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研究開発課

題 

(11)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 

 

研究テーマ 重点☆１３ ＡＩ等による輸送の効率化・最適化・予測等に関する研究 
 

中長期目標 中長期計画 年度計画 

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。 

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。 
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 

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。 
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 

 
研究の背景  

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。具体的には以下を行う。 
□AI 等を用いた複合一貫輸送の評価の研究 
・平時及び震災時における複合一貫輸送評価手法の研究 
・船舶の運航情報提供システムの開発 
□AI 等を用いた国際海運・造船予測の研究 
・データフュージョン技術の開発と海上貨物・造船需要等の評価・予測手法 
・海事産業の構造変化の影響評価手法の研究 
□船隊運航管理システムの高度化 
・航海計画アルゴリズムを改良し、アルゴリズムの頑強性、高速性、推定精度を高度化する 
・航海評価アルゴリズムを改良し、アルゴリズムの頑強性、推定精度を高度化する 
・情報基盤システムのユーザビリティを高度化するとともにビッグデータの取扱ができるデータベースシステムへの

移行を踏まえた設計を行う 
 
研究目標  

□平時及び震災時における複合一貫輸送評価手法及びシステム 
□船舶の運航情報提供システム 
□海上貨物・造船需要等の評価・予測手法 
□海事産業の構造変化評価手法及びシステム 
□高度化された船体運航管理システム 
 

上記成果は、システムの実用化、普及により、効率的な輸送が実現し、環境保全、わが国の輸送システムの国

際競争力強化へとなり得る。  
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R1 年度の研究内容  

□AI 等を用いた複合一貫輸送の評価の研究 
・災害時等における総合的な輸送性能を評価可能な輸送シミュレータの検討 
・貨物経路推定手法を開発 
・船舶の運航定時性評価システムの作成 
□AI 等を用いた国際海運・造船需要予測の研究 
・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 
・海事産業の産業構造に与える影響を、シミュレーションにより検討 
 
 

R1 年度の実績  

□AI 等を用いた複合一貫輸送の評価の研究 
・災害時の傷病者輸送について、輸送の実態調査・関係者へのヒアリング調査を中心に実施し、マルチエージェント

モデルを用いたシミュレータのフレームワークを検討した。また、拠点病院、救護病院、道路ネットワークデータ等
の基盤データの整備を行った。（競争的資金である交通運輸技術開発推進制度を獲得 2019 年度～2021 年度）
（学会講演会等で発表） 

・荷主の港湾選択行動をディープラーニングによりモデル化し、海上輸送費用、荷役費用、港湾機能といった説明変
数の変化に対して港湾貨物量の増減予測を行い、約 8 割程度の精度を確認した。 

・広域震災時の災害支援物資輸送における冗長手段としての海上輸送の必要性を提示（学会講演会に投稿） 
・到着予測モデルの検討結果をもとに到着予定を遅延実態から予測する手法を開発（学会講演会に投稿） 
 
□AI 等を用いた国際海運・造船需要予測の研究 
・IPCC の社会・経済シナリオに基づく、海上荷動き量、船種・サイズ別船舶数、CO2 排出量の予測を実施。 

船舶の燃料消費量に大きな影響を与える減速航行について、Lloyd's List Intelligence 社の船舶動静データと機械
学習の異常値検知に基づき、船種・サイズ別の平均航行速度を算出する方法を作成（民間請負 1 件実施） 

・鉄鉱石の国際輸送を対象にして、INFINIT モデルを用いた輸送シミュレーションを試作（学会講演会に投稿）（共同研
究 1 件実施） 

 
 

R1 年度の研究成果  

□AI 等を用いた複合一貫輸送の評価の研究 
・大規模災害時における、緊急消防援助隊ブロック訓練や自治体主催の大規模図上訓練等の参観によって傷病者

輸送の一連の流れ（図 1.2.151、図 1.2.152）を確認し、情報の流れ、応援部隊配置の考え方などについてシミュレー
タの基盤となる動きに落とし込めるようフレームワークの検討を行った。 

・静岡県及び高知県を対象に救護所や病院、道路ネットワークデータ等の基盤データ整備（図 1.2.153）を実施中であ
る。 

・令和元年度交通運輸技術開発推進制度に採択され、本年度の年度末評価において、シミュレーションにより適切な
インフラ強化につながることを期待されていることや良いものが完成すれば期待できるとの評価をもらっている。 

・災害時の支援物資輸送について、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について遺伝的アルゴ
リズムを用いた自動配船機能を含む機能モデルを構築した。 

・わが国の輸出入貨物を対象に荷主の港湾選択行動をディープラーニングによりモデル化を実施。候補航路が数百
以上の組み合わせがなるところから、実際に使われそうな航路を予測し、海上輸送費用、荷役費用、港湾機能とい
った説明変数の変化に対して港湾貨物量の増減予測を行い、約 8割程度の精度を確認した（図 1.2.154、図 1.2.155、
図 1.2.156）。 

・船舶の運航情報提供システムでは、季節変動等の要因による遅延や運休・欠航が発生しているのかを明らかにす
るために、常時データ収集している貨物鉄道とフェリーにおける遅延実態に関するデータについて月別の遅延実
態の分析を実施。その結果長距離フェリーは、夏期の遅れは少ないが冬期に多くなる傾向が見られ、貨物鉄道は
平均的に遅れが多い傾向が見られた（図 1.2.157）。 

・昨年度作成した到着予定を遅延実態から予測させるモデルを用いた、運航定時性評価システムを作成した（図
1.2.158）。 
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図 1.2.154 ロス発仙台着の貨物の

輸送経路例 

図 1.2.155 輸送経路 4 本から 1

本を選択する学習 

図 1.2.156 トーナメント方式により

最終解を 1 本選択 

Jan. 2017 Feb. 2017 Mar. 2017 Apr. 2017 May. 2017 Jun.2017 Jul.2017 Aug.2017 Sep.2017 Oct.2017 Nov.2017 Dec.2017

# of operations (schedule base) 906 830 1,050 1,037 1,051 1,014 1,075 1,121 1,056 1,055 1,021 1,057

# of operations (AIS data) 878 813 1,047 1,022 1,045 1,012 1,074 1,071 986 986 1,002 964

# of cancellation 28 17 3 11 4 2 1 50 70 65 19 62

# of operations of the delay

occurrence 105 111 63 102 30 38 28 34 52 101 105 103

# of routes of the delay occurrence 19 22 22 30 9 15 11 12 15 28 21 22

Maximum of delay occurrence days in one route16 19 15 14 15 12 15 8 9 16 15 15

Maximum time of delay 1,149 479 580 922 91 340 155 225 963 603 510 1,075

Average time of delay 151 126 57 137 32 70 41 55 97 90 66 137

Average of delay occurrence days 2.9 3.3 1.8 2.8 0.8 1.1 0.8 0.9 1.4 2.8 2.9 2.9

Jan. 2017 Feb. 2017 Mar. 2017 Apr. 2017 May. 2017 Jun.2017 Jul.2017 Aug.2017 Sep.2017 Oct.2017 Nov.2017 Dec.2017

# of operations (schedule base)

[train] 8897 8036 8897 8610 8610 8610 8610 8610 8610 8610 8610 8610

# of operations of the delay

occurrence [train] 904 722 560 515 378 519 713 582 539 702 555 775

Maximum of delay occurrence

days in one train [day] 21 14 11 12 11 14 15 12 14 13 18 20

Maximum time of delay [min] 2,123 2,586 1,955 1,483 1,082 1,259 3,311 1,980 3,181 4,546 1,108 3,082

Average time of delay [min] 291 254 229 270 219 257 340 283 231 329 221 310

Average of delay occurrence in

one train [day] 5.6 4.2 3.6 3.4 3.1 3.6 4.7 3.8 3.7 4.6 3.9 5.1

図 1.2.157 月別の貨物鉄道及び定期フェリーの運航実態

（上段：フェリー、下段：貨物鉄道） 

図 1.2.158 フェリー到着予測システム 
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○拠点病院
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高速道
一般道

図 1.2.151 大規模訓練の様子及び

応援部隊配置の考え方 
図 1.2.152 緊急時の海上輸送航

路 

（高知港） 

図 1.2.153 ネットワークデータ等 

の基盤データの整備 
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□AI 等を用いた国際海運・造船需要予測の研究 
・IMO GHG Study の GHG 排出予測における船舶の減速航行等を評価するため、AIS データ等の各種運航データを

融合した解析技術を構築した。海運・造船予測のシミュレーションにより、IMO の GHG 削減戦略における燃費効率
目標の達成方法を算定した（図 1.2.159、図 1.2.160）。 

・船舶の燃料消費量に大きな影響を与える減速航行について、Lloyd's List Intelligence 社の船舶動静デー 
タと機械学習の異常値検知に基づき、船種・サイズ別の平均航行速度を算出する方法を作成した。 

 
・鉄鉱石の国際輸送を対象にして、INFINIT モデルを用いた輸送シミュレーションを試作し、シミュレータの妥当性の検

討として、実データとの比較を行った。（図 1.2.161、図 1.2.162）。 
・他船種への拡張と減速航行や代替燃料といったオプションの評価を中心に準備中。 
・令和元年度に東京大学との共同研究を締結し、海事産業が産業構造に与える影響に関する意思決定支援ツール

としての提供を目指す。 
 

 
 

成果の公表  

□論文 

(1)査読付きジャーナル 

・Kazuo Hiekata, Shinnosuke Wanaka, Taiga Mitsuyuki, Ryuji Ueno, Ryota Wada, Bryan R. Moser: Decision 

Support Methodology to Evaluate IoT Technologies Deployment in Maritime Industry Using Systems 

Approach, Journal of Marine Science and Technology, 2019. (投稿中) 

・Takahiro Majima, Keiki Takadama, Daisuke Watanabe, Taro Aratani, Keiji Sato: Analysis and Avoidance of 

Bottlenecks for Logistics System toward Equal Distribution of Relief Supplies in Disasters, SICE Journal of 

Control, Measurement, and System Integration, 2019. 

・Shinnosuke Wanaka, Kazuo Hiekata: Development of Collaborative Workshop Environment for Engineering 

Systems Design, Computers in Industry, 2020. （投稿中） 

・松倉 洋史，Deep Learning 手法による輸出入海上コンテナ貨物の輸送経路推定，日本船舶海洋工学会論

文集，vol.31，2020（投稿中） 

 

 

図 1.2.159 船腹量のシミュレーション結果 図 1.2.160 船隻数の将来予測シミュレーション 
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図 1.2.162 シミュレータの妥当性の検討 

実データとの比較 

図 1.2.161 シミュレータの妥当性の検討 

実データとの比較 
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(2)本文査読付きプロシーディングス 

・Shinnosuke Wanaka, Kazuo Hiekata, Bryan R. Moser: Development of Workshop Environment for Supporting 

Collaborative Problem Framing, Proc. of the 26th ISTE International Conference on Transdisciplinary 

Engineering, 2019. 

・Sho Kajihara, Ryota Kobayashi, Akinori Murata, Ryo Takano, Keiki Takadama, Taro Aratani, Takahiro Majima: 

Towards Adaptation to Environmental Change without Network Revision in Urban Transit Network Design 

Problem, The 3rd International Symposium on Swarm Behavior and Bio-Inspired Robotics, 2019. 

・Ira Winder, Dylan Delaporte, Shinnosuke Wanaka, Kazuo Hiekata: Sensing Teamwork During Multi-objective 

Optimization, IEEE World Forum on Internet of Things, 2020. 

 

(3)講演予稿集等(本文査読無し) 

・小坂浩之、手塚峻典：機械学習による国際輸送の複合データを用いた港湾間貨物量の推定、日本物流学会

全国大会研究報告集、2019． 

・Taro ARATANI, Keiji Sato: Estimation of Potential Maritime Transport Share Considering Geographical 

Conditions, Asia Navigation Conference 2019, 2019. 

