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洋上風車アクセス船の低動揺・低コスト化技術
の開発と応用展開

特定非営利活動法人
長崎海洋産業クラスター形成推進協議会

2020年１２月２５日

第４回長崎都市経営戦略推進会 発表資料

NPO長崎海洋産業クラスター形成推進協議会の紹介

【設 立】2014年（平成26年）３月19日（任意団体）

【法人登記】2014年（平成26年）10月10日（NPO法人）

【事務所】 〒850－0862 長崎市出島町１－４３ D－FLAG105

【理事長】 協和機電ホールディングス㈱ 代表取締役会長 坂井 俊之
【副理事長】東京大学 名誉教授 木下 健
【役員】 理事15名 監事 2名（2020年7月1日～）

【会員】 （2020年12月現在）正会員80法人 賛助会員26法人
長崎県内69（長崎市42・佐世保市13・五島市6・諫早市4・西彼杵郡時津町3・平戸市1）

東京都5・神奈川県2・福岡県2・ 大阪府1・宮城県1

○特別会員 5法人
扇精光コンサルタンツ（株）・協和機電工業（株）・後藤運輸（株）・（株）西海建設・
不動技研工業（株）

○一般会員 75法人
○賛助会員 26法人 （会費 なし ）

三菱重工長崎造船所・三菱電機長崎支店・EMEC（欧州海洋エネルギーセンター）・
日本海事協会・九電みらいエナジー・戸田建設・ジェトロ長崎・CARBON TRUST・
日立製作所九州支社・日立パワーソリューションズほか

当会は、新たな海洋産業分野への県内企業の参入を促進し、産学官の連携のもと
「知」と「産」の拠点形成を図ることを目的として活動しています
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2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度〜

〇学びの場の提供
➢「戦略産業雇⽤創造プロジェクト

（厚労省補助事業）」
2014年度（セミナー開催：35テーマ、
参加者数：延べ561⼈）

2015年度（セミナー開催：24テーマ、
参加者数：延べ466⼈）

〇ネットワーク形成
➢「地域間交流（RIT)事業（JETRO共同

事業）2015〜2018年度
2015年7⽉スコットランドハウス指定

➢「新分野進出⽀援事業ネットワーク
型（経産省委託事業）」2015年度

➢「海洋エネルギー関連分野における
連携協⼒に関する協定（⻑崎県、
⻑崎⼤学、⻑崎総合科学⼤学、当
会）」締結 2016年3⽉23⽇

〇調査・研究・開発
➢「潮流発電技術実⽤化推進事業（環境省委託事業）」2016〜2019年度
➢海洋統合環境無⼈観測プラットフォーム：愛称ミーアMIA開発事業
（環境省補助事業）2016〜2017年度

➢「海洋開発技術者育成のための海外連携体制調査（国交省委託事
業）」2016年度

➢「潮流波浪観測・データ解析技術開発共同研究事業」「洋上⾵⾞メ
ンテナンス関連技術開発事業（⻑崎県補助事業）2016年度〜

〇新事業創出
➢MIAによる海域環境調査のビジネ
ス化：2018年度〜

安全で環境にやさしい海洋エネルギー開発を通じて、サステナブル社会の実現に貢献する

海
洋
再
エ
ネ
を
柱
と
す
る
海
関
連
の
「
知
」
と
「
産
」
の
拠
点
形
成

PhaseⅢPhaseⅡPhaseⅠ
当協議会の実績と方向性

〇人材育成
➢「海洋開発⼈材育成・フィール

ドセンター（⻑崎海洋アカデ
ミー）」創設事業2019年3⽉〜

〇海洋再エネの啓発・導入促進
➢「海と⽇本PROJECT（⽇本財団⽀援事業）」2016年度〜

⼩中校⽣向けワークショップ普及、⾼校⽣海洋伝習所事業、
⼤学⽣対象「⻑崎海洋⼤使」海外先進地派遣事業

〇サプライチェーン形成
➢「地域中核企業創出・⽀援事業（経産省委託事業）」2017

年度
➢企業情報データベース構築（単独）2018年度〜
➢洋上⾵⼒発電関連産業の⾒える化事業（⻄海市）2018〜2019

年度
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当協議会の主要PROJECT

1. 海洋統合環境無⼈観測装置の共同開発事業
装置の愛称：ミーア（MIA）
(Marine environmental data Integrated 

Acquisition platform)

