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１．海技研を取り巻く状況
制度

 国立研究開発法人への移行

☞ 大学又は民間企業では実施できない研究開発を実施し、我が国としての研究開発成果

を最大化することが使命

☞ 基盤的技術開発、橋渡し機能の期待

 独法改革、運営費交付金の継続的削減、求められる統合効果

☞ 運営費交付金は毎年継続的に削減

☞ 民間受託等のシェアが大きい海技研は、将来も国研法人の地位を確保できる保証はない

社会

 官民ともに研究開発に振り向ける資源の限界

 少子高齢化、人材不足

 環境規制の更なる強化

技術

 科技イノベ総合戦略によるSociety 5.0の推進

 海事分野では自動運航船、AI、IoT関連技術等の進展
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２．2030年に海技研が目指す姿

 国立研究開発法人として主務大臣の監督のもと研

究開発を実施しつつも、自ら研究開発課題を発掘し、

提案する研究所

 海事関係の研究開発のナショナルセンターとして産

業界及び大学をリードする研究所

 世界最先端の研究水準を有し、国際基準・標準の

策定をリードする研究所

 研究開発のみならず、ベンチャーなど、新しいビジ

ネスも創出する研究所

 これらを実現するため、優秀な研究者及び事務職

員が集まる研究所
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安全確保               環境保全 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

基盤技術開発               海洋開発 

2030年の世界へ向けた海技研のビジョン（研究目標） 

i-Shipping の拠点 
デジタルシップヤード 
工作法と工作精度見直し 

次世代推進システム開発 

脱内燃機関 

実船データと荷重構造一貫解析の CoE 
ハルモニタリング技術の確立 

信頼性等を考慮した合理的な構造規則策定の中心 

実海域性能の水槽・数値計算技術による推定 
水槽試験技術の世界一の拠点 

実船計測結果で検証した CFD で CoE 

自律航行 

実海域燃費最小化 

AI, IoT, Big Data が 
海技研の全研究の基幹 

データサイエンスによる 
新しい造船設計体系を作る 

サブシー分野における 
極限ロボティクスの CoE 

自律船、自動運行船を 
支える AI アプリの中心 

海洋再生可能エネルギー発

電の事業化支援技術の CoE 

サブシーファクトリー 

サブシーロボット 

海洋再生可能エネ

ルギーの産業化 

社会基盤化 

海底資源開発技術の CoE 

海洋資源開発の産業化 

アンモニア燃焼技術で CoE 

アンモニア燃焼技術の実用化 

海難事故防止・解析の CoE 
リスク関係者も含めた社会的コストの低減など 

新しいリスク評価技術の確立 
核燃料物質輸送対応拠点 

AI の利用によるリスク評価の高度化 

新コンセプト開発 

先進的な安全性

評価 

生産性革命 
C → D 3 ヶ月 

ゼロエミッション 

オール電化 

ゼロ NOx, SOx, PM 

３．2030年に向けた海技研の研究ビジョン
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４．2030年の研究目標及びコア技術
－流体分野－

目標

水槽試験技術の世界一の拠点となる。

優れた水槽試験技術、CFD等の計算技術により、高

度な実海域性能の推定を可能とする。

海難事故防止・解析のCenter of Excellence（以下

「CoE」）の地位を確立する。

コア技術

実海域性能直接推定のための水槽試験／数値計算

手法

弾性影響を考慮した水槽試験／数値計算手法

 モニタリング技術を活用した海難事故防止技術
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４．2030年の研究目標及びコア技術
－構造分野－

目標

ハルモニタリング技術と荷重・構造一貫解析のCoEの
地位を確立する。

構造信頼性に基づく規則等、合理的な規則開発に資

する技術ソリューション提供の拠点となる。

我が国造船業の生産性向上、国際競争力向上のため

の技術ソリューション提供の拠点となる。

コア技術

船体構造モニタリング・応答シミュレーション技術

 AI、IoT等を活用した革新的な生産技術

異材継手、ハイブリッド構造等、新たな船体構造を想

定した強度評価技術
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４．2030年の研究目標及びコア技術
－環境・動力分野－

目標

燃料の多様化に対応した次世代推進システムの社会

実装を担う。

 アンモニア燃焼技術のCoEの地位を確立する。

更なる環境規制強化に対応した高度な計測技術、分

析技術を確立する。

コア技術

舶用推進システムの制御技術

船舶からの環境負荷低減に資するシミュレーション技

術（エンジンCFD、大気・海洋拡散、分子動力学）

船舶からの環境負荷低減に資する計測技術（PM計測、

燃焼場光学計測）
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４．2030年の研究目標及びコア技術
－リスク評価分野－

目標
 AIの利用等によりリスク評価技術を高度化し，海事産

業及び海事行政に貢献する．

増大するリスク管理，リスク解析の需要に対応するアド

バイザーの地位を確立する．

放射性物質の輸送，計測技術及び環境影響評価に係

る技術開発及び基準策定の拠点となる．

コア技術
新しいコンセプトのシステムに対応したリスク解析・事

故解析・シミュレーション解析技術

次世代放射線遮蔽計算コード開発技術

高度な海洋環境影響評価技術
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４．2030年の研究目標及びコア技術
－海洋分野－

目標

海底資源開発技術のCoEの地位を確立する。

海洋再生可能エネルギー発電の事業化支援技術のCoE
の地位を確立する。

サブシー分野における極限ロボティクスのCoEの地位を

確立する。

コア技術

海洋資源開発に関する数値シミュレーション技術、模型

試験技術、実海域試験技術

海洋再生可能エネルギー発電に係る制御、計測、モニタ

リング

高度なAUV自律航行及び運用に関する技術
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４．2030年の研究目標及びコア技術
－共通基盤（知識・データシステム）分野－

目標
自動運航船及び造船業のAIアプリケーションのCoEの
地位を確立する。

 データサイエンスによる新しい造船設計の体系を創る。

 AI、IoT、BDが海技研の実施する研究の基幹となる。

コア技術
 AIS等の時系列BD解析技術

 データサイエンス関連技術

 データベース設計
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５．2030年の海技研の組織運営 (1)
研究開発成果の最大化

 安全、環境、海洋開発、基盤技術の重点4分野ごとの研究開発高度化にとどまらず、

これら分野を横断したテーマや、うみそら研のメリットを生かした港湾、航空分野に
わたる分野横断的研究開発を推進する。

 産業界なくして海技研は存在しえないため、研究開発成果の社会実装、国際ルー
ル化による産業界への裨益を旨とする。

 基盤的研究を充実させ、イノベーションを発信し続ける研究所を目指す。

人材構成

 「高度の研究能力」と「対外説明力」を兼ね備えた研究員、「高度の事務処理能力」
に加え「課題認識力」「思考力」「交渉力」「調整力」「情報処理力」を有する事務職員
で構成される。国交省からの出向者は必要最小限とし、プロパー職員を中心とした
組織運営を行う。

☞このため、研究者の採用は研究系ビジョンにマッチする博士号取得者を優先的に
実施するとともに、査読付き論文執筆の奨励等により研究者個々の研究能力向
上を図る。事務職員も伝統的な簿記会計等にとどまらず、知財、法務、語学、情
報技術、施設維持管理など「研究所が効率的に稼ぎ、かつ高い研究成果を生み
出すためのサポートとなるスキル」の養成やスタッフ・デベロプメント（SD）を活用
した経営視点・研究支援視点の獲得を目指す。
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５．2030年の海技研の組織運営 (2)
橋渡し機能の一層の強化