・和中真之介、稗方和夫、堀井悠司：海上輸送における GHG 削減に向けたモデルベース意思決定支援シス

テムの開発、令和元年 日本船舶海洋工学会 秋季講演会講演論文集、2019． 

・荒谷太郎、山田泉、青山久枝、間島隆博：大規模災害時における空港面交通シミュレータの活用に向けた検

討、土木計画学研究・講演集 Vol.60、2019． 

・荒谷太郎、佐藤圭二：地理的条件を考慮した潜在的な海上輸送分担率の推定、日本航海学会誌

Navigation211 号、2020． 

・間島隆博：大規模災害時における輸送体制の評価システム、第４回交通運輸技術フォーラム講演資料集、

2020． 

・松倉 洋史，Deep Learning 手法を用いた輸出入海上コンテナ貨物の輸送経路推定手法の開発，日本船舶

海洋工学会春季講演会論文集，2020（投稿中） 

 

(4)出願特許、プログラム登録 

なし 
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３．港湾、航路、海岸及び飛行場等に係る技術に関する研究開発等 

【中長期目標】 

国土交通省では、港湾・空港施設等の防災及び減災対策、既存構造物の老朽化対策、国際コンテナ戦略

港湾や首都圏空港の機能強化、海洋開発の拠点整備等の緊急的な課題への対応のための政策を推進し

ている。 

研究所は、上記政策における技術的課題への対応や関係機関への支援のため、構造物の力学的挙動

等のメカニズムの解明や要素技術の開発など港湾・空港整備等に関する基礎的な研究開発等を実施すると

ともに、港湾・空港整備等における事業の実施に係る研究開発を実施する。 

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。 

なお、研究所による基礎的な研究開発等の成果は、国土技術政策総合研究所において、技術基準の策

定など政策の企画立案に関する研究等に活用されている。このことから、研究所は引き続き国土技術政策

総合研究所との密な連携を図る。 

【中長期計画】 

中長期目標に掲げられた研究開発課題、すなわち東日本大震災を教訓とした地震や津波の防災及び減

災対策、港湾・空港 等施設における既存構造物の老朽化対策、産業の国際競争力強化のための国際コン

テナ戦略港湾や首都圏空港の機能強化、海洋開発の拠点整備など、国土交通省が推進する政策における

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。 

基礎的な研究開発等のうち、波浪、海浜、地盤、地震、環境、計測等に関する研究は、研究所が取り組む

港湾・空港等分野のあらゆる研究等の基盤であることから、中長期目標期間中を通じてこれらを推進し、波

浪や海浜変形等に係るメカニズムや地盤及び構造物の力学的挙動等の原理や現象の解明に向けて積極

的に取り組む。また、個別の港湾・空港等の整備を技術的に支援するための研究開発についても積極的に

取り組む。 

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港湾行政を取り巻

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のある萌芽的

研究に対しても、先見性と機動性を持って的確に対応する。 

なお、港湾・空港分野に関する研究開発については、 同分野において政策の企画立案に関する研究等

を実施する国土技術政策総合研究所との一体的な協力体制を、引き続き維持する。 

【年度計画】 

中長期目標に掲げられた研究開発課題、すなわち東日本大震災を教訓とした地震や津波の防災及び減

災対策、港湾・空港等施設における既存構造物の老朽化対策、産業の国際競争力強化のための国際コン

テナ戦略港湾や首都圏空港の機能強化、海洋開発の拠点整備など、国土交通省が推進する政策における

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。 

基礎的な研究開発等のうち、波浪、海浜、地盤、地震、環境、計測等に関する研究は、研究所が取り組む

港湾・空港等分野のあらゆる研究等の基盤であることから、中長期目標期間中を通じてこれらを推進し、波

浪や海浜変形等に係るメカニズムや地盤及び構造物の力学的挙動等の原理や現象の解明に向けて積極

的に取り組む。また、個別の港湾・空港等の整備を技術的に支援するための研究開発についても積極的に

取り組む。 

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港湾行政を取り巻

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。 

また、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のある萌芽的

研究のうち、特に重点的に予算配分するものを特定萌芽的研究と位置づけて実施するとともに、年度途中

においても、必要に応じ新たな特定萌芽的研究を追加し、実施する。 

なお、港湾・空港分野に関する研究開発については、同分野において政策の企画立案に関する研究等を

実施する国土技術政策総合研究所との一体的な協力体制を、引き続き維持する。 
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◆年度計画における目標設定の考え方 

中長期目標に示された研究分野の研究を的確に実施するため、研究分野のそれぞれについて社会・行政ニ

ーズ及び重要性・緊急性を踏まえ、9の研究テーマを設定し、具体的に取り組むべき研究実施項目を設定した。

研究実施項目の設定に当たっては、研究所の内部評価及び外部有識者による外部評価において、研究目標、

研究内容、アウトプット、アウトカム、研究期間、研究体制、研究実施項目の構成などに関する検討を行ってい

る。 

 このうち、基礎研究について、科学技術基本計画は、「国の政策的な戦略・要請に基づく基礎研究は、学術研

究と共に、イノベーションの源泉として重要である。このため、国は、政策的な戦略・要請に基づく基礎研究の充

実強化を図る。」と規定し、基礎研究を重視している。これを踏まえ、中長期目標は、波浪・海浜・地盤・地震・環

境等に関する原理・現象の解明に向けた基礎研究に積極的に取り組むことを求めており、令和元年度計画に

おいても、基礎研究に積極的に取り組むこととした。 

 また、中長期目標、中長期計画を受けて、令和元年度計画においても、将来の発展の可能性があると想定さ

れる萌芽的研究については、適切な評価とこれに基づく予算配分を行い、先見性と機動性をもって推進するこ

ととした。 

 

◆当該年度における取組状況 

（１）基礎研究への取組 

令和元年度も基礎研究を重視し、波浪・海浜・地盤・地震・環境等に関する原理・現象の解明に向けた研究を

実施した。令和元年度においては、51 の研究実施項目のうち、24 項目を基礎研究として位置付けた。また、基

礎研究以外の応用研究・開発研究と位置づけた研究実施項目においても、基礎研究的な要素・成果を含む研

究が存在する。 

 

（２）特定萌芽的研究の推進 

特定萌芽的研究制度は、独創的、先進的な発想に基づく萌芽期の研究であって、かつ将来の研究所の新た

な研究分野を切り開く可能性を有する研究に、先行的に取り組みその推進を図ることを目的として、 

①アイデアの段階、予備的な机上の検討段階、あるいは試行的な調査や実験・計算、試作の段階など萌芽

期の研究であって、将来の研究所の新たな研究分野を切り開く可能性を有する研究であること。 

②将来、研究所が他の研究機関との競争において十分な競争力を有する可能性がある研究分野であること。 

③独創的・先進的な研究テーマであるか、研究手法が独創的・先進的であること。 

の条件を満たすものを特定萌芽的研究とし、研究者から応募のあった研究課題の中から採択し、研究費を競

争的に配分する制度である。特定萌芽的研究の予算充当期間は１年間で、予算額は一課題当たり 300 万円

程度を限度とするが、必要と認められる場合には、研究所の財政事情等を勘案の上、予算の積み増しを検討

する。 

なお、特許につながる可能性が高いなど研究内容の秘密を保持する必要があるものについては、特定萌芽

的研究 B として研究責任者からの申し出によって設定し、その研究の具体的な内容については、研究終了から

原則として１年間は対外的に秘密を保持することとしている。応募のあった特定萌芽的研究の採択に当たって

は、研究所において、主に学術的な視点から審議するテーマ内評価会は行わず、研究所幹部で構成する内部

評価委員会で審議のうえ採否を決定することとしている。これは、テーマ内評価会の評価が専門的な見地から

なされたことにより、新たな着想による研究の芽をつみ取らないための配慮であり、将来の発展性が未知の課

題に対する採択の可否は研究所全体で行うべきと判断したことによる。また、特定萌芽的研究についても外部

評価委員会において研究評価を行っているが、その際は、選定した案件に関し研究の進め方等についての提

言を受けることを主眼としている。 

  



 

- 127 - 

研究開発課題 （１）沿岸域における災害の軽減と復旧 
 

研究テーマ 地震災害の軽減や復旧に関する研究開発 
 

中長期目標 中長期計画 年度計画 

南海トラフ巨大地震や首都直下
地震をはじめとする大規模災害の
発生リスクが高まっているなか、国
民の生命や財産を守るために、防
災及び減災対策を通じた国土強靱
化の推進が必要である。研究所
は、東日本大震災をはじめとした既
往の災害で顕在化した課題への対
応を引き続き推進するとともに、新
たな災害が発生した場合には迅速
に対応しつつ、港湾・空港等におけ
る地震、津波及び高潮・高波災害の
軽減及び復旧に関する研究開発等
に取り組む。 

南海トラフ巨大地震や首都直下
地震に代表される地殻変動の活発
化や異常気象による巨大台風の発
生等による大規模災害の発生リス
クが高まるなか、今後起こりうる災
害をいかに軽減し、また迅速に復旧
復興を図ることに重点をおいて、ハ
ード及びソフト両面からの取組が求
められている。 
このため、既往の災害で顕在化し

た技術的な課題への取り組みを継
続しつつ、以下の研究開発を進め
る。 
①地震災害の軽減や復旧に関する
研究開発 

南海トラフ巨大地震や首都直下
地震に代表される地殻変動の活発
化や異常気象による巨大台風の発
生等による大規模災害の発生リス
クが高まるなか、今後起こりうる災
害をいかに軽減し、また迅速に復旧
復興を図ることに重点をおいて、ハ
ード及びソフト両面からの取組が求
められている。 
このため、既往の災害で顕在化し

た技術的な課題への取り組みを継
続しつつ、以下の研究開発を進め
る。 
①地震災害の軽減や復旧に関する
研究開発 

－地震動の連成作用下の液状化地
盤の挙動評価・分析と対策に関し
て、液状化地盤の挙動をふまえ
た有効な地盤対策技術および液
状化被害抑止技術を開発・提示
する。 

－地盤工学的観点からの高波に対
する海岸施設の安定性評価手法
に関して、系統的な遠心模型実
験・数値解析と安定性評価手法
の検討を行う。 

－震源近傍強震動の予測手法の開
発及び沿岸域施設の耐震性能早
期発現のための対策技術開発を
開始する。 等 

 
 
研究の背景  

南海トラフ巨大地震や首都直下地震をはじめとする大規模災害に対して、地震後の早い段階からの所要の幹線

貨物輸送機能の確保、また、復旧復興の拠点としての必要最小限の緊急物資輸送機能の早期確保が必要とされ

ている、さらには地震・津波・高波と地盤の相互作用による沿岸災害が懸念され、その軽減が必要とされている。 

 

研究目標  

最大級かつ継続時間が長い地震動に関して、地震動の予測技術、構造物の被害予測技術を確立する。さらに、

既存構造物の耐震補強技術、現地被害調査における被害の評価技術や応急対策技術を開発する。また、海底地

滑りによる津波現象、津波、高波、流れに対する地盤性能や対策法を解明する。 

 

令和元年度の研究内容  

（１）最大級の地震による波形予測と被害予測に関する研究 

  最大級の地震による波形予測と被害予測に関して、港湾地域および空港における強震観測と記録の整理解

析、地震災害および被災要因調査、震源近傍強震動の予測手法の開発、地震動の連成作用下の液状化地盤

の挙動評価・分析と対策について検討を行った。地震動の連成作用下の液状化地盤の挙動評価・分析と対策

に関しては、人工排水材を用いた液状化伝播・ボイリング被害抑止工法の開発・提示を行った。この工法は、最

大級の地震発生時に港湾等に立地する道路面の変状を抑えるコスト面で有利な対策方法として大いに期待さ

れる。これに加え、2018 年に発生したインドネシア・スラウェシ地震津波災害を対象とし、地震液状化に伴う海

岸・海底地すべりによる津波の発生機構、特に地震液状化・地すべり・津波の連鎖機構を世界に先駆けて明ら

かにした。 

（２）最大級の地震に対する被害軽減技術に関する研究 

  最大級の地震に対する被害軽減技術に関して、最大級の地震に対する洋上風力発電設備・沿岸域構造物の
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耐震性能照査の技術開発、沿岸域施設の耐震性能早期発現のための対策技術開発について検討を行った。

洋上風力発電施設を対象とした地震応答解析プログラムの開発に着手し、モノパイル基礎を対象とした基礎構

造のモデル化方法を検討した。既設構造を活用したストラット追設と増杭による桟橋式係留施設の耐震改良工

法についても検討した。 

（３）地震・津波・高波と地盤ダイナミクスの相互作用に関する研究 

  地震・津波・高波と地盤ダイナミクスの相互作用に関して、沿岸構造物の吸い出し・陥没等安定性評価と対策

技術の開発、地盤工学的観点からの高波に対する海岸施設の安定性評価手法について検討を行った。 

 