＜気中観測＞
風況：ドップラーライダー
鳥：レーダー（水平回し、

縦回し）、カメラ

＜独立電源＞
太陽光パネル
小型風力発電装置
発電機、燃料電池
Li-ionバッテリー＜水中観測＞

海棲哺乳類：音響計測
魚類：魚群探知機、カメラ

2. 潮流発電技術実⽤化推進事業
名称 AR500    

型式 海底設置

出⼒ 500kW

⾼さ 23m

質量 約1,000t

回転数 7~12/分

3. ⻑崎海洋アカデミー事業
海洋のまち⻑崎において、アジア初の機能を備えた
「⻑崎海洋アカデミー」を創設し、現場と最新技術
を組み合わせた総合的な海洋⼈材育成・技術イノベ
ーションの拠点形成を推進する。
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背景

アクセス船 330隻以上 20 → 80隻

アクセス船の市場予測

むつ小川原港沖で実証観測中のMIA

MIAのような⼤型ブイによる⾵況観測装置の市場
2025-2030年 → 15 〜 30基

⼩型ブイによる環境観測装置のニーズ

JWPAの予測値

政府⽬標：2040年までに45GW

観測ブイのニーズ

アクセス船はメンテ
ナンスだけでなく
建設時にも必要

洋上ウインドファームの⻑期海洋観測
‐⻑期定点観測による環境モニタリング
‐漁業者へのデータ提供・配信

監視⽤ブイ（密漁監視など）

6

洋上風車へのアクセス

EUにおける洋上風車アクセスの概念

我が国の状況
離岸距離は短く ３0km程度
最大で風車５０基程度のファーム

約３0km
約80km

離岸距離
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Fjellstrand
Wind server vessels

世界の各種アクセス船の例

DAMEN 
Fast Crew Supplier 2008

South Boat IOW
Crew Transfer Vessel

Ctruk Boats
Multi‐purpose Catamaran

欧州では、
・デッキ⾯積が広くとれRollが⼩さい双胴船が主流
・離岸距離の⼤きい⾵⼒発電フィールドが多く、⾼速航⾏性能（25kn程度）が必要

CTV: Crew Transfer Vessel
（欧州では約330隻が稼働中）

⽇本では、
・輸送⼈員数も少ないので、必ずしも双胴船が合理的ではない
・離岸距離が⼩さいため，⾼速航⾏性能が必須ではない

8

欧州におけるCTV (Crew Transfer Vessel)

2〜4⼈の船員と12⼈までのメンテナンス技術者が乗船
－現時点の法令で旅客船として認定されないようにするため
－欧州では、この法令は変更される⾒込み

典型的な双胴型CTV

概略価格
欧州で建造された通常型CTV

20〜28m級で3億円〜6億円

300隻以上が就航

国内で建造すれば，2億円〜4億円
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典型的な運航速⼒は20〜25ノット
船舶の⻑さは10〜30mで，主流はLpp 24m以下

満載喫⽔線⻑さに関する国際条約及び関係規制の規定を避けるため
排⽔量は通常100トン以下

⾵⾞への ダメージを避けるため

欧州におけるCTV (Crew Transfer Vessel)

Trimaran

Catamaran

Monohull

SWATH

Trimaran

SWATH

Catamaran

Monohull

洋上⾵⾞アクセス船の⽐較
タイプ 特徴

Monohull
単胴船

建造コストが安い。双胴船（通常型）の約1/2。
構造的な信頼性が高い。
波浪中での運動が比較的大きい。
特にRoll（横揺れ）が大きいのが，課題である。

艤装追加、変更が容易なため、汎用性が高い。

Catamaran
双胴船

（通常型）

建造コストが比較的高い。
構造的な信頼性は単胴船よりも低い。
広いデッキ面積が確保できる。
Roll（横揺れ）は比較的小さい。
Pitch（縦揺れ）は単胴船と大差ない。
動揺性能面から船長25m以上が採用されることが多い。

Catamaran
双胴船

（SWATH型）

建造コストが非常に高い。双胴船（通常船型）の数倍。
構造的な信頼性が低く、疲労損傷が発生しやすい。
広いデッキ面積が確保できる。
動揺は比較的小さい。
機関配置が極めて難しく、メンテナンスも難しい。

Trimaran
三胴船

建造コストが比較的高い。
構造的な信頼性は双胴船よりも高い。
デッキ面積は比較的小さい。
船型形状の工夫により、動揺低減効果を出しやすい。
新しい船型のため未知の部分が多いが、性能改善の可
能性は高い。