 伝統的な受託研究、知財活用等にとどまらず、海事クラスター共同研究の
コーディネート、出資、クロスアポイントメント等あらゆる手段を駆使し、「海
事クラスターのCoE」となる。

 産学連携主幹及び研究連携主管を活用し、政府や民間における研究開発
の需要と研究所が有するポテンシャルのマッチング機能の強化及び研究
所の機能強化のための新規企画立案を行う。

国際活動の推進

 研究成果の国際基準化・標準化及び海外機関との連携を通じて海事分野
における我が国海事産業の国際競争力強化維持に貢献する。

サステナブルな法人経営

 収入に占める運営費交付金割合は5割を切るとともに、外部収入は「国交

省由来以外」が主力となる。職員人件費支出は原則運営費交付金のみで
賄うとともに、寄附、出資、法人発ベンチャー等収入の多角化を目指す。

 研究施設については、厳しい予算状況のなか、当該研究施設へのニーズ
や費用対効果を勘案し、維持発展すべき対象の選択と資源の集中を行う。
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６．分野別の長期ビジョン

 流体分野

◦ 流体設計系

◦ 流体性能評価系

 構造分野

◦ 構造安全評価系

◦ 構造基盤技術系

 環境・動力分野

◦ 環境・動力系

 リスク評価分野

◦ 海洋リスク評価系

 海洋分野

◦ 海洋開発系

◦ 海洋先端技術系

 共通基盤分野

◦ 知識・データシステム系
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流体設計系 

目標 

 実海域性能の水槽技術・計算技術による推定 
 水槽試験の世界一の技術拠点 

 
コア技術 

 実海域・実船性能の計測・解析・評価技術 
 水槽試験・理論解析による実海域性能を高度推定できる技術 
 実海域・実船性能評価技術の応用技術 

2030年 
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パラダイムシフト：スーパー400m水槽 

海上水槽 

海技研シミュレーションの高度化 

スーパー400m水槽 

新実船計測機器の実現・検証 

海上水槽実現に向けた要素技術の開発 

世界最高精度の実船計測技術の開発 

実船PIV装置 

実運航性能 
シミュレータ 

VESTA 

次世代CFD 

高精度計測機器 
（流速・トルク計測等） 

PIV（設置式） 

PIV（AUV形式：実船展開へ） 

世界一/世界初を目指す技術 

その実現に向けて 

・高精度な実海域実船性能計測・解析評価技術 
・水槽実験・理論解析による実海域性能推定技術 

スーパー400m水槽により、模型船の
流場データ取得を可能とし、これを活
用したシミュレーションの高度化を行う。 

PIV（曳引車固定式） 現在 

・力の計測から流場の計測に移行 
・完全自律計測の実現 
・水槽で確立した技術を実船応用 
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実船計測フィールド：海上水槽 

海上水槽により、実船スケールの流場
計測を可能とし、水槽試験－シミュレー
ション－実船モニタリングを連携させた
実船スケールでの実海域性能推定・評
価技術を確立する。 

スーパー400m水槽 

海上水槽 

連携 

10年後 

30年後 

シミュレーション 

世界一/世界初を目指す技術 

実船モニタリング 

その実現に向けて 

・高精度な実海域実船性能計測・解析評価技術 
・計測データによる運航診断・設計への応用技術 

波・風の影響を最小とした計測 

流れは直接計測（本船/地上局） 実船スケールでの高精度
計測フィールド 

海上水槽 

性能推定・評価モデルの検証 
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中型模型を使った総合評価水槽群／キャビテーション水槽（高速・静音化） 

中水槽 氷海水槽 

実海域再現水槽 

世界一/世界初を目指す技術 

中型模型船 

その実現に向けて 

推進効率評価でも高い計測精度を確保し、かつ試
験効率ならびに費用対効果の高い、中型模型船（船
長4.5m）による推進・波浪中・氷海性能等を一貫し
て総合評価する水槽試験を実現 

高精度化・高度情報化
を進め世界のベンチ
マーク水槽を目指す 

高機能の特徴を活かす
とともに水槽試験の高効

率化を進める 

世界最高精度の
造波能力を最大限
に活用する 

世界一/世界初を目指す技術 

その実現に向けて 

・実海域実船省エネディバイス評価 
  弾性プロペラ（実海域の流場変動も考慮） 
  フルード則では評価出来ない空気潤滑等 
・キャビテーションの計測・解析 
  PIV, キャビティ体積, 気泡核分布等 
・水中騒音計測・解析 

世界一実船に近い試験条件を実現するための流速増加 
世界一の水中騒音計測を実現する静音性の確保 

2.0m 

0.8m 2.0m 

2.0m 
流速最大：4m/s 流速最大：10m/s 

現在 

キャビテーション水槽 

世界最高水準
の静音性 

計測部
断面 

高精度な実海域実船性能計測・解析評価技術： 
推進・波浪中・氷海性能（実海域性能）の総合評価 
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研究ビジョン 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

①実海域性能推定 

実海域性

能の水槽

技術・計

算技術に

よる推定 

実海域実船性能評価PJ 

実海域性能向上（水面上船首形状等） 

実運航性能（高度WR/NSR対応） ★実運航性能（運航性能診断技術/NSR運航拡大支援） 

★実海域性能（低速運航に対応した実海域性能向上） 

新船型設計法（伴流設計法） ★ハイブリッド計算法（CFDとのリンク） 

船型設計（省エネ付加物） 

流体制御技術（空気潤滑法の効率向上） 

表面流場制御デバイス（弾性表面波） 

▲ 3D形状表現・処理 
★新船型設計法（動力/推進プラント変更対応） 

▲実船適用研究 

WR：ウェザールーティング NSR：北極海航路 ESD：省エネ付加物 

▲自然エネルギー評価 

▲制御工学 

▲造波理論 

★マイルストーン 
■最終成果イメージ（目標） 
▲検討事項 

■水槽試験・理論解析による実海域性能を高度
推定できる技術 

■実海域・実船性能評価技術の設計・運航への
応用技術 

高効率運航 

NSR利用による輸送効率向上 

荒天下安全運航 

高性能船舶（船型／装置）の開発 

★実海域実船性能評価指標化 

★肥大船型 ★痩型船型 

▲海外との連携 

CFD：数値流体力学 PJ：プロジェクト 

環境負荷低減・輸送コスト低減 
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研究ビジョン 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Systems Approachによる水槽計画法 