令和元年度の研究成果  

（１）最大級の地震による波形予測と被害予測に関する研究 

 ①港湾地域および空港における強震観測と記録の整理解析 

強震観測データは、地震時の行政機関による対応、被災原因

の究明、施設整備の際の設計地震動の設定などに必要不可欠

であるほか、被害予測技術や耐震補強技術の検証など、研究

面でも欠かすことのできないものである。港湾地域強震観測は

昭和37年から継続的に実施されており、再来大地震による同一

地点での強震記録を取得するなど、蓄積されているデータは国

際的にも類を見ないものである。令和元年末現在では、図 1.3.1

に示すように 61 港湾の 160 箇所で観測を行っており、平成 31

年 1 月～令和元年 12 月の期間で 1,900 個の強震記録が取得さ

れている。東北地方太平洋沖地震の発生以降、2013 年～2018

年までは毎年 2,000 個以上の強震記録が得られており、それと

比べるとやや少ないが、東北地方太平洋沖地震の発生以前は

強震記録の数が年間 300～500 個程度であったことを考えると

かなり多いと言える。この間に得られた記録の中で最も最大加

速度の大きかった記録は、8 月 4 日に発生した福島県沖の地震

(M6.4)による相馬港の記録であり、最大加速度は 159Gal であっ

た。地震発生時には地震動情報即時伝達システムを介して港湾

における加速度等の情報を行政機関等に即時配信し、行政機

関に活用された。記録を整理・解析した結果については、最終的

に港湾空港技術研究所資料として刊行する予定である。今後

は、引き続き行政機関と連携して観測網の維持管理を適切に行

っていくとともに、観測記録の整理解析を進め、地震時の行政機

関による対応の支援、地震災害の軽減や復旧に関する研究に

活用していく。 

 

②地震災害および被災要因調査 

令和元年度には、現地調査を要する被害地震は発生しなかっ

た。 

地震後の復旧復興の拠点としての港湾の役割の重要性を踏

まえ、地震後の係留施設の利用可否判断を迅速かつ適切に行

うことがますます重要な課題となってきている。当所では、本省

や地方整備局等関係機関と連携し、RTK-GNSS を用いた岸壁

使用可否判断支援システム（名称：Berth Surveyor）の開発を行

ってきている（スマートフォンアプリ、PC ソフトウェアを含む；図

1.3.2）。これは地震時の岸壁法線の変位を数 cm の誤差で計測

できるものであり、部材の損傷程度の正確な把握を可能とするも

のである。令和元年度は本システムの表示機能の強化を行うとともに（図 1.3.3）、その活用方策について本省・

地方整備局とともに議論を深めた。複数の港湾に本システムを適用し、システムの稼働に必要な基準点を選定

し、施設変形量測定および施設の供用可否判断（損傷判断）が可能であること、地震後の供用可否判断に資す

るものであることを確認した。 

今後は引き続き RTK-GNSS ツールの現地試験導入、施設の供用可否判断の検討を行う。また、被害を伴う

図 1.3.1 港湾地域強震観測網 

図 1.3.2 「Berth Surveyor」の外観 
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ような地震が発生した場合に現地調査を実施して被害状況を整理分析し、施設被災メカニズム解明の検討を行

う。 

 

 

 

③震源近傍強震動の予測手法の開発 

規模の大きい内陸地殻内地震において、地表面付近まで大きなすべりが生じる場合や、地表地震断層が現

れる場合は、その近傍において永久変位成分を含む地震動が生じる。このような永久変位成分を含む地震動

は、フリングステップと呼ばれることが多い。1995 年兵庫県南部地震の際の神戸市内の地震動には顕著なフリ

ングステップは含まれていなかったが、2016 年熊本地震本震の際には、地表まで破壊が進展したことに伴い、

断層近傍の西原村小森などで顕著なフリングステップが観測された。2016 年熊本地震本震の際に観測された

フリングステップは立ち上がり時間が 2s 程度と短く、構造物に対して顕著な応答をもたらしうるものであった（図

1.3.4）。本研究では、従来から設計において考慮されている断層深部のアスペリティの破壊に伴う強震動に加

え、断層浅部のすべりによるフリングステップも考慮できる包括的な強震動予測手法の開発を目標とする。その

際、工学的な応用を考慮し、できるだけ簡便で利用しやすくかつ計算精度も確保できる震源モデルとすることを

念頭におく。令和元年度は、強震動シミュレーション手法について、精度の良い計算を行うために必要となる断

層面の離散化の方法などについて、基礎的な検討を開始した。今後は実際の地震を対象として、精度向上など

の課題に取り組んでいく。 

 

図 1.3.3 岸壁使用可否判断支援システム「Berth Surveyor」における表示機能の強化 

図 1.3.4 熊本地震本震による西原村での変位波形（左上）、速度波形（左下）と応答スペクトル（右） 
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④地震動の連成作用下の液状化地盤の挙

動評価・分析と対策 

南海トラフ地震、首都直下地震等、地震

動の連成作用や細粒分を含有する地盤を

対象として液状化挙動の評価・分析を行

い、液状化域の進展・伝播に伴う地盤内流

動特性・機構を明らかにし、これを踏まえ、

新たな地盤対策技術および液状化被害抑

止技術の開発・提示を行った。液状化に伴

う臨港道路等表面の大きな変状は、液状化

した地層から地表に向けて水圧が伝播し、

ボイリングによって顕著な変状がもたらされ

る場合が多い。本研究ではこのことに着目

し、表面付近に人工排水材を導入すること

で、液状化の発生を許容しつつも、液状化

域の伝播を抑制することによって地盤内の

流動を防ぎ、それにより液状化に伴う噴砂・

ボイリングと地表面付近の変状を抑制する

新たな技術の開発を行った（図 1.3.6）。この

技術について、1G 場の模型実験及び遠心

力場実験を通じて有効性を明らかにした。

この工法は、最大級の地震発生時に港湾

等に立地する道路面の変状を抑えるコスト

面で有利な対策方法として大いに期待され

る。これに加え、2018 年に発生したインドネ

シア・スラウェシ地震津波災害を対象とし、

地震液状化に伴う海岸・海底地すべりによ

る津波の発生機構、特に地震液状化・地す

べり・津波の連鎖機構を世界に先駆けて明

らかにした。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 1.3.6 人工排水材を用いた液状化伝播・ボイリング被害 
抑止工法：概念図 

 

図 1.3.7 インドネシア・スラウェシ地震津波災害における液状

化・地すべり・津波の連鎖機構 

 

引き波

図 1.3.5 断層面の離散化の検討に用いた半径 1,000m の円形断層（左）と検討結果（右） 

（断層からの距離が 1,000m と 100m の場合の変位波形の比較。黒が理論解、赤が数値解） 
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（２）最大級の地震に対する被害軽減技術に関する研究 

①最大級の地震に対する洋上風力発電設

備・沿岸域構造物の耐震性能照査の技術

開発 

最大級の地震に対して港湾・空港施設

の被害を的確に予測し、また対策工法の

効果を評価していくためには、数値解析手

法の信頼性の向上が欠かせないが、近年

では対象施設も多様化してきており、ま

た、予測される被害形態も様々である。本

研究では、これまでに蓄積された沿岸域

構造物の地震時挙動に関する知見を活か

し、耐震性能照査手法の一層の信頼性向

上を目指すものである。 

令和元年度は、大ひずみ領域を含む地

盤の繰返しせん断特性の推定式を開発

し、地震応答解析および液状化判定等の

設計実務での影響を検討した。また、洋上

風力発電施設を対象とした地震応答解析

プログラムの開発に着手し（図 1.3.8）、モノ

パイル基礎を対象とした基礎構造のモデ

ル化方法を検討した。 

 

②沿岸域施設の耐震性能早期発現のための対

策技術開発 

沿岸域施設の耐震性向上のための改良にお

いては、これまで、地盤改良による方法が多く用

いられてきたが、供用しながらの改良において

制約が大きいものも多く、また、条件によっては

改良範囲が大きくなり高コストとなる場合もある。

そこで、本研究では、構造的対策を含めた新た

な耐震対策技術について検討する。その際、従

来のように単に地震に強い構造を検討するだけ

でなく、万が一被災した場合においても、一部の

部材の交換等により早期の供用を可能とする構

造についても検討する。制振材の適用について

も検討する。 

令和元年度は、既設構造を活用したストラット

追設と増杭による桟橋式係留施設の耐震改良

工法（図 1.3.9）について、水中振動台による模型

振動実験により検討した。本構造では、地震時

に水平材が先に破損することでエネルギーを消

費し、地震後に取り替えて早期供用を可能とすることを念頭に置いている。 

 

（３）地震・津波・高波と地盤ダイナミクスの相互作用に関する研究 

 ①沿岸構造物の吸い出し・陥没等安定性評価と対策技術の開発  

  地震・波・流れによる多様な動的外力作用下の吸い出し・陥没等安定性評価と分析を行い、当該特性・メカニズ

ムを明らかにするとともに、吸い出し・陥没抑止に有効な新たな対策技術を提示した。様々な水理外力下におけ

る地盤内の空洞形成・陥没の進行過程について、大型水理模型実験により検討した。水理外力の繰り返し作用

により、地盤内で空洞が徐々に拡大し、陥没に至る吸い出しの一連の進行過程に水理外力の作用方向が大き

く影響することを明らかにするとともに、均等係数 3.0 以上のフィルター材を中央粒径比 20 以下で設置した場

合、強い水理外力下においても十分な吸い出し抑止効果を発揮することを実証した（図 1.3.10）。護岸・岸壁の吸

 
図 1.3.8 開発中のプログラムと解析モデルの例 

 
図 1.3.9 ストラット追設と増杭による耐震改良工法 
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い出し・陥没リスク抑制に向けて新たに考案・構築した緩衝材によるケーソン目地透過波低減法について、設置

直後及び設置後１年間の追跡調査を行った結果、高波浪の影響や目地間の形状変更などの通年の周囲環境

の変化後も、90%以上のきわめて高い波力低減効果が保持されること、ならびに、陥没サイクルが事前に把握さ

れている複数の現場で陥没抑止効果を実証した（図 1.3.11）。さらに、洋上風力発電施設基礎モノパイルやパイ

プラインなどの沿岸構造物の安定性評価と対策技術の研究を実施し、高波作用時の地盤液状化に伴うモノパイ

ルの安定性やパイプ挙動ならびに効果的な対策法に関する知見を得た。 

  

 

 

 

 

 
 

②地盤工学的観点からの高波に対する海岸施設の安定性評価手法の検討 

 今後大型化が想定される台風や低気圧に伴う高波に対して、地盤を含んだ、海岸保全施設の安定性評価手

法を構築することを目的とした研究である。 

 この目的に向け、実験手法と数値解析手法の検討を進めた。具体的には、負圧の計測や地盤の微小変位を

計測するための画像解析手法の検討、高波の影響を受ける地盤の安定性を調べる遠心模型実験手法の検

討、遠心力場での波の流体解析による再現性に関する検討、波・流れ再現装置での不規則波の発生方法の検

討等を行った。 

 本研究では、遠心力場で波と流れを同時に再現できる装置を世界で初めて製作した。この装置を利用し、海

岸保全施設の安定性を確認する実験を種々の断面において実施した。その結果、護岸が地盤とともに破壊す

る破壊様式が確認された。また、越波により背後地盤内の水圧が高まり、それにより破壊が誘発されることを確

認した。 

裏埋砂（海砂）

砕石20-5mm

裏込石（捨石）

砕石40-20mm

二
層
構
造
の
バ
リ
ア
層

二
層
構
造
の
フ
ィ
ル
タ
ー
層

防砂シート

図 1.3.10 吸い出し防止対策としての二層構造のフィルター層の概念図(左)とフィルター層の設計指針に 

関する検討(右) 

図 1.3.11 ケーソン目地透過波低減法(左)とその効果(右)（赤線と青線の違いが低減効果を示す） 
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 今後は、本研究を受けて新たに開始される研究実施項目である「波・流れに対する沿岸地盤構造物の変形・

破壊特性評価と補強技術の開発」において、安定性評価手法についてさらに検討をすすめるとともに、効果的

な対策についても検討していく予定である（図 1.3.12）。 
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程および吸い出し抑止法の研究，土木学会論文集 B2，Vol.75，No.2，pp.937-942． 

・宮本順司，佐々真志，鶴ヶ崎和博，角田紘子（2019）：波による液状化とパイプの沈込み挙動，土木学会論文集
B2，Vol.75，No.2，pp.967-972． 

・高橋英紀，神原 晋，福尾原悟，山谷早苗（2019）：腹付工による混成堤ケーソンの端趾圧低減効果，土木学会
論文集 B3（海洋開発），2019． 
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研究開発課題 （１）沿岸域における災害の軽減と復旧 
 

研究テーマ 津波災害の軽減や復旧に関する研究開発 
 

中長期目標 中長期計画 年度計画 

南海トラフ巨大地震や首都直下
地震をはじめとする大規模災害の
発生リスクが高まっているなか、国
民の生命や財産を守るために、防
災及び減災対策を通じた国土強靱
化の推進が必要である。研究所
は、東日本大震災をはじめとした既
往の災害で顕在化した課題への対
応を引き続き推進するとともに、新
たな災害が発生した場合には迅速
に対応しつつ、港湾・空港等におけ
る地震、津波及び高潮・高波災害の
軽減及び復旧に関する研究開発等
に取り組む。 