三胴船型アクセス船の計画

評価・⽐較検証
模型⽔槽試験
 CFD計算

2019年度 2020年度

 CFDによる推定精度は良好
速⼒，⾺⼒推定はCFDで可能

アルミ船 L=24m, d=1.25m Vs =21kn; 1,180KW

鋼船 L=24m, d=1.45m Vs =20kn;  1,670KW

抵抗試験@長崎総科大

CFD計算による速力推定

Main hull Side hullSide hull

動揺低減対策
Side hull に付加物装備
ブイへの適⽤

コスト低減対策
Side hull の簡略化

⽔槽試験による確認

CFDによる確認

動揺性能の比較

単胴船
双胴船
三胴船

⽔槽試験による確認

12

2021 2022 2023 2024

発電事業者，風車メーカーへのPR

NEDO等への開発プロジェクト提案

アクセス船実設計への適用推進（県内造船事業者との連携）

実船設計への適用 実船建造目標

① 洋上風車アクセス船

県内造船所へのPR，協業体制の構築

2021 2022 2023 2024

発電事業者，海洋観測業者，コンサル業者へのPR

浮体式長期海洋観測システム技術の検討；コンサル業者等との協業の検討

国プロ等への開発プロジェクト提案

② 動揺低減技術のブイへの適用

実証機の海域試験 実用化目標

洋上ウインドファーム長期海洋モニタリング装置への適用：発電事業者，コンサル業者等との協業



水上ドローンによる
浚渫管理システム構築

長崎大学 副学長 山本郁夫
海洋未来イノベーション機構 教授
(兼)工学研究科教授、医歯薬学総合研究科教授
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１．ドローン研究の紹介

２．水上ドローンによる
浚渫管理システム構築

＜説明内容＞
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赤潮調査飛行ロボット
AKABOT



◼実証地域の様子

長崎大学
五島・マグロ養殖基地化を実現するIoTシステムの実証事業

五島市玉之浦湾銭亀崎

←発着基地

検鏡

採水用ドローン

空撮用ドローン

Akabot

Deep Learningによるプランクトン判別

リアルタイム通知

飛行データ採水 通知画面のイメージ

AkabotⅡ

海面色比較

空撮画像

座標
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深度・高度制御による任意地点での採水方法
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国土交通省画像計測技術（橋梁）認定（BR010016-V0120）
「橋梁点検用ドローンによる構造物２次元画像解析と３Ｄモデル構築技術」
橋梁点検用ドローンにより撮影されたカメラにより撮影された画像より３Dモデルを構築し、
超解像度オルソ画像を出力することにより外観目視点検の支援を行う技術。
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KenbotⅡ

河川等検査ロボットの開発
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海洋ごみ問題への対処

海域調査用無人艇
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海洋ごみ問題への対処
令和2年3月10日（火）長崎新聞11面 令和２年8月27日 （木）読売新聞

NBC JNNニュース（令和２年5月2日）



水上ドローンによる浚渫管理システムの開発

長崎の造船所や船着き場のために、水上ドローンとソナーによる
水深測定を行い、土砂の堆積具合を解析し安全に船が接岸可能
となるようなシステムを構築する。

事業の目的

海底までの深さを測定可能な水上ドローンを開発し、土砂の堆積
具合を示す3Dモデルを構築する。一定期間ごとに測定し、データ

の蓄積により、浚渫工事の必要性に関する判断を可能とする。長
崎県内の造船所において実証実験を行う。

事業計画内容



水上ドローンによる浚渫管理システムの開発

長崎大学
山本郁夫教授（全体システム構築、まとめ）
橋本州史教授（造船所実験調整、適用先検討）
盛永明啓助教（水上ドローン試作、実験）
下本陽一准教授（データ抽出）

水井雅彦講師（九州共立大学）（ロボットシステム実験支援）

事業実施体制

【内訳】
機材、部品購入 400 千円
消耗品購入 300 千円
出張経費 100 千円

長崎都市経営サポート資金 700 千円
自己資金 100 千円

事業費：総事業費 800 千円

事業実施期間：2020年 11月 1日～2021年 10月 31日



CAIBOTⅡ

CAIBOTⅡ

カメラ

スラスタ

小型・軽量で持ち運びが容易
見たいものに対して上下左右方向の定点保持が可能
スラスタをひし形配置➡旋回性能の向上

本体仕様

特徴



KENBOTⅡ

360°カメラ

スラスタ

ケーブルドラム

小型ROVを搭載可能
Wi-Fiルータを搭載➡ケーブルを介さずROVを操縦可能
ケーブルの巻取や収納スペースの上下をプロポで操作可能
陸から沖合でのROV操作が可能

KENBOTⅡ

収納スペース

本体仕様

特徴



KENBOTⅡ＆CAIBOTⅡ

CAIBOTⅡ

基本性能

合体!!