水槽試験技術（ESD試験法/屈折率マッチング） 

▲情報処理技術（ビッグデータ解析） ▲データベース 
流場計測法構築（PIV） ★流場DB構築（スーパー400m水槽） 

★相対水位の面計測法 

水中騒音 

★水槽試験技術（スーパー400m水槽） 

キャビ性能 

複合材料プロペラ 

★中型模型による船舶性能の総合評価法の開発（尺度影響/不確かさ評価） 

実船船尾流場計測 

ISO9001適用拡大 

ESD：省エネ付加物 PIV：粒子画像流速測定法 

★氷海試験技術（ベンチマーク／高精度化） 

★キャビ性能（実運航時評価/CFD推定） 

▲推定法の基準化 

スーパー400m水槽 

氷海水槽（ベンチマーク水槽化） 

キャビテーション水槽
（高速・静音化） 

▲波浪場計測 

▲船体まわり流れ計測 

▲システム工学 

総合評価水槽群 
（中水槽・実海域再現水槽・氷海水槽） 

②水槽試験 

水槽試験

の世界一

の技術拠

点 

■実海域・実船性能の計測・解析・評価技術 

■水槽試験・理論解析による実海域性能を高度
推定できる技術 

★流場計測試験の実運用 

水槽施設の
維持・管理 

★マイルストーン 
■最終成果イメージ（目標） 
▲検討事項 

実船性能の診断／改善 

▲自航要素評価 

高性能船舶（船型／装置）の開発 

▲ITTC等の国際機関との連携 

ITTC：国際試験水槽会議 CFD：数値流体力学 ISO9001：国際標準化機構 品質マネジメントシステム 

環境負荷低減・輸送コスト低減 
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流体性能評価系

目標

 安全・環境を見据えた船舶の実現のために、水槽試験技術の世界一の拠点となる。

 優れた水槽試験技術、CFD等の計算技術により、高度な実海域性能の推定を可能とする。

 船舶の更なる安全性向上に資するため、海難事故防止・解析のCenter of Excellence（以
下「CoE」）の地位を確立する。

コア技術

 実海域性能直接推定のための水槽試験／数値計算手法

 弾性影響を考慮した水槽試験／数値計算手法

 モニタリング技術を活用した海難事故防止技術

2030年
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高度な実海域性能推定手法の確立
操縦運動・船体動揺の理論計算法の構築 マルチスケール/マルチフィジックスに

基づく実海域実船スケールの高精度
推定手法の確立

・上部構造物の計算ガイドラインの策定
・高精度キャビテーション計算手法
・波浪中を含む自由航走シミュレーション
・実船性能の直接推定

波漂流力の計測・推定

斜航・旋回中の波漂流力
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高度な実海域性能
推定手法の確立

次世代超高速計算手法の基盤開発

・大規模計算
・格子ボルツマン手法等の新手法開発
・新アーキテクチャに適した高速化手法

R
ot

at
io

n 
sp

ee
d

Pr
op

el
le

r 
to

rq
ue

機関特性を考慮した多方向波・風並存時の船体運動

規則波定常風中
航跡と斜航角

不規則波中
主機負荷変動

実用的な推定法の開発と安全基準の提案

実験的解明と標準データ取得
実験手法の確立と標準化
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海難事故防止・解析技術の開発

復原性モードの
危険波の発生予測・
回避操船支援技術開発

緊急時衝突回避装置の開発

海難事故防止技術の確立 損傷船の被害低減技術の確立

損傷船舶の波浪中船体運動推定法の確立

人命保全の観点からの損傷船舶の
安全性向上手法の提案海難事故解析の高度化

弾性影響を考慮した水槽試験・
数値計算手法の確立

高速船，漁船，曳船・被曳船系
波浪中安全性評価手法の確立

船舶の安全性評価に向けた
新規手法の開発

安全性評価を可能にするCFDの
基幹プログラム

流体・構造連成等の複雑
な問題への新規数値計
算手法の開発と適用
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研究ビジョン（波浪中操縦性） ★マイルストーン ■最終成果イメージ（目標）

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

運
動

①外乱下操縦運動・船体動揺の理論計算法

②波漂流力と外乱船体運動に関する水槽実験法

③波漂流力の実用的推定法

★実用的6自由度船体運動計算プログラム

★推進プラント計算モデル

★ブローチング等極限状況計算プログラム

★荒天下操船限界評価手法

■実用的外乱下操縦運動・
船体動揺計算法の確立

★波力測定装置のフィードバック制御手法

★波漂流力3成分の基本評価データ

★荒天下操船限界の実験的解明

■波漂流力と実海域実船性
能の実験的評価手法の確立

★直進中波漂流力計算プログラム

★斜航・旋回中波漂流力計算プログラム

短波長波および浅水影響等の理論的解明★

波漂流力の実用計算プログラム★

■波漂流力の理論的解明と
実用推定計算プログラム
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研究ビジョン（海難事故防止・解析） ★マイルストーン ■最終成果イメージ（目標）

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

耐
航

①海難事故防止に資する研究

★衝突回避基準案/緊急時衝突回避装置
■大型船から小型船・自動
運航船の海難事故防止技術
の確立

★第二世代非損傷時復原性基準案/船体運動遠隔計測・分析装置の提案

操縦性・非損傷時復原性の機能要件基準案★

復原性モード危険波に関する発生予測・回避操船支援★

★転覆・沈没事故要因分析手法の確立 ★小型船転覆防止装置の提案

★漂泊方法の安全性評価手法の確立

②海難事故の被害低減に資する研究

★損傷船舶の波浪中船体運動推定法の確立

★人命保全の観点からの損傷船舶の
安全性向上手法の提案

③海難事故解析の高度化に資する研究

★不規則波中の船体運動時系列計算法の確立

★弾性影響を考慮した水槽試験・数値計算手法の確立
（構造安全評価系と連携）

★不規則波中の曳船・被曳船系挙動時系列計算法の確立

★高速船の船体運動時系列計算法の確立

★操業実態を考慮した漁船総合安全性評価手法の確立

■人命保全を含めた損傷船
の被害低減技術の確立

■高度化した海難事故解析
技術の確立

★荒天下操船限界評価手法の確立
（波浪中操縦性）

★ブローチング等極限状況計算プログラム（波浪中操縦性）

★実用的6自由度船体運動計算プログラム（波浪中操縦性）
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研究ビジョン（舶用CFD開発） ★マイルストーン ■最終成果イメージ（目標）

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

C
F
D

①-A マルチフィジックスシミュレーション

②船舶の安全性評価に向けた新規手法の開発

★規則波中の性能推定

★平水中自由航走計算手法の確立

★上部構造物の計算ガイドラインの策定

波浪中自由航走計算手法の確立★

■マルチスケール/マルチフィジッ

クスに基づく実海域実船スケール
の高精度推定手法の確立★ハイブリッド省エネ付加物の計算手法の実用化

★模型・平水中実プロペラ計算手法の確立 実船・波浪中実プロペラ計算手法の確立★

不規則波中の性能推定★

高精度キャビテーション計算手法★

①-B 実船スケールを含むマルチスケールシミュレーション

キャビテーションの尺度影響の解明★

実船性能の直接推定★

★安全性評価に向けた基礎手法の確立

安全性の高精度推定手法の確立★

新規手法の適用性評価と導入★

■安全性評価を可能にする
CFDの基幹プログラム

③適用分野拡大等による計算手法の開発 ■流体・構造連成、海洋関連の複雑な問題へ
の適用(構造安全評価系・海洋開発系と連携)

④大規模計算・ヘテロ計算・リアルタイムコンピューティング手法の開発 ■次世代超高速・高精度計
算手法の基盤開発格子ボルツマン、ハイブリッド手法の開発、新アーキテクチャへの適合★

⑤実海域性能・安全性予測に向けたCFD統合システム開発 ■実海域性能・安全性予測
のための基幹システム
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構造安全評価系

目標

 ハルモニタリング技術の確立

 実船データ、実験データと荷重・構造一貫解析のCoEの地位を確立する。

 構造信頼性に基づく規則等、合理的な規則開発に資する技術ソリューション提供の拠点と
なる。

 厳しい海象下での構造安全評価技術の構築

コア技術

 船体構造モニタリング技術

 船体応答シミュレーション技術

 データに基づく信頼性評価の技術

2030年
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ト
ー
タ
ル
シ
ス
テ
ム
（D

L
S

A

）

最終強度評価

疲労強度評価

（ウレタン模型、FRP模型等を
用いた水槽試験

荷重評価
（NMRIW-II,CFD,粒子法等）

検証

全船FE解析

荷重構造
一貫解析

②長期ビジョン：
全船荷重構造一貫解析のCoE

リスク評価設計

③長期ビジョン：
合理的構造規則の

技術ソリューション

安全操船支援
最適センサ配置

非計測箇所の応力推定

実データフィードバック
(海象,操船,応力等)