南海トラフ巨大地震や首都直下
地震に代表される地殻変動の活発
化や異常気象による巨大台風の発
生等による大規模災害の発生リス
クが高まるなか、今後起こりうる災
害をいかに軽減し、また迅速に復旧
復興を図ることに重点をおいて、ハ
ード及びソフト両面からの取組が求
められている。 
このため、既往の災害で顕在化し

た技術的な課題への取り組みを継
続しつつ、以下の研究開発を進め
る。 
②津波災害の軽減や復旧に関する
研究開発 

南海トラフ巨大地震や首都直下
地震に代表される地殻変動の活発
化や異常気象による巨大台風の発
生等による大規模災害の発生リス
クが高まるなか、今後起こりうる災
害をいかに軽減し、また迅速に復旧
復興を図ることに重点をおいて、ハ
ード及びソフト両面からの取組が求
められている。 
このため、既往の災害で顕在化し

た技術的な課題への取り組みを継
続しつつ、以下の研究開発を進め
る。 
②津波災害の軽減や復旧に関する
研究開発 

－津波漂流物シミュレーションの研
究では、三次元の流体モデルと
三次元の漂流物挙動モデルとを
連成させる。 

-複合観測情報による津波予測の
研究では、実際の海底地形、
GPS 波浪計と海洋レーダの観測
ノイズを用いた数値実験を行っ
て、予測手法の有効性を検証す
る。 

－粒子法の港湾構造物の変形への
適用に関する研究では、洗掘、ポ
ーラス、剛体挙動等の各モデル
の接続を検討する。 等 

 
研究の背景  

 2011 年の東日本大震災以降、越波を伴う津波に対しても安定な構造物の開発や、構造物が破壊されて生ずる
ガレキの漂流などを予測する数値シミュレーションモデルの開発等を行ってきた。しかし、陸上部を遡上する複雑
な津波の挙動やそれに伴う被害は十分には明らかにされておらず、その推定方法も未開発である。また、避難等
に活用が期待される浸水リアルタイム予測技術に関しても、利用しているデータは GPS 波浪計のデータのみであ
り、他の貴重なデータは活用しきれていない。そこで，防災・減災対策を被害先行型から対策先行型へ切り替えて
いくため、最大級の津波に対しても強靭な（レジリアントな）沿岸域の構築、すなわち、最大級の津波に対しても人
命を守り、社会経済に対して壊滅的な被害を発生させず、早期復旧復興を可能とするための研究を行う。 
 

研究目標  

津波発生時に水門閉鎖等の作業や沿岸で働く人達の避難が的確に行われるようにするため、情報通信技術
（ICT）を活用した意思決定支援システムを開発する。また、最大級の津波に対しても粘り強く防災機能を発揮する
「耐津波強化港湾」の形成を目指し、その計画手法や施設設計手法（施設の破壊プロセスを考慮した性能設計）を
開発する。 

 

令和元年度の研究内容  

（１）三次元漂流物シミュレーションの検証データを取得するために、港湾を含む沿岸地形を再現した実験で、様々
な形状をした漂流物の模型に加速度センサーを内蔵して三次元の挙動を計測し、上方から撮影した映像からも
平面的な挙動を分析した。シミュレータの流体モデルと漂流物モデルの連成手法も検討した。 

（２）津波の波源の解析手法として、時間逆転イメージングによるデータ駆動型基底を用いたインバージョン手法、
相反原理に基づいて計算コストを削減する技術を開発した。 

（３）防波堤の堤頭部の局所洗掘の過程を詳しく調べるために、大縮尺の水理模型実験と STOC による数値計算
を行い、その過程として堤頭部の周囲で生じる大規模渦に着目した。防波堤の堤体の越流によって背後に洗掘
が生じる過程についても実験を行った。 

（４）粒子法モデルによるシミュレーションにおいて、マウンド、ブロック、ケーソン等の剛体物の挙動を一括して取り
扱えるように、各構造物連成モデル（個別要素法やポーラスモデル等）を統合した。波高のみを境界条件とし、2
次元平面計算モデル等とも容易に接続可能な、新しい造波モデルも開発した。 
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令和元年度の研究成果  

（１）港湾と市街地の地形模型を用いた実験によって船舶スケールの漂流挙動の複雑さを把握した。図 1.3.13 は船
舶スケールの漂流軌跡を示した結果であり、海底面や構造物との接触が漂流挙動に大きな影響を与えるもの
の、軌跡が少数のパターンに分かれることが分かった。今後は、三次元モデルの精度検証と二次元モデルの補
正方法について検討する。 

（２）5 地点で観測した津波波形から波源を逆推定したところ、新手法は図 1.3.14 に示すように推定精度を 14%（相
関性スコアが 0.52 から 0.66 に）改善し、グリーン関数の計算コストを約 100 分の 1 に削減した。今後は、実地形
を用いた検証を行うとともに、港湾における緊急時の意思決定支援に活用する方法を検討する。 

 
 
 
 
 
 

 

図 1.3.13 船舶スケールの漂流物の挙動の実験         図 1.3.14 断層波源の逆推定 

 
（３）防波堤の堤頭部の周りの流況と堤体に作用する波力を模型実験で測定した（図 1.3.15）。津波高潮シミュレー
タ STOC の比較計算によって、防波堤を線境界とする従来の手法では流速と洗掘量を過小評価する場合があ
ることが明らかになった。今後も模型実験と数値計算を継続する。 

（４）粒子法モデルによって防波堤周辺の流れを二次元と三次元で計算できるようになった。図 1.3.16(a)は、津波が
堤体を越流する状況であり、消波ブロックや被覆ブロックの移動も考慮できる。(b)は、堤頭部を背後に回り込む
様子であり、地盤の洗掘も考慮できる。今後は、複数の構造物に対して適用する。 

 

(a) 二次元 

 (b) 三次元 
 

図 1.3.15 防波堤の堤頭部の周りの実験      図 1.3.16 粒子法モデルによる防波堤の周辺の 
流れの解析 

 

成果の公表  

□港湾空港技術研究所報告・港湾空港技術研究所資料：0 編 
□発表論文（和文）：5 編 
・池内正俊・細山田得三・鈴木高二朗・鶴田修己 (2019)：防波堤被覆工の被害軽減を図る水塊落水位置調整機構
の提案と応用，土木学会論文集 B2（海岸工学），75 巻，2 号，pp. I_901-I_906. 
・熊谷兼太郎・千田 優・江本翔一 (2019)：2018 年台風第 21 号の高潮によるコンテナ流出被害の調査，土木学会
論文集 B2（海岸工学），75 巻，2 号，p. I_313-I_318． 
・千田 優・髙川智博 (2019)：津波による建物の非破壊漂流・断片化漂流ががれきの分布特性に与える影響に関
する数値的な検討，土木学会論文集 B2（海岸工学），75 巻，2 号，p. I_445-I_450． 
・鶴田修己 (2019)：港湾設計のための粒子法型数値波動水槽の開発，Proceedings of PSC&GPU2019，東
京 2019（招待講演）. 
・富田孝史・蜂須賀大智・千田 優 (2019)：津波漂流物群の挙動に関する模型実験と数値解析，土木学会論文集
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B3（海洋開発）, 75 巻，2 号，p. I_761-I_766． 
□発表論文（英文）：6 編 
・Khayyer, A., Tsuruta, N., Shimizu, Y. and Gotoh, H. (2019): Multi-resolution MPS for incompressible fluid-elastic 

structure interactions in ocean engineering, Applied Ocean Research, Vol.82, pp.397-414. 
・Takagawa, T. and Cummins, P. (2019): TRI-based tsunami source inversion, The 23rd International Congress 

on Modelling and Simulation, Canberra, Australia. 
・Tsuruta, N., Gotoh, H., Suzuki, K., Ikari, H. and Shimosako, K. (2019): Development of parisphere as the particle-

based numerical wave flume for coastal engineering problems, Coastal Engineering Journal. 
・Tsuruta, N., Khayyer, A. and Gotoh, H. (2019): Development of new particle-based wave boundary model, 

14th SPHERIC International Workshop. 
・Tsuruta, N., Suzuki,K., Asahi, S., Tatewaki, K. and Okada, K. (2019): Experimental study on backwash of tsunami 

acting on caisson-type quay wall, Coastal Structures. 
・Tsuruta, N., Suzuki, K., Tatewaki, K., Okada, K. and Asahi, S. (2019)：Study on the durability of quay with soil 
  solidifier against tsunamis, ISOPE-I-19-714. 
□その他：0 編 
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研究開発課題 （１）沿岸域における災害の軽減と復旧 
 

研究テーマ 高潮・高波災害の軽減や復旧に関する研究開発 
 

中長期目標 中長期計画 年度計画 

南海トラフ巨大地震や首都直下
地震をはじめとする大規模災害の
発生リスクが高まっているなか、国
民の生命や財産を守るために、防
災及び減災対策を通じた国土強靱
化の推進が必要である。研究所
は、東日本大震災をはじめとした既
往の災害で顕在化した課題への対
応を引き続き推進するとともに、新
たな災害が発生した場合には迅速
に対応しつつ、港湾・空港等におけ
る地震、津波及び高潮・高波災害の
軽減及び復旧に関する研究開発等
に取り組む。 

南海トラフ巨大地震や首都直下
地震に代表される地殻変動の活発
化や異常気象による巨大台風の発
生等による大規模災害の発生リス
クが高まるなか、今後起こりうる災
害をいかに軽減し、また迅速に復旧
復興を図ることに重点をおいて、ハ
ード及びソフト両面からの取組が求
められている。 
このため、既往の災害で顕在化し

た技術的な課題への取り組みを継
続しつつ、以下の研究開発を進め
る。 
③高潮・高波災害の軽減や復旧に
関する研究開発 

南海トラフ巨大地震や首都直下
地震に代表される地殻変動の活発
化や異常気象による巨大台風の発
生等による大規模災害の発生リス
クが高まるなか、今後起こりうる災
害をいかに軽減し、また迅速に復旧
復興を図ることに重点をおいて、ハ
ード及びソフト両面からの取組が求
められている。 
このため、既往の災害で顕在化し

た技術的な課題への取り組みを継
続しつつ、以下の研究開発を進め
る。 
③高潮・高波災害の軽減や復旧に
関する研究開発 

－海象観測データによる海象特性
の解明に関する研究では、波浪
観測データの処理・解析（速報及
び確定処理、波浪統計解析）を継
続して実施する。 

－うねり性波浪の季節・海域特性と
その出現機構の研究では、波浪
スペクトルで風波やうねりを分類
する手法を日本沿岸に適用し、う
ねりの出現特性を解析する。 

－港内発生波や被災構造物による
波浪変形の研究では、静穏度解
析を行い、構造物の被災状態が
荷役稼働率に及ぼす影響を試算
する。 

－最大級の高潮ハザードの研究で
は、非常に強い台風による波浪・
高潮の推算精度を検証するととも
に、最大級の台風の設定方法を
検討する。 

－高潮高波・津波時の外郭施設の
構造部材の安定性の研究では、
昨年度に続き防砂シート等の実
験を行うとともに、ANN を用いた
直立壁の波圧評価式を提案す
る。 等 

 
研究の背景  

我が国では、1959 年 9 月の伊勢湾台風以降、高潮・高波による甚大な被害は受けていないが、アメリカでは
2005 年 9 月のハリケーンカトリーナ、フィリピンでは 2013 年 11 月の台風ハイヤンなどで大きな被害が発生してい
る。今後は、地球温暖化の影響により、我が国でもこれまでの想定を超える高潮・高波の発生が懸念される。そこ
で、防災・減災対策を被害先行型から対策先行型へ切り替えていくため、最大級の高潮・高波に対する被害をい
かに軽減し、そこから迅速な復旧・復興を図るかということに重点をおいて、ハード・ソフトの対策につながる研究
を行う。 

 

研究目標  

最大級の高潮・高波に対する被害の軽減および迅速な復旧・復興のための予測技術の開発を行う。また、最大
級の高潮・高波に耐する被害を最小限にするため、設計を上回る外力にたいしても粘り強く抵抗し、早期復旧しや
すい防波堤や護岸を開発する。 
 