地上付近のみでなく沖合など広い範囲の点検が可能
ROVが遭難した際に、ケーブルを巻き取ることで強制回収可能
水中構造物に引っかかりにくい

特徴



・造船所を含め、船が接岸する港では海底に土砂が堆積する
と大型の船が通れなくなるため、海底の土砂を取り除く浚渫
を行い、船の航路を確保する必要がある。

・ドック周りは水の排水用の水門等があり、入り組んだ構造を
しており、正常に動作するか定期的な点検が必要。現状では、
これらの点検はダイバーが直接海中に入り点検しており、
ダイバーの人件費や点検に長い時間を要すること、
また安全面で問題を抱えている。

造船所の問題



・水深を測定可能な水上ドローンを活用することで、船の位置
情報と合わせることで港周辺の水深を3次元的に測ることが
でき、効率的に港の管理が可能となる。

・水上ドローンに艦載した水中ドローンにより、岸壁の点検も
容易に行える。

造船所のニーズ

本システムにより、造船所の保守・点検の効率化において
大きく貢献できる。



・造船所設備だけでなく船そのものの点検が可能。

・現状では水中に沈む船底部やプロペラ、舵、ソナードーム
周りの点検は、ダイバーもしくはドックに上げてからでない
と点検ができない。これらの点検も水上・水中ドローンが利
用できる。

システムの応用



第4回長崎都市経営戦略推進会議 長崎MICE推進協議会事務局からの報告 

2020年12月25日（金） 長崎国際観光コンベンション協会 古賀典明 

 

第 4期計画「官民連携したオール長崎の体制による MICE誘致・受入強化」について 

１．着手済案件 

（１）開業1年前イベント 

           ---------------＞2020年10月10日~11日（2日間）で実施 

                  2年前イベントとの違いは「回遊性」と「認知度UP」 

                  ・商品券と乗り物で2会場間の移動を実現 

                   100名がトゥクトゥクを利用して移動 

                   273名が商品券を利用 

・参加者12,687名（対前年比236%） 

                  ・主なターゲットは長崎市民（家族連れ） 

                  ・アンケートから市民の声を獲得 

                   43%が催し物の開催情報が知りたい 

                  ・今後の課題は「事業者の参画意識の向上」 

                   物販参画事業者7社 

                   商品券参画事業者49社 

（２）MICEスクール 

           ---------------＞2020年10月より2期目をリアル開催で開始 

                  1期目との違いは「具体性」と「実践重視」 

                                   ・熊本の熊本城ホール視察 

・ユニークべニューの実証実験（孔子廟） 

                  ・PCOと地元事業者とのビジネスマッチング 

（３）MICEサービスカタログ 

           ---------------＞MICE関連ビジネスの創出を目的に作成 

                  事業者紹介ではなくサービス・商品の紹介 



20カテゴリー掲載で32ページ、1,000部印刷 

                  事業者説明会を実施、36社参加 

（４）キーパーソンの派遣による誘致活動 

コネやネットワークを持つ大学教授などの渡航営業を実施 

 

（５）キーパーソンの招聘による誘致活動 

長崎開催を予定している主催者やMICE関係者の視察を実施 

          ---------------＞コンベンション協会HPに掲載 

２．未着手案件 

（１）MICE開催に向けた事務局支援 

 長崎での開催時の事務局開設やアルバイト採用などをサポート 

（２）MICE受入体制構築のための研修 

  富裕層や外国人観光客への接し方やサービスを学ぶ機会の提供 

（３）MICEブランド推進のためのツール作成 

  MICEロゴのノベルティ（クリアファイル・マスク）の作成 

３．誘致体制 

（１）一元管理システムによる情報共有 

  ながさきMICEと市とコンベンション協会の活動状況を1カ所で共有 

（２）営業活動での連携 

      決まりかけの案件や獲得したい案件については3者合同での訪問営業 

   役割分担としては 

    ■市…国・自治体関連への営業 

        ■ながさきMICE…大型案件、全国大会、九州大会への営業 

             地元長崎の産学団体への営業 

        ■コンベンション協会…海外誘致、商談会での営業 

長崎に強みがある分野・産業への営業 

（３）誘致状況 

    出島メッセ長崎の開催決定・内定案件（R3～R6）は約50件 

    （全国スーパーマーケット協会全国大会、全国経済同友会セミナーなど） 
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（１）令和 2年度 事業計画 