衛星AISデータ

①長期ビジョン：
ハルモニタリング技術の確立

解析ｼｽﾃﾑ

運航モニタリングシステム
AIS, GPS, 対水ﾛｸﾞ,風速, 姿勢
機関ﾃﾞｰﾀ, 針路, 舵角等,

HSMS一次処理結果

疲労強度評価用データ
ログブック
波浪推算データ

ｽﾄﾚｰｼﾞ

VDR

陸上データセンタ
受信データの
収録・解析

積付情報

加速度
（MEMS感振ｾﾝｻ）

応力
(FBG歪ｾﾝｻ)

波高

波向
(Xbandﾚｰﾀﾞｰ)

・統計処理

・応力分布
の推定 一次処理結果 HSMS

警告、
操船指示

船体構造モニタリング
システム

④長期ビジョン：
厳しい海象下の構造安全評価技術

船体構造デジタルツインビッグデータ
（海象,操船,応力等）

シミュレーションに
よる強度評価
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研究ビジョン

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

○船体構造モニタリングシステムの開発 ○構造デジタルツインの開発

①ハルモニタリング技術の確立

②全船荷重構造一貫解析のCoE

③合理的な規則開発に資する技術ソリューション提供

○新構造基準作成に資する先進的な荷重･構造強度評価の開発

④厳しい海象下の構造安全性評価技術の構築

○新構造基準作成に資する体系化された荷重・構造強度評価システムの開発

○荷重・構造連成を考慮した数値解析手法の高度化及び極限波設定手法の開発

■DLSA社会実装
■ベンチマークの拠点

★波浪逆算法

★ハルモニタリングガイドライン提案

★規則に資する要素抽出 ★最新技術ソリューションの提供

■合理的な構造基準

▲現行規則との安全レベルの整合

★厳しい海象の定義
と発生確率

▲最大応答波浪★遭遇確率

★波浪中操船シミュレータ構築

■安全運航支援システム
■データ活用システム

■重大事故防止
■安全設計/運航

★マイルストーン ■最終成果イメージ（目標） ▲検討事項 ○研究項目

▲AI/IoTを用いた統合型安全支援システム

★実データに基づく基準の策定方法についてIMOに提案

▲構造信頼・確率論に基づく規則体系構築

★運航/保守・検査/
損傷データ解析

▲データに基づく合理的設計法

★絶対応力計測手法★センサ検証

★データ解析・評価法

★厳しい海象における
応答再現実験

▲崩壊シナリオ★荷重作用時間と損傷 ★時刻歴動的崩壊
シミュレーション

★構造模型
水槽実験

★DLSA-Pro.開発・実用化

★FRP模型
水槽実験

★大型構造体
実験

★数値水槽シミュレーション

★高精度解析手法
CFD内外圧で崩壊強度等

★ウレタン模型
水槽実験

★多方向波
水槽実験

▲DLSAと実データの検証★DLSA-Ul.開発・実用化

★実船データ/水槽試験データ/シミュレーションの拠点

横断的に
対応

横断的に
対応

横断的に
対応

▲最終強度評価

■船体構造デジタルツイン
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構造基盤技術系

目標

 我が国造船業の生産性向上、国際競争力向上のための技術ソリューション提供の拠点と
なる。

コア技術

 AI、IoT等を活用した革新的な生産技術

 異材継手、ハイブリッド構造等、新たな船体構造を想定した強度評価技術

2030年
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①i-Shippingの拠点、②デジタルシップヤード （AI、IoT等を利用した革新的生産技術）

成果物：
■造船作業支援技術の構築と実用化 ■造船業の魅力向上
■超短納期建造の実現

造船製造現場の挙動モデル
（オブジェクト指向データ構造）

製品設計ﾓﾃﾞﾙ
（3D CADﾓﾃﾞﾙ）

設備要件
（工場、定盤、
道具・治工具）

ﾘｿｰｽ要件
（作業者）

外部環境
（天候）

造船CIMSﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの
成果も反映

生産ｼﾐｭﾚｰﾀ

生産ｽｹｼﾞｭｰﾗ

現場支援
ARｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ

造船ﾀﾞｯｼｭﾎﾞｰﾄﾞ

ﾌﾞﾛｯｸ精度
管理ｼｽﾃﾑ

段取りﾛﾎﾞｯﾄ

変形解析
ｼｽﾃﾑ

品質判定AI

ﾘｱﾙﾀｲﾑ
作業指示AI

作業手順書
出力ｼｽﾃﾑ

アプリケーション群の一例

生産計画 生産実行

工場ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ
施工済物量ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ

開発システムのイメージ図： 研究開発の特徴：

• プラットフォームとなる造船の製造現場の挙動
を表現するデータモデルの開発。

• オブジェクト指向対応、また、オープンプラット
フォームでの開発に適したプログラミング言語
で開発。

• IoT技術やAI技術を応用した造船製造現場を
支援するアプリケーションの開発。

研究開発の効果：

• 造船現場の挙動を事前に最適計画。
• 作業支援、自動化。技量差の解消。
• 精度管理、精度向上。

• 作業環境、働き方の改善による造船作業の魅
力向上。

最適計画によるムダの解消及び技量差の解消で、
40％の工数削減。
技能者不足の解消、若者の造船業への参加。

工場のリアルデータ
の収集とそのフィード
バックによるシミュ
レーション及び計画制
度の精度の向上

製造現場の挙動を「推定」
せず、個別の作業について
も「直接計算」し、ベスト作
業、ベスト期間を定める。
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工作法と工作精度見直し
～新たな船体構造を想定した強度評価技術の確立～

 研究目的
 歪取り・火気付帯工事の工数削減

 工程自由度の向上

 樹脂系材料の適用による軽量化

 材料選択の自由度向上

 研究シーズ（強度評価技術）
 疲労試験・静的試験（強度評価に関する受託請負研究）

 各種環境劣化促進試験（異種材接合部の強度評価）

 研究項目
1. 高減衰材料の一般商船での利用に関する研究

2. 複合材料によるFPSO船体補修技術の開発

3. 異種材料新接合法利用技術に関する研究

 検討事項
1. 数値シミュレーション技術の開発

2. 超高張力鋼並びに構造用フィルムの利用に関する研究

3. 複合材料の船体への利用に関する研究

電路支持金物

機器の設置台
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研究ビジョン

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

○レーザスキャナを用いた船体曲がり外板の製造支援

① i-Shippingの拠点

② デジタルシップヤード

③ 工作法と工作精度見直し

■超短納期建造の実現

★リアルタイム曲げ加工支援システム
★曲げ加工支援AR、塗装作業支援AR
システム等の実装化

▲ i-Shipping と連携
★生産ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝによる事前検討知能のﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟ開発
★人工知能による都度判断知能のﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟ開発