令和元年度の研究内容  

（１）日本沿岸の海象特性を調べるため、2018 年に全国港湾海洋波浪情報網で観測されたデータを波浪観測年報
にとりまとめた。また、東京湾を縦断した台風 1915 号による高波について、第二海堡の観測データを解析すると
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ともに波浪推算による再現を試みた。 
（２）日本沿岸のうねり性波浪の出現特性を調べるため、日本海と太平洋の代表地点における観測値や第三世代
波浪推算モデルによる推算値を用いて、波浪の方向スペクトルの多峰性と風波・うねりの出現特性を整理した。 

（３）航走波を考慮した港内静穏度解析法を新たに提案し、それを考慮しない従来の方法と荷役稼働率を比較し
た。また、風洞水路実験結果を分析し、強風下での港内波の発達過程について考察した。 

（４）津波や高波によって被災した防波堤に残存する性能を評価する技術の開発を目指し、没水堤の背後の波浪
場を平面模型実験で計測して、ブシネスクモデル NOWT- PARIによる計算精度を検証した。そして、モデル港湾
で防波堤の一部が水没したり潜堤を新たに設けたりしたときの港内静穏度の変化を試算した。 

（５）日本の主要な海域で海洋モデル ROMS による高潮の再現性を検討した上で、一つの港を例に、ROMS と
SWAN の双方向結合モデルを用いて wave setup を考慮した高潮とそれによる浸水を試算した。また、Emanuel
の MPI 理論を用いて台風の成長限界強度を算出し、最大クラス台風の設定方法も検討した。 

（６）複雑な構造断面をもつ護岸の衝撃波力を水理模型実験で計測するとともに、そのデータに ANN を適用して最
大波力および時系列波力推定法を検討した。護岸背後の防砂シートの浮き上がり防止対策工の効果も大型実
験で確認した。 

 

令和元年度の研究成果  

（１）2018 年の波浪観測年報をとりまとめた。図 1.3.17 に示すように、台風 1915 号では第二海堡で既往最大の有
義波高 3.27m を記録し、その波浪を第三世代波浪推算モデルで概ね再現できた。今後も引き続き、年報を発刊
し、顕著な高波が発生すれば、その解析も行っていく予定である。 

（２）図 1.3.18 に示すように、風波とうねりの出現頻度を整理したところ、日本海沿岸と太平洋沿岸で異なる傾向を
示すことがわかった。日本海沿岸では風波の寄与が比較的高く、一方で太平洋沿岸ではうねりの寄与やスペク
トルが多峰性を示す割合が高かった。今後は多峰性が海象外力に与える影響を検討する予定である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1.3.17 第二海堡における波浪の観測値と推算値    図 1.3.18 風波とうねり，単峰と多峰 
の割合 

 
（３）1 年間の AIS データから選定した代表 19 船舶諸元がそれぞれ入出港時に造波する航走波とその港内伝播を
図 1.3.19 のように計算し、港口から侵入した波浪に対する荷役稼働率を有意に低下させることを確認した。ま
た、風洞実験結果から、風速による水面摩擦速度の変化が初期水面の状態により異なる可能性を示した。 

（４）没水堤の背後の波浪場を NOWT-PARI で十分に再現できることを確認した。図 1.3.20 は、防波堤の一部が水
没した港湾に周期 12s の波浪が来襲したとき、没水堤の背後の比較的広い水域で周期が 0.8 倍程度に短くなる
様子を例示したものであり、このような短周期化は係留船舶の動揺低減にとって有利となる。 

（５）図 1.3.21 に示すように、気象庁の気象 GPV（2008 年以降）を用いれば，wave setup の影響が顕著でない限り
高潮を概ね再現でき、長期気象再解析データセット（2007 年以前）では過小評価しやすいことが分かった。台
風の成長限界強度の緯度に応じた変化は，既往の最低中心気圧の変化に概ね対応していた。今後は、高潮
推算に用いる超強風下の海面抵抗係数を検討する。 

（６）台風 1915 号の高波による衝撃波力で護岸パラペットが倒壊するプロセスを、模型実験や CADMAS-SURF に
よる計算で明らかにした。また、衝撃波力の最大値や経時変化を ANN で推定するモデルを構築した。今後は、
構造部材や地盤の挙動の推定法を検討する。 
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図 1.3.19 貨物船による航走波の造波・伝播計算    図 1.3.20 没水防波堤によるうねりの短周期化 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1.3.21 高潮の推算精度     図 1.3.22 護岸パラペットの倒壊と衝撃波力の再現計算 
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研究開発課題 （２）産業と国民生活を支えるストックの形成 
 

研究テーマ 国際競争力確保のための港湾や空港機能の強化に関する研究開発 
 

中長期目標 中長期計画 年度計画 

我が国の産業の国際競争力を確
保し、国民生活を支える港湾・空港
等の効率的かつ効果的な整備に資
するため、研究所は港湾・空港の機
能強化に関する研究開発等に取り
組む。また、既存構造物の老朽化
が進むなか、維持管理・更新等にお
いて限られた財源や人員での効率
的かつ効果的な老朽化対策に資す
るため、インフラのライフサイクルマ
ネジメント及び有効活用に関する研
究開発等に取り組む。 

人口減少が進み高齢化社会が進
展していく一方で、過去に蓄積され
たインフラの老朽化が進む中、国の
活力の源である我が国産業の国際
競争力、国民生活を支える港湾・空
港の機能をいかに確保していくか、
また限られた財源や人員の下、既
存インフラの有効活用や施設自体
の長寿命化にも留意しつつ、インフ
ラの維持、更新及び修繕をいかに
効率的かつ効果的に実施していく
かに重点を置いた取組が求められ
ている。 
このため、以下の研究開発を進

める。 
①国際競争力確保のための港湾や
空港機能の強化に関する研究開
発 

人口減少が進み高齢化社会が進
展していく一方で、過去に蓄積され
たインフラの老朽化が進む中、国の
活力の源である我が国産業の国際
競争力、国民生活を支える港湾・空
港の機能をいかに確保していくか、
また限られた財源や人員の下、既
存インフラの有効活用や施設自体
の長寿命化にも留意しつつ、インフ
ラの維持、更新及び修繕をいかに
効率的かつ効果的に実施していく
かに重点を置いた取組が求められ
ている。 
このため、以下の研究開発を進

める。 
①国際競争力確保のための港湾や
空港機能の強化に関する研究開
発 

－国際コンテナ戦略港湾を対象とし
て、我が国に特有の櫛形などの
形状のコンテナバースへの ICT
等の技術導入評価手法を提案
し、生産性の向上を進めるため、
ゲート、蔵置場所、遠隔操作式
RTG、新しいオペレーション方法
のシミュレーションによる定量的
な評価の研究を進める。 等 

 
 
 
 

 
研究の背景  

 

我が国の産業の国際競争力を確保し、国民生活を支える港湾・空港等の効率的かつ効果的な整備に資するた

め、研究所は港湾・空港の機能強化に関する研究開発等に取り組むこととしている。当研究テーマの研究内容

は、国際戦略港湾政策、首都圏空港機能強化（羽田空港整備）、インフラ輸出力など、下記研究目標に掲げる国

際競争力に関連するサブテーマで構成し、研究所全体で包括的に研究開発を進めることとしている。 

 

研究目標  

 

国際競争力確保のための港湾や空港機能の強化に関する下記の研究開発を進める。 

（１） 港湾・空港のオペレーション機能の強化に関する研究開発 
   港湾・空港の能力向上や機能強化に資する技術の研究開発、港湾・空港のオペレーションを支える（運用に

支障しない）点検・計測・施工技術に関する研究開発など、国際競争力に関連する特定の技術開発 

（２） 港湾・空港の効率的・効果的な整備に資する技術開発  

  港湾・空港の運用が長期間停止しないようにするための耐震性や耐久性に資する研究開発など、港湾・空港

施設の整備において、大規模施設の整備、施設の耐震性向上、施設建設後の維持管理、既存施設の改良な

どを効率的・効果的に行う技術を開発。 

 

なお、コンテナターミナルの荷役の高度化に関連する研究以外は、それぞれ他の研究テーマと重複して実施し

ており、ここでは内容の記述はしない。 
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令和元年度の研究内容  

 
（１）コンテナターミナルシステムへの AI,ICT 等新手法導入効果の評価手法の提案 
  横浜港新本牧埠頭を対象として、ゲート、蔵置場、運用横浜港南本牧埠頭MC –1、2、3、4を参考にGC、RTG、
ゲートレーン数を設定、計画取扱量を上回る 100 万 TEU/年、及び 150 万 TEU/年として、AutoMod によりシミュ
レーションした。 

 
 主な内容 

i） 港湾計画及びその他資料からコンテナターミナル規模、年間取扱目標の確認 
ii） MC−１〜２の実績からシミュレーション上の条件と施設配置の想定 
iii） CONPAS の予約システム・事前クラークシステムのモデル化 
iv） 遠隔 RTG のモデル化 
v） オンドックのモデル化 
vi） AutoMod によるシミュレーション 
vii） 考察 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ①                                ②                               ③ 

 

 

 港湾計画図①および各種資料から規模、計画取扱量等を抽出し、横浜港南本牧埠頭 MC−１〜４の実績等から

施設配置図②（蔵置図、ゲート、構内駐機場、車両走行経路等）を想定し、AutoMod モデル③では荷役機械の規

格、数、作業・走行経路、ロジック、及び各種導入技術として CONPAS、遠隔 RTG、オンドックシステム等について

モデル化してシミュレーションする。 

 

 

令和元年度の研究成果  

   150 万 TEU/年の取扱量では、構内のトラックの待ちが多く、MC-3、4 に倣った RTG の基数では全く不足であ
ると考えられる。100 万 TEU/年の取扱量でも、長い渋滞列が発生する。ただし、RTG とトラックがお互いに待ち
時間を発生しており、荷役機械相互のマッチングをより適切にプログラムできる手法があれば改善される可能性
がある（図 1.3.24）。ただし、単純に夜間荷役を積極的に実施できるオンドックを用いることで、これらは大きく改
善する。なお、CONPAS による効果はゲート通過量の増加で確認できた。また、遠隔 RTG に関しては、繁忙期
には一人で４基担当すると RTG 側に待ちが生じてしまうことが確認された（図 1.3.25）。 

 
 大量のコンテナを取り扱う場合には、ゲートよりも構内荷役がクリティカルになっているため、蔵置と荷役機械の
効率的なオペレーションプログラムを可能とする AI ターミナルシステム導入には上記問題を緩和する可能性が
あるとわかった。 

 
荷役機械相互の待ち時間の図に

よれば、RTG とトラック（TRK）が互
いに待ち合っていることがわかる。
（CONPAS、オンドック、遠隔 RTG
使用、150 万 TEU/年のある週のデ
ータ想定）。このため、AI による適
切な蔵置計画と荷役機械の配置の
システムによる効果が期待できる。 
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図 1.3.24  荷役機械相互の待ち時間 

図 1.3.23  シミュレーションによるモデルイメージ 
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遠隔 RTG のオペレータは一人で４基を

担当するため、RTG のタイミングが重なる
と、RTG が操作を待たされる。図 1.3.25
は、RTGが操作を待っている時間を示す。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 1.3.25 遠隔 RTG がオペレーションを待つ時間 
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研究開発課題 （２）産業と国民生活を支えるストックの形成 
 

研究テーマ 施設の長寿命化や新たな点検診断システムの開発などインフラのライフサイクルマネジメ

ントに関する研究開発 
 

中長期目標 中長期計画 年度計画 

我が国の産業の国際競争力を確
保し、国民生活を支える港湾・空港
等の効率的かつ効果的な整備に資
するため、研究所は港湾・空港の機
能強化に関する研究開発等に取り
組む。また、既存構造物の老朽化
が進むなか、維持管理・更新等にお
いて限られた財源や人員での効率
的かつ効果的な老朽化対策に資す
るため、インフラのライフサイクルマ
ネジメント及び有効活用に関する研
究開発等に取り組む。 

人口減少が進み高齢化社会が進
展していく一方で、過去に蓄積され
たインフラの老朽化が進む中、国の
活力の源である我が国産業の国際
競争力、国民生活を支える港湾・空
港の機能をいかに確保していくか、
また限られた財源や人員の下、既
存インフラの有効活用や施設自体
の長寿命化にも留意しつつ、インフ
ラの維持、更新及び修繕をいかに
効率的かつ効果的に実施していく
かに重点を置いた取組が求められ
ている。 
このため、以下の研究開発を進

める。 
②施設の長寿命化や新たな点検診
断システムの開発などインフラの
ライフサイクルマネジメントに関す
る研究開発 

人口減少が進み高齢化社会が進
展していく一方で、過去に蓄積され
たインフラの老朽化が進む中、国の
活力の源である我が国産業の国際
競争力、国民生活を支える港湾・空
港の機能をいかに確保していくか、
また限られた財源や人員の下、既
存インフラの有効活用や施設自体
の長寿命化にも留意しつつ、インフ
ラの維持、更新及び修繕をいかに
効率的かつ効果的に実施していく
かに重点を置いた取組が求められ
ている。 
このため、以下の研究開発を進

める。 
②施設の長寿命化や新たな点検診
断システムの開発などインフラの
ライフサイクルマネジメントに関す
る研究開発 
－海洋コンクリート構造物の補修・
補強技術の体系化に関して、保有
性能と維持管理レベルを考慮した
補修・補強設計の考え方を提示す
る。 
－港湾施設群の LCC 最適化の
ための維持管理計画策定手法に
関して、『（仮称）港湾施設群マネ
ジメント計画』についての技術資
料を作成する。 
－海洋環境下におけるサステナブ
ルマテリアルの適用性評価の検
討を開始する。 等 

 
研究の背景  

長期間供用された港湾・空港・海岸インフラが増加するなか、施設の維持管理を行うための財源および技術者数

は限られていることから、今後、維持すべき港湾・空港・海岸インフラの機能の維持を図るとともに、戦略的な維持

管理・更新等を行っていくことが強く求められている。 

研究目標  

施設のライフサイクルコスト、点検業務コストが削減され、技術者不足が解消され、維持すべき施設が明確化さ

れ、効果的・効率的な維持管理を可能とする。 

令和元年度の研究内容  

（１）インフラの長寿命化技術に関する研究 

 海洋鋼構造物の被覆防食工法の耐久性に関して、劣化メカニズムが不明なペトロラタム被覆の劣化メカニズ

ムの検討を暴露試験等で行うとともに、重防食被覆されたハット矢板において将来の劣化予測方法の検証を

行った。暴露試験によるコンクリート、鋼材及び各種材料の長期耐久性評価、海洋構造物の被覆防食工法に

おける性能評価手法の開発、過酷環境下における各種材料の耐久性評価、空港アスファルト舗装の長寿命

化に資する舗装材料の改良の提案、海洋コンクリート構造物の補修・補強技術の体系化について検討を行っ

た。 

（２）インフラの点検診断システムに関する研究 

 港湾構造物の点検診断における新技術の活用に関して、IoT を活用した点検診断システムによるモニタリング

について実証試験を行うとともに、水中ドローンによる点検の適用可能性と運用方法について検討した。ま

た、桟橋上部工点検のための ROV に関して、作業外乱への対応技術の研究開発に着手し、杭の相対位置計

測を利用した測位に対する波浪等外乱の影響を実験的に確認するとともに、波浪等の現場条件を考慮して、
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実港湾において桟橋上部工下面の現地調査を実施した。 

（３）インフラのマネジメントシステムに関する研究 

 インフラのマネジメントシステムに関して、LCCと NPV、LCCO2を評価指標とした維持管理計画策定手法につい

て検討を行った。 

令和元年度の研究成果  

（１）インフラの長寿命化技術に関する研究 

①暴露試験によるコンクリート、鋼材及び各種材料の長期耐久性評価 

  長期暴露施設を用いて、コンクリートの塩害劣化予測手法、コンクリート中鉄筋の電気防食特性および鋼材

の集中腐食メカニズム（図 1.3.26）について検討した。また、各種木質材料の耐久性（図 1.3.27）に関するデータ

を取得した。 

  長期暴露施設は昭和 41 年から稼働している施設で、港湾・空港施設で用いられる材料についての耐久性に

ついて国内外に貴重なデータを提供してきている。今後も新たな材料を含め、材料の耐久性に関するデータ

の取得、整理、解析を進め、事業に反映させていく。 

 

 

 

図 1.3.26 集中腐食メカニズム検証のための 

暴露試験結果 

図 1.3.27 約 100 種の無処理木材の海水 
シャワー場暴露によるウェザ 
リング（風化）速度 

 

 ②海洋構造物の被覆防食工法における性能評価手法の開発 

  被覆防食工法の劣化予測手法の確立を目的として、波崎海洋研究施設での鋼管杭の被覆防食工法に関す

る暴露試験（35 年経過）、長期間供用された実鋼構造物のモルタル被覆に対する実態調査（34 年経過．図

1.3.28）を継続実施した。また、促進劣化試験および暴露試験（H30d 開始）により、ペトロラタム被覆工法の劣

化メカニズムの解明を進めた（図 1.3.29）。 

今後も継続的に各被覆防食の性能について調査を進める。特にペトロラタム被覆工法の劣化メカニズムの

解明、性能評価手法の確立は注目されるところであり、重点的に検討を行う。 

 

 
屋外暴露 1 年後 

*劣化しやすい状態に設定 

図 1.3.28 モルタル被覆の実態調査 

（34 年経過） 

図 1.3.29 ペトロラタム被覆工法の暴露試験 

 ③過酷環境下における各種材料の耐久性評価 

  低品質骨材（サンゴ質）を用いたコンクリートの耐久性の評価を行い（図 1.3.30）、また海水によるコンクリート

養生技術開発のための暴露試験を実施した。また、高耐久性鉄筋（ステンレス鉄筋、エポキシ樹脂鉄筋（図
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1.3.31）等）や表面被覆材の耐久性の評価を、暴露試験体の調査により行った。 今後もこれらの試験を継続

し、過酷環境下における各種材料の耐久性評価を明らかにする。得られる成果は、遠隔離島や高温環境で活

用されるため、国内だけでなく海外での技術展開が期待される。 

 

 

低品質な骨材（吸水率大）の場合でも圧縮強度の低下なし 

（※端部を除去した場合） 

 

図 1.3.30 沖縄産骨材を用いたｺﾝｸﾘｰﾄの暴露試験 図 1.3.31 打継部での高耐久性鉄筋の腐食状況 

 

 

 ④空港コンクリート舗装設計施工面における効果に関する検討 

  空港コンクリート舗装には、ひび割れ発生後にその進展を防止することにより、骨材のかみ合わせ確保や異

物のひび割れからの侵入防止のため鉄網が設置されているが、この設計施工面の効果が必ずしも明確でな

いため検討を開始した。文献調査により鉄網に関連する設計、施工規程等を調査するとともに、小型の室内

試験体を作成し、鉄網の有無によるひび割れ発生状況の相違について検討を行ったが、この試験結果の範

囲では、有意な差はなかった。また、数値シミュレーションにより、コンクリート舗装打設後の気温変化等による

ひび割れの発生状況について検討を実施した。 

 

              図 1.3.32 試験状況 
 

 ⑤海洋コンクリート構造物の補修・補強技術の体系化 

  海洋コンクリート構造物の長寿命化を目指すための補修・補強技術の体系化に向けて、既存ケーソンの補強

のための中詰固化工法の設計・施工に関する資料をとりまとめ、補強の目的及び現場条件を踏まえた補強設

計について検討した。また、中詰固化によるケーソン部材の補強設計手法の構築に向けて、改良強度や改良

範囲が側壁の耐荷性に及ぼす影響について、実験および解析により検討した（図 1.3.33）。さらに、塩害を受け

るプレストレストコンクリート（PC）部材の補修技術の高度化に向けて、塩害による PC 桁の耐力低下について

実験および解析により検討し、これを踏まえて PC 桟橋上部工の補修設計フローを提案した。さらに、エトリン

ガイトの遅延生成（DEF）による膨張に対して、鋼材による膨張拘束に伴う補強効果を実験的に検討するととも

に（図 1.3.34）、表面被覆による補修に対するモデルを構築し、膨張抑制効果を実験・解析で評価した。 

これらの成果を活用することにより、インフラの長寿命化に向け、コンクリート構造物における維持管理の効率が

図られ、生産性向上が図られるものと考えられる。今後もコンクリートの劣化に対する適切な補修シナリオの策

定や補修・補強後のコンクリート部材の性能の経時変化の把握等について検討を進める。 

沖縄産骨材を用
いたｺﾝｸﾘｰﾄ

（材齢44年）
※一部角欠け

ステンレス鉄筋，エポキシ樹脂塗装鉄筋では腐食無し

海水シャワー暴露場
に設置(0.5年)

普通鉄筋(隙間幅0.2mm)

  ﾝ  鉄筋SUS410

(隙間幅0.2mm)

ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装鉄筋
(隙間幅0.2mm)

腐食無し
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図 1.3.33 中詰固化範囲が側壁の耐力向上に及ぼす影響 図 1.3.34 拘束による DEF 膨張抑制効果

の実験状況 

 

⑥海洋環境下におけるサステナブルマテリアルの適用性評価 

サステナブルな社会を形成するためには、構造物（主にコンクリート構造物を想定）の建設時において、天然

資源の使用量およびＣＯ２排出量を削減することが望まれている。また、構造物を高性能化・長寿命化させ、経年

劣化や自然災害に対して安全性に余裕を持たせることも望まれている。 

上記に対する 1 つのアクションとして、リサイクル材料（各種スラグ骨材、高炉スラグ微粉末、フライアッシュな

ど）の活用は明快かつ有効な手段である。しかし、実際に使われる例は少ない。この理由として、特に「無筋コン

クリート構造物（ブロック類、防波堤上部工等）に要求される性能が不明確なこと、長期の耐久性を評価する方法

が確立されていないこと等が考えられる。 

また、環境負荷低減の観点から、環境への調和性の高い建設材料の使用が今後望まれる。しかし、各種材料

の環境調和性に関して、これまで研究された事例はほとんどない。 

上述の課題を解決するため、既往研究の統合にあわせて、改めて着手した。リサイクル材料を用いたコンクリ

ートの諸性能（施工性、耐久性等）の評価、港湾コンクリート構造物（主に無筋）の要求性能の整理および長期耐

久性の評価方法の整理、環境調和性の高い材料（特にリサイクル材料）の適用性の評価 （これまでは「耐久

性」の評価が中心であったが、それに加え、「環境負荷（CO2 排出量等）」も含めて、総合的に検討）等に取り組

む。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

（２）インフラの点検診断システムに関する研究 

 ①海洋構造物の性能評価の高度化に向けた点検診断技術の導入・運用に関する検討 

IoT を活用した点検診断システムによるモニタリングについて、荷役機械等が頻繁に稼働するコンテナター

ミナルにおいて、無線通信によるモニタリングの適用性を検証した（図 1.3.37）。その結果、無線通信によるセ

ンサモニタリングは適用可能であるが、その運用にあたっては安定的な電力供給やモニタリングデータの管

理方法に課題があることが明らかとなった。また、水中ドローンを活用した点検手法について、係留施設を対

象とした実証試験により、実海域における画像取得能力や動作能力等を検証した（図 1.3.38）。実証試験より

得られた課題を踏まえて、実務での運用マニュアルをとりまとめた。 

これらの検討より得られた成果は、港湾構造物の点検・診断の効率化に大きく寄与する。今後も上記の各

検討を継続し、港湾構造物の点検診断の安全かつ効率的な実施を可能とする新技術の活用を進め、効率的

な維持管理、Society5.0 の実現や生産性向上に寄与していく。 
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図 1.3.35 高密度ﾘｻｲｸﾙ骨材（銅 ﾗｸﾞ細骨材） 

を用いたｺﾝｸﾘｰﾄの施工実験 

（実機ﾌﾟﾗﾝﾄで製造しﾎﾟﾝﾌﾟ圧送で打設） 

図 1.3.36 高炉 ﾗｸﾞ微粉末を用いたｺﾝｸﾘｰﾄの遮塩性の 

迅速評価（室内試験と実海洋環境暴露の比較） 

 

室内試験 
実海洋暴露試験 ｹｰｿﾝ（RC）

を模擬 

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ(無筋)を模擬 

比較 
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図 1.3.37 無線通信モニタリング実験 図 1.3.38 水中ドローンの適用性検証 

  

②点検装置の作業外乱への対応技術の研究開発 

桟橋上部工点検用 ROV について、杭の相対位置計測を利用した測位に対する波浪等外乱の影響を実験

的に確認した（図 1.3.39）。また、波浪等の現場条件を考慮して、八幡浜港、舞鶴港、尼崎地区にて当該 ROV

による桟橋上部工下面の現地調査を実施した。特に、桟橋下のクリアランスが 0.5m 以下となり測位に要する

杭の視認ができない舞鶴港においては、ROV を低頭仕様に改変し、波浪や潮位条件に留意して狭隘な桟橋

下への進入を実現するとともに、ROV が視認可能な模擬杭の仮設により測位を伴った写真撮影を実現した

（図 1.3.40）。 

 

 

 