■新たな船体構造を想定
した強度評価技術の確立

■造船作業支援技術の
構築と実用化
■造船業の魅力向上

★マイルストーン ■最終成果イメージ（目標） ▲検討事項 ○研究項目

▲実用性

▲船級規則化
★異種材料接合技術

○開発成果の実装と多方面への展開

○ブロック精度管理システムの研究開発○開発成果の実装と多方面への展開

○造船作業の臨機応変を自律判断するバーチャルベテランの開発（AI技術を活用）

○研究計画立案

○研究計画立案・予備検討○造船作業の臨機応変をデジタル表現するｼﾐｭﾚｰﾀの開発

○重点☆11 建造モニタリングシステム、造船用ロボット等の開発 適宜、連携先を見つけ、実装プロジェクト＆i-Shipping への展開 → 所内ベンチャー等で事業化

★ブロック計測システム、品質評価システムの開発
★ヒューマンインターフェース技術（AR, VR, 3次元表現）の実装
★付随作業支援ロボットの開発
★次世代人材育成システム（造船用3Dコンテンツ教材等）の開発

○デジタル超短納期建造のための生産スケジューラの開発

★事前検討知能・都度判断知能の実装化
★ﾃﾞｼﾞﾀﾙｼｯﾌﾟﾔｰﾄﾞに適した造船工程、造船所の新設計

○重点☆11 高減衰材料の一般商船での利用に関する研究
○異種材料新接合法利用技術（3D積層、射出成形、レーザ溶接）に関する研究

▲ 工作法と工作精度見直しと連携
（個体誤差計測装置の開発）

○複合材料によるFPSOの船体補修技術の開発 ○民間企業や団体からの強度評価に関する受託請負研究

▲ 異種材料接合技術の進歩は著しく、
社会状況に合わせて研究テーマを設定▲数値シミュレーション技術の開発

▲超高張力鋼並びに構造用フィルムの利用に関する研究

▲複合材料の船体への利用に関する研究

★強度評価技術
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環境・動力系

目標

 燃料の多様化に対応した次世代推進システムの社会実装を担う。

 アンモニア燃焼技術のCenter of Excellence（以下「CoE」）の地位を確立する。

 更なる環境規制強化に対応した高度な計測技術，分析技術を確立する。

コア技術

 舶用推進システムの制御技術

 船舶からの環境負荷低減に資するシミュレーション技術（エンジンCFD，大気・海洋拡散，
分子動力学）

 船舶からの環境負荷低減に資する計測技術（PM計測，燃焼場光学計測）

2030年

34/54



多様燃料対応技術

多様なエネルギー源 多様な動力源 多様な船舶への適用

石油燃料

天然ガス

バイオ燃料

水素

アンモニア

外燃機関

レシプロエンジン 燃料電池

大容量蓄電池

要素技術

実証試験と社会実装

システム技術

環境規制強化に対応した計測・分析技術

環境規制強化

規制対応技術 計測・分析技術 評価技術

有害物質

GHG

NOx

SOx，PM

Black Carbon

石油代替エネルギーの利用技術拡大・確立を目指す。
直近のGHG排出削減から将来のGHG排出ゼロを目指す。

経済性と効果を踏まえた環境規制策定
の支援を目指す。
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環境・動力系の研究ビジョン ★マイルストーン
■最終成果イメージ（目標）
▲検討事項

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

①多種燃料対応技術

②次世代推進システム開発

③脱内燃機関

④アンモニア燃焼技術でCOE

⑤環境規制強化に対応した計測・分析技術の確立

■社会実装技術の実証

★混焼技術 ★燃焼特性，排ガス特性，燃焼場の計測

★エンジン制御

★ガス燃料対応技術（天然ガス，水素）

★推進力制御（エンジン＋プロペラ）

★燃料電池システム※3-1

★大容量蓄電池（電池推進用） ★電池推進実用技術

★ハイブリッド推進システム（例）

■オール電化
推進システムの提案

▲外燃機関（ガスタービン，ランキンサイクル，バイナリ発電，スターリングエンジン）

▲原子力代替発電，自然エネルギー利用技術

★燃焼基礎

★燃焼制御

▲スリップアンモニア対策，排ガス対策

★排ガス後処理装置★燃焼場の計測

★新技術（要素技術，システム技術）※4-3

★高効率化

★マクロ的な大気シミュレーション技術
★マクロ的な海洋シミュレーション技術

■合理的・実用的な環
境規制策定（支援）

★規制策定のための計測技術

★物理現象を把握するための計測・分析技術

★グローバル環境評価手法

★実用技術構築※1-2
■社会実装技術の構築

★運航制御
（エンジン＋プロペラ＋船体・運航）

■ 実用技術構築★既存エンジンによる特性把握

▲次世代推進システム

▲安全性・実用性

▲対策技術（エンジン，後処理装置・・・）

★電気推進システム（例）

★燃料規制対応技術（SOx）
★排ガスモニタリング技術

▲経済性・実用性
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知識・データシステム系 

目標 

 自律船、造船業のAIアプリ開発の中心 
 海事産業におけるデータサイエンスの中心 
 AI, IoT, AR , Big Dataの研究分野におけるイノベーションを創出、駆動 

 
コア技術 

 自律船や設計、生産、建造の自動化に係るアルゴリズム 
 海事産業に係る社会モデルおよびシミュレーション手法 
 クラウドシステム（海事産業プラットフォーム）の開発技術 

 
 

2030年 
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機関監視システム（自動制御・異常検知） 

異常検知 

＋診断 海象に応じ
た自動制御 

自律船関連技術の確立 

自律船実現に係る 
基盤技術の確立 

自律船に係る、避航操船システム、ハルモニ
タリングシステム、機関監視システムに関す
る研究開発を進め、自律船の実現へ至る技
術基盤を確立する。 

画像処理 
他船検出 

AIS・ﾚｰﾀﾞｰ 
ｾﾝｻｰﾌｭｰｼﾞｮﾝ 

衝突リスク 
算定 

避航操船 
ｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑ 

解析ｼｽﾃﾑ

運航モニタリングシステム
AIS, GPS, 対水ﾛｸﾞ,風速,姿勢
機関ﾃﾞｰﾀ, 針路, 舵角等,

HSMS一次処理結果

疲労強度評価用データ
ログブック
波浪推算データ

ｽﾄﾚｰｼﾞ

VDR

陸上データセンタ
受信データの
収録・解析

積付情報

加速度
（MEMS感振ｾﾝｻ）

応力
(FBG歪ｾﾝｻ)

波高

波向
(Xbandﾚｰﾀﾞｰ)

・統計処理

・応力分布
の推定 一次処理結果 HSMS

警告、
操船指示

ハルモニタリングシステム 

避航操船システム（輻輳海域対応） 
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処理例:物流ネットワーク解析

処理例:港湾間の貨物流動把握

海運ビッグデータ・システム技術
・海上物流・造船に関するビッグデータ等を総合的に利活用できるデータ基盤を整備
・クラウドデータ等も用い、有用だが民間では取組みづらい海運・造船マクロシステムの基盤モデルを構築

・AI、ビッグデータ、System of Systems技術等を活用し、各種解析技術・アプリケーションを開発。解析機
能・結果を民間企業へクラウド等により提供。行政、国際会議(IMO等)への提案のための解析結果提供。

外部データの多くはそのままでは解析に不適
⇒高度処理により利用可能に

利活用：解析機能、結果をクラウド等により民間企業へ提供、国際会議(IMO等)提
案のための解析結果提供。ビッグデータ・クラウド等技術を他所へ提供

AI、ビッグデータ、System of Systems技術等を活用して各種
解析技術・アプリケーションを開発、クラウド等で社会実装
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研究ビジョン（自律船） ○研究項目★マイルストーン  
■最終成果イメージ（目標） 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

I
M
O 

国
策 

①見張り支援 

②操船支援 

■高度認知・警報システムの開発 
★センサ試作テスト（画像処理） 

★ 情報の統合（レーダ、AIS、画像等） 

◯ 陸上からの情報支援(AIS・レーダ等) ◯ 陸上・衛星からの障害物情報支援 
◯ 情報の自動取得、探知性能向上、 
 探知船の属性取得（不審船） 

★ 自動避航の試験法の確立 

★単独自動避航 
★ AIを考慮した避航操船支援 

★船々間通信を用いた自動避航 

★ トラックコントロール   
 に基づく遠隔操船 

★ 遠隔操船のための情報操作支援 
★ 遠隔操船のヒューマンインターフェース 

★ 情報支援時の自動避航、乗り上げ防止 ★自動避航の信頼性の向上 ★ 計画航路決定 

◯ IMO自律船規則適用検討の枠組み 
  自律船定義、関連規則リスト作成 

◯ IMO自律船テスト環境設定 
      ガイドライン策定 

◯ IMO自律船関連規則改定 

IoT活用の操船支援船 一部自動化した遠隔操船船 高度な自動操船・遠隔監視 

◯ テスト海域・航路設定 ◯ 自動運航船就航 
◯ 要素機能実証(操船判断、着桟、AR) 

フェーズI フェーズII フェーズIII 

■避航操船システム 

③着離桟操船 
★ 着桟支援システムの試作 
（バスフロート船） 

★ 自動着桟システムの試作 
（バスフロート船） 

○ 自動着桟システムを考慮した 
  中型船の設計手法の開発 

○位置決定システム 
○アクチュエータの組み合わせの検討 ○陸上支援施設の検討 

■自動着離桟システム 
○ タグ等を用いた大型船 離着桟 

⑤機関の運用保守 
★ 機関関係データ収集 
 デジタルツイン（機関） 

○ 機関モニタデータに基づく故障予兆検出、保全計画 
○ メンテナンスフリー機関 

○  計画的メンテナンス 

○ フレキシブルな機関・ 船速制御支援 ○ 自動機関・船速制御 

■機関監視システム 

○ GHG対策機関 

▲(検討事項)AI/IoTを用いた統合型安全支援システム
（ハルモニタリングシステム関係） 

④荒天回避 
○ウェザールーティング 
★ 気象、海象、動揺計測 ★動揺緩和操船支援 ★自動荒天下操船 
○動揺警報 ★過大加速度警報 

■荒天下、判断・操船システム 
★ 構造デジタルツイン 

★避航操船支援システム 

★シミュレータの利活用 

★情報表示双眼鏡 
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研究ビジョン（海運ビッグデータ・システム技術） 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■データドリブン志向の海事産業の創出 

■ 海運・造船のモデルベースの合理的戦略 

■効率的かつ冗長性のある複合一貫輸送 

○研究項目★マイルストーン  
■最終成果イメージ（目標） 

■ 持続可能な社会に向けた輸送システムの構築 

①海運ビッグデータ解析技術の研究 

②海運・造船マクロシステムモデルの研究 

③海上輸送の社会・経済影響評価・分析技術の研究 

④海陸物流アプリケーションの研究 

★ システムオブシステムズ等による影響評価技術 

◯海運市況・造船需要予測等の基礎モデルの構築 

★ システムオブシステムズを用いた意思決定支援 
〇自動運行船・環境規制等を踏まえた 
         新たな海事システム・サービスの設計 ◯造船建造能力過剰問題・ 

      環境問題等に対する影響評価技術 

◯海事産業における国際ルール生成のための解析結果提供 
◯ デジタル技術における産業構造の変化と評価 

★ 新たな海事産業システムの提案 

〇多様なシナリオを想定した輸送評価 
         〇将来の社会経済状況の設定への反映 

★ AI等に基づくデータの融合技術の開発 

◯ニューラルネットワークによるデータフュージョン 
◯異常値検知や欠損値補完の解析技術 
     ◯船舶動静データと国際貨物流総データの統合      ★ データ解析技術のIMOや民間企業での応用 

◯IMO GHG削減対策への貢献 
◯造船会社等の予測・経営判断への貢献 

★海運等のビックデータの有効利用 

◯海運のビックデータと社会・経済等の他分野との融合 
◯国際機関、民間企業に対するビックデータ解析技術の提供 

★移輸出入貨物の輸送経路推定 

★災害支援物資マクロ輸送計画策定支援ツール 
★災害支援物資輸送計画 ★多様な経済・社会状況にも冗長性のある

海陸複合輸送体制の提案 

〇AI等による複合一貫輸送経路推定 
〇災害支援物資マクロ輸送シミュレータ開発 

〇事前対策評価 

★ AIS情報を活用した船舶のリアルタイム運航状況提供システム 

◯到着時刻予測分析 ○人口減少・高齢化における人流・物流への影響評価 
○輸送支援システムの検討 

◯ 自動運航船就航時の物流への影響評価 
◯マルチモーダル輸送評価 ◯ トラック自動運転時の海事産業への影響評価 

◯ 情報の自動取得、提供精度の向上 

★新たな物流（環境規制・自律船導入等）に 
対応した社会・経済影響評価技術の開発 

★データ解析技術を用いた行政・民間企業等への提言 
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海洋リスク評価系

目標

 AIの利用等によりリスク評価技術を高度化し，海事産業及び海事行政に貢献する．

 増大するリスク管理，リスク解析の需要に対応するアドバイザーの地位を確立する．

 放射性物質の輸送，計測技術及び環境影響評価に係る技術開発及び基準策定の拠点と
なる．

コア技術

 新しいコンセプトのシステムに対応したリスク解析・事故解析・シミュレーション解析技術

 次世代放射線遮蔽計算コード開発技術

 高度な海洋環境影響評価技術

2030年
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放射性物質輸送に係る技術・規則開発の拠点
－放射性物質輸送，使用済燃料中間貯蔵，廃炉関連技術－

原子力発電所† 海上輸送

輸送容器

使用済燃料中間貯蔵施設†

（約50年の長期貯蔵）

放射性物質の安全輸送
・IAEA国際規則等への対応
・輸送船，輸送物の審査支援（放射線遮蔽評価を含む）

廃炉（解体撤去） †

放射線計測技術
・燃料デブリ探査
・AIによる放射線弁別

輸送中の事故 長期貯蔵リスク評価
・経年劣化リスク評価
・長期貯蔵後の輸送リスク評価海表面

海底

放射性物質
の漏洩

移流・拡散

核種崩壊
吸着

海水中粒子状物質

沈降

堆積

放射性物質の流動予測
・緊急時対応支援
・事故時影響評価システム

貯蔵容器

†
一般財団法人 日本原子力文化財団

｢原子力・エネルギー｣図面集より引用．
https://www.jaero.or.jp/data/03syuppan/
energy_zumen/energy_zumen.html
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エンジン 船内配管