図 1.3.39 波浪等の外乱下における模擬作業実験 図 1.3.40 模擬杭を用いて測位を行い 

ながら桟橋下面の撮影を行う点検用 

ROV（舞鶴港） 

  

（３）インフラのマネジメントシステムに関する研究 

①港湾施設群の LCC 最適化のための維持管理計画策定手法の検討 

事後保全的な維持管理が実施されているモデル桟橋群を想定して、個々の桟橋をすべて予防保全型に移

行するための補修シナリオ（補修工法および実施時期の選定）について、ライフサイクルコスト（LCC）に加え

て、便益を考慮した純現在価値（NPV）、さらに維持管理における CO2 排出量（LCCO2）を評価指標としたケー

ススタディを実施した（図 1.3.41）。その結果、NPV を最大化しながら LCC と環境負荷を可能な限り最小化する

ためには、予防保全型の維持管理を実施することが有効であることが示唆された。また、事後保全的な維持

管理を適用した場合、劣化のばらつきがこれらの評価指標のばらつきに与える影響が大きくなり、意思決定の

不確実性が高くなることがわかった。 

 

LCC vs. LCCO2 

 
NPV vs. LCCO2 

図 1.3.41 各補修シナリオにおける LCC と NPV、LCCO2 
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成果の公表  
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研究開発課題 （２）産業と国民生活を支えるストックの形成 
 

研究テーマ 施設の効率的な更新、建設発生土の有効利用、海面廃棄物処分場の有効活用などインフ

ラの有効活用に関する研究開発 
 

中長期目標 中長期計画 年度計画 

我が国の産業の国際競争力を確
保し、国民生活を支える港湾・空港
等の効率的かつ効果的な整備に資
するため、研究所は港湾・空港の機
能強化に関する研究開発等に取り
組む。また、既存構造物の老朽化
が進むなか、維持管理・更新等にお
いて限られた財源や人員での効率
的かつ効果的な老朽化対策に資す
るため、インフラのライフサイクルマ
ネジメント及び有効活用に関する研
究開発等に取り組む。 

人口減少が進み高齢化社会が進
展していく一方で、過去に蓄積され
たインフラの老朽化が進む中、国の
活力の源である我が国産業の国際
競争力、国民生活を支える港湾・空
港の機能をいかに確保していくか、
また限られた財源や人員の下、既
存インフラの有効活用や施設自体
の長寿命化にも留意しつつ、インフ
ラの維持、更新及び修繕をいかに
効率的かつ効果的に実施していく
かに重点を置いた取組が求められ
ている。 
このため、以下の研究開発を進

める。 
③施設の効率的な更新、建設発生
土の有効利用、海面廃棄物処分
場の有効活用などインフラの有
効活用に関する研究開発 

人口減少が進み高齢化社会が進
展していく一方で、過去に蓄積され
たインフラの老朽化が進む中、国の
活力の源である我が国産業の国際
競争力、国民生活を支える港湾・空
港の機能をいかに確保していくか、
また限られた財源や人員の下、既
存インフラの有効活用や施設自体
の長寿命化にも留意しつつ、インフ
ラの維持、更新及び修繕をいかに
効率的かつ効果的に実施していく
かに重点を置いた取組が求められ
ている。 
このため、以下の研究開発を進

める。 
③施設の効率的な更新、建設発生
土の有効利用、海面廃棄物処分
場の有効活用などインフラの有
効活用に関する研究開発  

－微視構造を考慮した複合地盤材
料の力学特性評価の高精度化に
関して、デジタルサンプリング装
置の開発とそれにより得られた供
試体による擬似的力学試験等の
とりまとめを行う。 

－浚渫土砂処分場の高容量化に関
する技術開発に関して、護岸直
背後の嵩上げ設定についての解
析を行い、仮仕切り堤の構造を
検討する。 

－物理探査を用いた改良地盤の品
質評価方法の開発を開始する。 
等 

 
研究の背景  

物流量の増大や船舶の大型化への対応、空港機能の拡張、また外力増大などによる既存不適格施設への対応

など、既存インフラを機能向上させて積極的に有効活用する要請が強くなっている。また、産業廃棄物や一般廃棄

物を受け入れる海面廃棄物処分場などについて、高度有効利用を図ることが社会要請となっている。一方、航路

浚渫土砂を受け入れる土砂処分場の用地確保が困難になっており、土砂処分場の長寿命化が求められている。 

研究目標  

既存インフラの機能向上、更新や用途変更を効率的に実施できる技術、建設発生土などを減容化や有効利用で
きる技術、海面廃棄物処分場を有効活用できる技術を開発する。 

令和元年度の研究内容  

（１）既存施設の改良・更新技術に関する研究 

 桟橋の性能規定の高精細化のための桟橋構造の破壊過程の解明に向けて、過去の被災事例の再整理を行うと

ともに、鋼管杭の塑性化後の挙動及び鋼管杭の地中部での曲げ挙動についての模型実験を行った。また、既

存施設の改良・更新技術に関して、地盤改良工法や埋立材料の違いを考慮した空港埋立地盤の性能評価に関

して、埋立地盤の内部構造と地表面沈下の関連等について検討するとともに、不均質地盤に対する地盤改良

仕様、港湾・空港施設更新・改良のための杭の支持力評価手法について検討を行った。 

（２）建設副産物等の有効活用・処理技術に関する研究 

 建設副産物等の有効活用・処理技術に関して、微視構造を考慮した複合地盤材料の力学特性評価についての

検討、浚渫土砂処分場の高容量化に関する技術開発を行った。 

（３）海面廃棄物処分場の管理と利用に関する研究 
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 海面廃棄物処分場の管理と利用に関して、その高度土地利用のための構造物基礎について、処分場の土地利

用を実現するための基礎構造に係る施工法や遮水特性のとりまとめを行った。 

 

令和元年度の研究成果  

（１）既存施設の改良・更新技術に関する研究 

 ①物理探査を用いた改良地盤の品質評価方法の開発 

薬液注入工法を用いて不均質地盤へ液状化対策を実施した場合における、地盤内の改良体の形成状況を 3

次元的に確認する有効な手法がないため、物理探査による改良地盤の品質評価方法、施工管理方法の確立

に向けての検討に着手した。本手法の確立により、施工後、施工中の高度な品質管理や i-construcition の推

進に資することが期待される。室内実験、現地実験と数値計算を組み合わせて、改良地盤の物理特性と物理探

査計測結果の関連性について検討を行った。 

 

図 1.3.42 物理探査による改良地盤の品質確認のイメージ 図 1.3.43 弾性波の有効性の検討 

（弾性波減衰率と材齢，薬液濃度の関係） 

 

 

②桟橋の性能規定の高精細化のための桟橋構造の破壊過程の解明 

  桟橋の要求性能は、使用性・修復性・安全性にカテゴライズされるが、現状では残留変位量や塑性ヒンジの発
生箇所・個数といった性能規定が採用されており、実際的な使用可否・修復可否に基づく規定となっていない。
桟橋の実際的な使用可否・修復可否を検討するためには、桟橋の構成部材の降伏後、塑性化後の挙動を含む
桟橋構造全体の破壊過程を詳細に把握する必要がある。そのため、過去の被災事例の再整理、鋼管杭の塑性
化後の挙動及び鋼管杭の地中部での曲げ挙動に関する模型実験を実施した。今後、模型実験の結果を基に数
値解析によるシミュレーション等に取り組むとともに、桟橋上部工と鋼管杭の接合部の損傷過程を確認するため
の模型実験を行って、桟橋全体の破壊過程の検討を進めていく予定である。 

    

 

図 1.3.44 兵庫県南部地震による高浜桟橋の被災   図 1.3.45 想定される桟橋の破壊モード 
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図 1.3.46 地中部での曲げ挙動に関する実験の様子    図 1.3.47 曲げにより生じた局部座屈 

 

（２）建設副産物等の有効活用・処理技術に関する研究 

 （２）建設副産物等の有効活用・処理技術に関する研究 

 ①微視構造を考慮した複合地盤材料の力学特性評価の高精度化 

粒度分布や粒子形状といった微視構造の異なる地盤材料は、その微視構造の違いに起因して多様な力学特性

を示す。そのため、微視構造の影響を評価することは、地盤の力学特性評価の高度化につながるものと考えられ

る。原位置で地盤を X 線 CT スキャンし、CT 画像からコアの多様な工学特性を評価することができれば、従来の

地盤調査の概念を覆す大きなブレークスルーとなる。 

 本年度には、粒子とその堆積構造を 3D プリントした擬似供試体について一軸圧縮試験や三軸圧縮試験を実施

し、地盤のような粒状体地盤の挙動を示すことを確認した。また、疑似供試体の元データ（各粒子の形状や位置情

報）を数値解析モデルとして利用し、圧縮挙動の再現解析を試みた。（図 1.3.48） 

 さらに、原位置地盤の微視構造を可視化することを目的として、原位置地盤内で撮影可能な小型 X 線 CT スキャ

ナおよび掘削マシンを開発、製作した。（図 1.3.49） 
  

 
  

a) DEM モデル b) 疑似供試体  a) 全体写真 b)礫（2－5mm）の CT 画像例 

図 1.3.48 圧縮用供試体の解析モデルと疑似供

試体 

 図 1.3.49 原位置用 X 線 CT スキャナ 
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②浚渫土砂処分場の高容量化に関する技術開発 

  モデル断面を対象に、浚渫土の嵩上げ高さ、嵩上部の仮仕切り堤の護岸からの離隔、嵩上部の仮仕切り堤の
構造および力学特性、護岸本体に対する対策などをパラメータとして、嵩上による既設の堤体の変状に関する
数値解析的検討を行った。その結果、第 1 堤体の水平変位を押さえるという観点からは、第 2 堤体と第 1 堤体
の離隔を小さくするよりも第 2 堤体の高さを大きくした方が効率的との結果が得られた．本年度は、2 つの築堤
の離隔を変えて遠心模型実験を実施し、この数値解析結果の検証を行った． 

 

 
図 1.3.50 嵩上時の安定に関する数値解析と遠心模型実験の断面 

 
 

成果の公表  

港空研資料 1 編 

・水谷崇亮，兒島正明，村上和之，右田宏文，丸山晴広，橋本洋之，石田毅史．二軸同軸式アースオーガーで岩

に根入れしセメントミルク注入を行った鋼管杭の軸方向抵抗特性．港湾空港技術研究所資料，No.1363，2019． 

□発表論文（和文）：2 編 

・北浦直子，水谷崇亮，坂本貴光，土田孝．徳山下松港における原位置載荷試験を活用した杭の設計．地盤と建

設（地盤工学会中国支部論文報告集），Vol.37，No.1，pp.179-186，2019． 

・森川嘉之，高橋英紀，竹信正寛，宮田正史，川俣秀樹，今井優輝，高田英典，徳永幸彦：基礎地盤を改良した港
湾構造物の安定性に関する信頼性解析，土木学会論文集 B3，Vol.75，No.2，pp. I_391-I_396, 2019. 
 