漏えい・気化
した燃料

船内への拡散
・ 滞留場所の特定
・ 換気方法の検討

航行

危険な見合い関係の発生

船体損傷

衝突・座礁事故

準ふくそう海域の安全対策
・ 海域のリスク評価技術
・ 航路設計のための船舶の行動予測技術

自動運航船を考慮した海域のリスク評価
・ 各ケースの衝突危険度評価技術
・ 無人船を含むシミュレーションプラット
フォーム

低引火点燃料船のリスクモデル
の構築
・ システム・オペレーションを含む
リスクモデル

・ 気体挙動の予測技術

大気への拡散
・ 拡散範囲の予測

リスク評価技術の高度化
－事故データ解析，交通流解析，影響度解析－

揚荷・積荷LH2

燃料流出

事故時の航行状態

人的被害の推定

着火

火災時の輻射熱による影響範囲

蒸発
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研究ビジョン
★マイルストーン
■最終成果イメージ（目標）
▲検討事項
○研究テーマ

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

①放射性物質の海上輸送規則に関する研究

②次世代簡易遮蔽計算コードの開発

③放射線等の計測技術，流動予測技術に関する研究

■簡易遮蔽計算コード（複層材）の開発

使用済核燃料の長期貯蔵後輸送に関するリスク評価手法の標準化★

多様な放射性物質の輸送船審査ガイドライン策定★

○複層材遮蔽に関する簡易遮蔽計算の基礎的研究開発

★AI学習用放射線計測データ取得体系の構築
★AIを用いた放射線種弁別システムの開発

★放射線種弁別システムの改良
（AI学習結果の分析・高度化）

■放射性物質の計測技術の高度化（AI, IoTを用いたγ線・中性子線検出、高放射線量下計測技術）

■多様化する放射性物質海上輸送に対応した安全性確保手法の構築

複層材遮蔽を考慮した簡易遮蔽計算コードの開発★

○廃炉技術確立に向けての基礎的研究（小型ROV）
＜高線量下デブリ特定要素技術（IoTを含む）の調査・研究＞

★開発した簡易遮蔽計算コードの実験的検証

使用済核燃料の長期貯蔵後輸送に関する経年リスク評価手法の開発★

○廃炉技術確立に向けての適用化研究
＜高線量下デブリ特定の適用化（IoTを含む）に関する研究＞

■化学物質等（放射性物質を含む）の海洋環境への影響に関する予測技術（緊急時、長期予測）の高度化

化学物質等（放射性物質を含む）の海洋環境へ
の波浪、海流影響に関する予測手法の確立★ 波浪、海流影響及び海底堆積物挙動に関する研究

を踏まえた海洋環境への影響予測手法の確立★
化学物質等（放射性物質を含む）の海洋環境
への長期的な影響に関する予測手法の確立★

【計測技術】

【予測技術】

放射性物質安全輸送における新規課題解決のためのIAEA国際規則等への対応★

○放射性物質海上輸送中原子力災害発生時の緊急時対応支援（原子力災害環境影響評価システムによる評価、専門家派遣等）
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研究ビジョン ★マイルストーン
■最終成果イメージ（目標）
▲検討事項

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

④リスクベースの安全性評価手法

海難事故データ，船舶交通データ、信頼性データ等の整備★ 新コンセプト船に係る影響評価のためのシミュレーション手法の開発★

低引火点燃料船のリスクモデル★

★環境規制対応のための次世代燃料船（水素・アンモニア等を含む）のリスクモデル

■リスク解析対象要素の拡大（人間信頼性、経済性等）

海難事故の統計的性質を考慮したリスクモデルの構築手法の開発★

★液化水素運搬船のリスクモデル

新コンセプト船（燃料電池車運搬、新規オペレーション含む）のリスクモデル★

★自動運航船リスクモデル

★無人運航用システム要素のリスク評価

■新形式船・新コンセプト船のリスク評価のためのリスクモデル構築

⑤海上交通流の制御および評価に関する研究

■海域の総合的安全対策構築のための要素技術の開発

衝突危険度の推定手法・シミュレーションプラットフォームの開発★

★整流化航路設計のための船舶行動予測技術の開発

★海上交通のリスクモデルとこれを用いた海域のリスク評価技術の開発

★航行管制の効率化のための要素技術の開発

★航行環境の変動を考慮した海域リスクの推定技術の開発

★自動運航船を考慮した海域のリスク評価

整流化航路と自動航行管制の統合的設計に関する研究★

★無人船舶、有人船舶、管制を含む
シミュレーションプラットフォームの開発

■準ふくそう海域の安全対策構築のための要素技術の開発

■リスク解析要素技術の構築
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海洋開発系

目標

 海底資源開発技術のCenter of Excellence（CoE）の地位を確立する。

海洋開発系のミッション

 国家戦略に基づくプロジェクトの実施・加速に向けた研究開発

 本邦企業の海洋開発の自律性確保、開発の確実化・効率化等を目的とした、先行・先端的
技術及び基盤的技術の研究

コア技術

 海洋資源開発に関する

 数値シミュレーション技術

 模型試験技術

 実海域試験技術（モニタリング技術含む）

〔対象〕

 浮体、位置保持（係留、Dynamic Positioning System（DPS））、ライザー、サブシー等の安
全性・稼働性評価及び設計支援

 マリンオペレーション、全体システム等の安全性・稼働性評価及びプロジェクト認証支援

2030年
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浮体式生産設備シャトル船

係留システム

ライザーシステム

DPS（Dynamic Positioning System）

サブシーシステム

海洋資源開発システムの全体イメージ
マリンオペレーション

～出荷、設置・撤去～

浮体システム

～浮体、位置保持 等～

新形式ライザー、超大水深化

内部流評価、セパレータ、採掘、海底選鉱
全体システム

～プロジェクト認証、事故解析～

浮体システム 海底資源回収

浮体 ライザー

位置保持 サブシー

マリンオペレーション

全体システム

コア技術の対象
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2013 ～ 2015頃 ～ 2018 2019～2023 2023～2027以降