 

 

  



 

- 156 - 

研究開発課題 （３）海洋権益の保全と海洋の利活用 
 

研究テーマ 遠隔離島での港湾整備や海洋における効果的なエネルギー確保など海洋の開発と利用

に関する研究開発 
 

中長期目標 中長期計画 年度計画 

海洋権益の保全のためには、本
土から遠く離れた特定離島（南鳥
島、沖ノ鳥島）における、排他的経
済水域（ＥＥＺ）及び大陸棚の保全や
利用を支える活動拠点の整備が必
要である。研究所は、これら活動拠
点の整備や、この海域も含めた我
が国のＥＥＺ等における海洋再生エ
ネルギー開発及び海洋の利用促進
のため、港湾整備に係る技術を活
用して海洋の開発と利用に関する
研究開発等に取り組む。 

海洋権益の保全と海洋の利活用
のためには、本土から遠く離れた遠
隔離島等における活動拠点の整備
が必要であり、また海中を含む海洋
での様々なインフラ整備技術が不
可欠であることを踏まえ、海洋開発
の拠点形成のための港湾をはじめ
とするインフラ整備や地形保全、海
洋資源や海洋再生エネルギーの調
査・開発に重点を置いた取組が求
められている。 
このため、これまで研究所が蓄積

してきた波浪や海底地盤、港湾構
造物等に関する知見を総合的かつ
最大限に活用して、遠隔離島での
港湾整備や海洋における効果的な
エネルギー確保など海洋の開発と
利用に関する研究開発を進める。 

海洋権益の保全と海洋の利活用
のためには、本土から遠く離れた遠
隔離島等における活動拠点の整備
が必要であり、また海中を含む海洋
での様々なインフラ整備技術が不
可欠であることを踏まえ、海洋開発
の拠点形成のための港湾をはじめ
とするインフラ整備や地形保全、海
洋資源や海洋再生エネルギーの調
査・開発に重点を置いた取組が求
められている。 
このため、これまで研究所が蓄積

してきた波浪や海底地盤、港湾構
造物等に関する知見を総合的かつ
最大限に活用して、遠隔離島での
港湾整備や海洋における効果的な
エネルギー確保など海洋の開発と
利用に関する研究開発を進める。 
－港湾内における船舶の新型係留
装置の開発に関する研究では、
防舷材の機能を高度化させた新
型船舶係留装置について概念検
討を行う。 

－水中音響カメラに関する研究で
は、開発した音響ビデオカメラ及
び映像呈示ソフトについて、港湾
施工への展開を目指し、海上試
験を実施するとともに、運用方法
の検討を行う。 

－水中機械化施工におけるマシン
ガイダンス技術の研究では、水中
施工機械の遠隔操作化への取組
みとして、マシンガイダンス・音響
外界計測センサ・均し作業用アタ
ッチメントを統合し、実用化に関
する検討を実施する。 

－洋上風力発電に関する研究で
は、日本沿岸地域での洋上風力
発電施設の杭基礎に作用する変
動荷重特性の把握・整理を行うと
ともに、それを再現可能な実験お
よび解析手法の検討を行う。 

－炭酸塩で形成された離島の地形
動態に関する解析手法開発で
は、離島特有の制約条件（物資、
人力）を考慮し、低潮線や港湾施
設の保全や維持管理に資する、
広域・長期・省力の解析手法の開
発を行う。 等 
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研究の背景  

海洋の利用や開発については、1960 年代からその重要性が指摘され、様々な取り組みが行われてきたが、そ
の進展は必ずしも十分ではない。その原因の 1 つは、海洋には拠点となるインフラがほとんどないことである。そ
のため、南鳥島や沖ノ鳥島等の遠隔離島に海洋拠点港湾を整備し、海洋の利用・開発を促進する必要がある。こ
れらの離島は通常の港湾とは異なる厳しい波浪環境や施工環境にあり、船の接岸や荷役、施工を円滑に行うに
はさらなる技術開発が必要になる。 
そこで、これまでに蓄積してきた波浪、海底地盤、港湾構造物や港湾工事等に関する知見を最大限に活用し、

遠隔離島の港湾整備を推進するとともに、海洋の利用・開発を促進する。具体的には、孤立リーフ海域の波浪場
を解明するとともに、新たな係留システムを開発する。また、音響ビデオカメラの小型軽量化、海洋の利用開発に
関する技術開発を行う。 
 

研究目標  

厳しい波浪条件や複雑な地形を有する離島でも適用可能な、港湾建設のための新たな技術開発を行う。また、
港湾分野で蓄積された技術を活用して、海洋インフラ整備を支援し、海洋の利用・開発を促進する。 

 

令和元年度の研究内容  

（１）孤立リーフ海域に適用可能な波浪制御技術に関して、複数の周期・波向毎に段階的に異なる波高を造波した
平面模型実験を行い、潮位の違いや施設の有無による影響も含めて孤立リーフ上での平常時の波浪変形特性
を把握するとともに、高解像度のブシネスク計算を実施してその再現性を検証した。 

（２）港湾内の船舶の新型係留装置に関して、離島を対象とした新型係留装置について現地に適用するための技
術的課題に対する対応策を提案するとともに、これまでの研究成果を取りまとめた。 

（３）炭酸塩で形成された離島の地形動態に関する解析手法開発に関して、GNSS 測量、RTK 搭載ドローンによる
写真測量、マルチビームによる深浅測量、可視光＋NDVI カメラによる空撮、グリーンレーザードローンによる海
底地形調査、そしてサンゴ幼生調査を実施するなど、地形変化要因の解析と予測手法の開発を実施した。ま
た、深層学習による造礁生物の分布や活性の自動判別手法の開発を実施した。 

（４）次世代音響画像システムの開発に関し、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、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ている。 

（５）水中機械化施工におけるマシンガイダンス技術に関して、設計断面などの情報を水中の運転席に表示する水
中 MG（マシンガイダンス）に関し、その表示方法、機体座標計測方法、外界計測方法の検討を行い、沖縄県宮
古島における運用試験を実施した。さらに遠隔操作化に向けた取り組みとして、プロファイルソナーによる外界
計測と本均し作業を支援するアタッチメントを加え、遠隔操作支援システムとして構築し、遠隔操作に関する予
備試験を実施した。本研究は、港湾の整備・維持管理や海洋開発等において、潜水士の高齢化等に対応すると
ともに、濁り海域や大水深海域での作業の生産性の大幅な向上を図るため、ICT を活用した水中施工機械（バ
ックホウ）を開発するものである。 

（６）波力発電機能付き浮消波堤に関して、浮消波堤に組み込まれる波力発電装置の構成等について概念検討を
行うとともに、波力発電装置による消波性能を考慮した浮消波堤の最適形状等について数値計算により検討し
た。 

（７）洋上風力発電施設に働く波力算定法に関する研究に関して、数値計算検証用の模型を製作した。2020 年度
より実験を予定している。 

（８）杭基礎における洋上風力発電施設設計の現状把握を行うとともに、2020 年度実施予定の大型土槽実験用装
置と要素試験装置の製作を行なった。また、大型土槽を用いた飽和砂地盤と現地飽和粘度地盤において、杭の
繰り返し水平載荷試験を実施するとともに、杭の貫入過程（施工過程）を表現可能な数値解析コードの開発を行
なった。 

 

令和元年度の研究成果  

（１）孤立リーフ海域に適用可能な波浪制御技術に関して、以下の成果を得た。 
・リーフ上施設の有無が平常時の波・流れ場に与える影響は限定的であり、一部で有意な差が生じた平均水位で
もその違いは潮位 H.W.L.のとき現地量で 5cm 程度であった。 

・リーフ上の各水深で離散的に計測された実験結果を用いて、面的に算定された計算結果を必要に応じて補正す
る方法（図 1.3.51）を提案し、平常時における様々な波浪・潮位条件での孤立リーフ上の波・流れ場の空間分布
を推定・表示できるツールを作成した。 
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図 1.3.51 水深依存の補正係数（比，差）（例：L.W.L.，H1/3=4.0m，T1/3=10.0s，波向 NW，Smax=10） 
 
（２）港湾内の船舶の新型係留装置に関して、以下の成果を得た。 
・離島の係留施設における貨客船の荷役係留時を対象に考案した、高強度ワイヤを用いた新型係留装置につい
て、現地に実際に適用する場合の施工時および維持管理時における技術的課題について検討し、その対応策
について提案した。 

・現状の船舶の係留技術の離島のような厳しい海象条件下への適用性の評価、離島を対象とした船舶の新型係
留装置の考案、高強度ワイヤを用いた新型係留装置の基礎的な模型実験による効果の確認、高強度ワイヤを
用いた新型係留装置の船体動揺計算による有効性の検証、新型係留装置の現地適用のための技術的課題と
対応策の提案といったこれまでの研究成果を取りまとめた。 

 

  
図 1.3.52 高強度ワイヤを用いた新型係留装置の構成図 

 

表-1.3.1 現地適用における技術的課題と対応策 

 
 
（３）炭酸塩で形成された離島の地形動態に関する解析手法開発に関して、以下の成果を得た。 
・南鳥島の過去の地形変化解析と種々の測量手法を適用した。 
・真の島全体の土砂収支を求めるためには、汀線近傍のみではなく、リーフエッジやリーフ内の地形変化を捉える
必要がある。その手法として、マルチビーム測量、グリーンレーザー測量の適用性を検討した。 
・水中でも測量可能なグリーンレーザースキャナのドローンへの搭載が可能となったため、グリーンレーザー搭載
ドローンを適用した結果、ボアにより測量不可能だった砕波帯も砕波の切れ間から測深可能であることが判明し
た。 
・すなわち、離島研究だけでなく、沿岸域地形変化に関する研究のブレイクスルーになり得ることを確認した。 
・AI を用いた機械学習によるサンゴ自動検出について、南鳥島の空撮画像を例として試行した。 
 

連結アーム（ワイヤ固定式）

貨客船（だいとう、690GT）

高強度ワイヤ

ウインチ（張力調整用）

係留索

支持柱 支持柱

係船柱

船体と高強度ワイヤ
との距離＝2.0 m

平面図

高強度ワイヤ

ウインチ

支持柱

連結アーム

貨客船

断面図

構成部分 技術的課題 対応策

システム全体 定期的な検査や維持管理の方法 維持管理計画の策定と定期的な点検診断・維持補修

高強度ワイヤ 摩耗劣化に対する取替えの判断手法 日常的な目視点検と劣化判定技術の確立

ウインチ 高波浪時における岸壁後方への移設手段 軌道式移動方法とアンカーによる固定技術の適用

支持柱 岩盤などの強固な海底地盤に対する施工法 オールケーシング工法の適用等

連結アーム 船舶の部分的改造の方法と船舶側との調整 新造船の建造に合わせた船舶構造の改造
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図 1.3.53 UAV 搭載型グリーンレーザーによる計測 
                       
（４）次世代音響画像システムの開発に関して、以下の成果を得た。 
・浅海用音響ビデオカメラについて、機器調整を行い、不要応答の低減を図った。 
・音響映像呈示システムについて、床掘浚渫工、置換工をターゲットとした施工モニタ用のアプリケーションの改良
を行った。 

・新門司（Ⅱ期）工事において、床掘浚渫工、置換工の施工管理システムとして試用した。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.3.54 床堀浚渫工、置換工の施工管理システムの表示例 

 

（５）水中機械化施工におけるマシンガイダンス技術に関して、以下の成果を得た。 
・マウンド本均し作業を遠隔操作で行うための支援機構として、油圧ブレーカを用いた叩き均しアタッチメントの実
験機を製作し、沖縄県宮古島平良港において水中での性能確認試験を実施した．（図 1.3.55） 

・共同研究者が所有する水中バックホウに水中 MG システム、叩き均しアタッチメント、音響プロファイラによる外界

計測センサを統合し、遠隔操作支援システムを構築した． 

・沖縄県宮古島のケーソン仮置きマウンドを対象に遠隔操作化に向けた予備試験を実施し、実用化に向けた課題

点を抽出した。 

グラブバケットで 

右から左に４回 

つかみ取った 

原地盤 

浚渫後、海底面が 

深くなった 

約 1.2m 

投入中の砕石 

原地盤 

トレミー管 

(a) 床掘浚渫工、浚渫後の海底状況 (b) 置換工、投入中の砕石 
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図 1.3.55 宮古島平良港における試験の様子 

 
（６）波力発電機能付き浮消波堤に関して、以下の成果を得た。 
・波力発電機能付き浮消波堤の基本コンセプトを基にして、浮消波堤の外部形状・内部空気室・上部発電装置の
構成構造について概略的な検討を行った。 

・波力発電による波エネルギー吸収を浮消波堤の減衰性能として簡易的に導入し、浮消波堤の外部形状の幅喫
水比、浮消波堤の減衰特性などをパラメトリックに変化させることにより、波力発電装置による消波性能を考慮
した浮消波堤の最適形状等について数値計算により検討した。 

 

  

図 1.3.56 波エネルギー吸収による波消性能を考慮した浮体形状の検討 
 
（７）洋上風力発電施設に働く波力算定法に関する研究に関して、図 1.3.57 に示すような模型を製作した。模型は
高さ方向 10cm 毎に区切られており、高さ毎の波力を測定して数値計算の検証を実施予定である。 

 

 
図 1.3.57 数値計算検証のための波力実験に用いる実験模型 

 
（８）多様な変動荷重を受ける洋上風力発電施設の杭基礎の水平抵抗特性に関して、以下の成果を得た。 
・欧州で実施されている洋上風力プロジェクト（PISA プロジェクト）等について、情報収集を行い、現状の洋上風力
発電施設設計について整理した。 

・現地地盤により近い飽和地盤条件での貴重な水平繰り返し載荷試験データが得られた。 
・杭の貫入過程を表現可能な数値解析コードの開発を行い、杭の支持力発揮メカニズムに重要な杭と地盤との摩
擦特性について検討を行った（図 1.3.58）。 

 

波浪

係留索 係留索

アンカー アンカー

B

d

浮消波堤

・形状（幅喫水比）特性
・浮体の減衰特性
・係留索の強度特性 etc.

波力発電による波
エネルギー吸収を
減衰性能として考慮

波力発電装置
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図 1.3.58 開端杭の貫入解析におけるせん断応力分布（左：摩擦係数 0.0，右：摩擦係数 0.2） 
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