石
油
・
天
然
ガ
ス

海
底
熱
水
鉱
床

メ
タ
ン
ハ
イ
ド
レ
ー
ト

砂
層
型

表
層
型

基
礎
物
理
探
査

基
礎
試
錐

H25年１月から世

界初の「海洋産出
試験」実施

○試験結果の分析

○技術課題の克服

海
洋
産
出
試
験

（中
長
期

）

総
合
的
検
証
の
実
施

方
向
性
の
確
認
・見
直
し

平成30年代後半に民間

が主導する商業化プロ
ジェクトが開始されるよ
う、国際情勢をにらみつ
つ技術開発を進める。

資源回収技術
の本格調査・
研究開発等に
着手。

平成25年度以降3年間程度で日本海

側を中心に、資源量把握に向けた取組
を集中的に実施。

有望地点での

地質サンプルの取得

コ
バ
ル
ト
リ
ッ
チ
ク
ラ
ス
ト

基礎試錐を機動的に実施

二次元基礎物理探査 → 三次元基礎物理探査
＜年間調査量：６，０００ｋ㎡＞
＜総調査量（平成２０～３０年度）：６．２万ｋ㎡＞

商業化プロ
ジェクト準備

民間企業を

中核とした体
制整備

民間石油天然ガス開発企業による探鉱・開発を促進

採掘試験機の海上
試験（水深700—
1600m、12-24時間連
続試験）

システム設計・陸上・
海上試験

方
向
性
の
確
認
・見
直
し・新鉱床の発見・既知鉱床の資源量評価

・パイロット試験による選鉱・製錬技術確立
・環境影響評価手法の確立

採鉱・揚鉱システ
ムを一体として実
海域でパイロット
試験（水深700m-
1600m、2-4週間連
続試験）

○商業機
の設計・
製造

○詳細資
源量評価

○事業化の判断に
資するレベルの
詳細資源量把握

○選鉱・製錬連動
試験

経
済
性
の
検
討
（
H
3
0
F
Y
）

平成30年代

後半以降に、
民間企業が
参画する商業
化を目指した
プロジェクトの
開始

（海洋生産試
験等の実施）

【資源量評価】ボーリング調査による開発有望鉱区の絞込み

【採鉱・揚鉱】最適な採鉱・揚鉱システムの設計

課
題
の
抽
出
・
計
画
の
見
直
し

【環境影響評価】環境基礎調査の実施

【選鉱・精錬】製錬技術検討、パイロットプラントの検討

公
海
で
の
探

査
権
取
得

○最終開発
鉱区の設定

○生産技術
の詳細検討
と技術確立

課
題
の
抽
出
・
計
画
の
見
直
し

平成40年末まで

の資源量評価、採
鉱・揚鉱技術開発
を踏まえ、民間企
業による商業化の
可能性を追求

世界初のメタンハイドレート
海洋産出試験の様子

三次元物理探査船「資源」

○陸上産出試験
（中長期）

資源回収技術調
査の実施

概念検討

【揚鉱技術】

システム設計・
陸上・海上試験

【採鉱技術】

【資源量評価、選鉱・製錬技術、環境影響評価】

総
合
的
な
検
証
の
実
施

新規

我が国周
辺海域に
おける詳細
な地質情
報を取得

「海洋エネルギー・鉱物資源開発計画」（H25.12.24）の概要

海洋開発系が担うべき研究分野

 サブシー技術
（内部流評価、セパレータ、採掘）

 ・・・

 浮体システム技術
（プロジェクト認証支援）

 マリンオペレーション技術
（出荷、設置・撤去）

 ライザー技術
 サブシー技術（内部流評価）

 ライザー技術
 サブシー技術

（内部流評価、採掘、海底選鉱）
 ・・・

 超大水深ライザー技術
 サブシー技術

（内部流評価、採掘）
 ・・・

キーワード：
 ナショプロ支援
 民間企業への技術支援

出所：資源エネルギー庁ホームページ資料を一部編集 ：これまでに海技研が参画してきた事項 ：今後、海技研が参画すべき事項 49/54



研究ビジョン

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

①海底資源回収技術

②浮体システムの総合安全性評価・認証支援技術

③マリンオペレーションに関する安全性・稼働性評価技術

○海底熱水鉱床開発システム

○ポスト海底熱水鉱床 （MH、コバルトリッチクラスト、マンガン団塊等）

○石油・天然ガス

○プロジェクト認証支援等

○浅海域

○マリンオペレーション

★マイルストーン ■最終成果イメージ（目標）○研究テーマ

～ナショプロ支援～ ～実プロジェクトへの適用～

内部流評価技術、ライザー技術★ ■社会実装★採掘技術、海底選鉱技術

～ナショプロ支援～

内部流評価技術、セパレータ技術★ ★超大水深ライザー技術

～民間企業への技術支援、海外機関との共同プロジェクト～

★ライザー技術 ★内部流評価技術

～認証基準の整備、民間企業の事業性評価～

社会実装（認証基準策定支援）■Availability解析技術★ ★認証基準整備のための支援技術★氷荷重評価技術

～民間企業への技術支援、事故解析、防衛・インフラ関係～

社会実装（設計支援） ■

～海外機関との共同プロジェクト～ ～実プロジェクトへの適用～

社会実装（安全性・稼働性評価） ■

SURF Installation評価技術★ ★SURF Decommissioning評価技術

※ SURF：Subsea, Umbilicals, Risers, Flowlines 50/54



海洋先端技術系 

目標 

 海洋再生可能エネルギー発電の事業化支援技術のCoEの地位を確立する。 
 サブシー分野における極限ロボティクスのCoEの地位を確立する。 

 
コア技術 

 海洋資源開発に関する数値シミュレーション技術、模型試験技術、実海域試験技術 
 海洋再生可能エネルギー発電に係る制御、計測、モニタリング 
 高度なAUV自律航行及び運用に関する技術 

2030年 
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長期ビジョン（再生エネルギー）

• 模型試験から実機性能・安全性評価、およ
びシミュレーションを包括的に対応

• 浮体動揺・係留安全性、弾性影響を含めた
構造安全性、可動物体制御、複数構造相互
干渉

• 浮体式洋上風力発電：安全性と経済性を
兼ね備えた社会基盤に

• 波力・潮流力等、海洋再生可能エネル
ギー：ローカル電力（離島等）向けに、国際
競争力のある電源産業に

発電最適制御
（ブレード制御等）

係留安全性

波力発電最適制御

複数機相互干渉

系統連結方策・評価

浮体形状・動揺評価
・構造安全性

係留安全性

浮体形状・動揺評価
・構造安全性

ブレード・主構造物
弾性影響

系統連結方策・評価

後流影響・相互干渉
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長期ビジョン（AUV）

• AUVの複数長時間自律航行
（隊列・協調制御、状況判断、障害物回避、
測位修正、水中充電等）

• ASV-AUV連携
• 音響通信（水中雑音の評価・対策等）
• 画像処理（目的物抽出・識別）
• AUV最適設計

• AUVの広範活用
海洋科学：地球物理、海洋生物、歴史・文化

海洋産業：石油・鉱物資源、水産

安全・安心：保守・点検、防災、環境

• AUVの効率運用
複数・協調行動による探査効率の改善、
探査時間の短縮、深海底物理探査

艇体形状

舵・プロペラ最適化・制御

各種センサー高度化

自律航行・状況判断
隊列・協調制御及び計測

ASV-AUV連携

サブシー自律作業
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研究ビジョン
★マイルストーン
■最終成果イメージ（目標）
▲検討事項
○研究テーマ

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

○風力：NEDO・海事局安全対策

• 模型試験から実機性能・安全性評価、およびシミュレーションを包括的に対応
• 流力観点からの浮体動揺・係留、構造、可動物体制御

○波力：環境省等実海域試行

○風力・波
力：NEDO・
海事局安全

対策

○実機運用高効率化・合理的安全対策

○第1期SIP
複数機運用

○第2期SIP隊列制御
（資源探索のための
効率的・効果的AUV運用）

○広域探索への試行
（EEZ域への展開）

○サブシーロボ

○安全基準への関与

★2機隊列航行

②AUV

①再生エネ

★4機隊列航行

▲協調制御

■複数機隊列制御
他機関連携

★水中充電

▲音響通信高度化

▲障害物回避
離散・招集

■長時間自律航行

★ASV-AUV連携自律運用 ▲サブシーオペレーション
▲画像認識・制御行動

★IEC浮体式風車
損傷時復原性等提案

■ IEC浮体式風車
損傷時復原性等基準化

③国際

★AUV安全基準

■広域資源探査

▲ AUV隊列計測試行

▲風車損傷時
復原性国内検討

▲風車検査法
国内検討

■浮体式風車IECへの
提案準備国内基準合理化

★風車アレイ
挙動シミュレーション

■風車シミュレーション
ツールの標準化

★高レベル波力発電制御

■ IEC浮体式風車
改定作業

▲波力発電実海域試行

■波力発電
システムパッケージ化

■波力発電
シミュレーション
ツールの標準化

▲波力発電
長期運用・経年劣化対応

★浮体式風車
挙動シミュレーション

★浮体式風車高度
実海域計測技術

★風車等関連施設・設備を含めた
劣化評価・シミュレーション

■風車合理的
メンテナンス法
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