１．概要 

MICE 開催を地元事業者のビジネスチャンスにつなげていくために MICE 主催者のニーズ 

に即したモノやサービスを提供できるよう地元事業者のスキルアップを図るとともに、 

受注拡大に向けた体制、仕組みづくりを行う。 

 

２．地元受注拡大に向けた受入環境整備 

（１）開業 1 年前イベント開催 

   MICE 開催に合わせて、まちなかに周遊させる仕組みづくりのプレ企画として、JR  

   長崎駅かもめ広場とまちなかを回遊させる「出島メッセ長崎」開業 1 年前イベント 

を企画運営、開催する。 

（２）MICE スクール共催 

   FFG と連携して、主催者及び参加者のニーズに即した満足度の高いコンテンツ   

（モノ・サービス）を提供するため、地元事業者のスキルアップを目的とした MICE 

スクールの開催をサポートする。 

（３）MICE 開催に向けた事務局支援 

   開催が決定した学会や退会などの事務局で臨時職員を雇う際の賃金等を支援する。 

 

３．地元受注拡大に向けた誘致支援 

（１）キーパーソン招聘および誘致活動 

   「長崎 MICE 誘致推進協議会」と「長崎 MICE 事業者ネットワーク」の総会に 

おいて、MICE業界の専門家による講演会の実施やMICE主催のための招聘を行う。 

（２）キーパーソン派遣および誘致活動 

   専門分野の人脈やネットワークを持っている専門家や大学教授、有識者などを営業 

のために首都圏などに派遣する。 

（３）有識者・専門人材による研修 

   富裕層や外国人の受け入れの準備として、飲食・物販・宿泊・コミュニケーション 

などの部門での研修を実施する。 

（４）MICE ブランド推進に沿った誘致ツールの作成 

   企業・団体・大学等が誘致活動を行う際に使用する名刺や持参するノベルティなどに 

ついて、統一したデザインで一体感を持たせることにより、機運醸成を図り誘致に 

つなげる。 

（５）MICE 支援サービスカタログの作成 

   長崎での MNICE 開催決定の要因の１つとなる「長崎ならではのサービス・商品」を 

   事業者ネットワーク会員企業の協力を得てカタログ化する。 

補足資料 
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４．事務局運営（会費制への移行） 

MICE 受入効果の最大化のため、MICE 事業者ネットワーク会員に対して会費制を導入し 

て、有料会員に対する費用対効果を高める。現在、事業の競争入札について、長崎国際観光 

コンベンション協会の会員と MICE 事業者ネットワークの会員が対象となるが、有料会員 

である前者よりも、無料会員である後者の方が対象となることが多く逆転現象が起きて 

いるため、MICE 事業者ネットワーク会員からも会費をいただくようにしたい。 

令和 2 年度の競争入札案件の状況：18 件…MICE 事業者ネットワーク会員対象   17 件 

                     長崎国際観光コンベンション協会員対象 10 件 

（２）令和 2年度 収支予算 

 

＜収入＞ 今年度 

 

（単位：円）  

 

科目 
令和 2年 8月～

令和 3年 7月 
説明  

長崎都市経営サポート資金 8,000,000 (一社）長崎都市経営戦略支援協会  

計 8,000,000    

 

    

 

＜支出＞ 今年度 

 

（単位：円） 
 

項目 
令和 2年 8月～

令和 3年 7月 
説明  

民間によるコンベンション誘致支援 3,800,000 

・キーパーソンセールス等誘致支援（旅費、受入

れ費用等） 

・名刺台紙及びノベルティ作成 

・協議会関連事務費（長崎 MICE事業者ネットワ

ークを含む） 

 

MICE開催に向けた事務局支援 200,000 臨時職員の賃金、保険料等  

MICEスクール共催負担金 1,000,000 
共催負担金（講師料、コーディネート料等に係

る） 
 

開業 1年前イベント開催費 3,000,000 会場費、印刷製本費、消耗品費等  

計 8,000,000    

 



R2.12.25現在
                                                                                                                               

負担内訳 金額

長崎海洋産業クラスター
形成推進協議会

○洋上風力アクセス船の低動揺・
　低コスト化技術の開発と応用展開

サポート資金 2,500 ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ等活動費 1,404

長崎県補助金 3,000 委託・外注費 2,800

　・新形成アクセス船の計画設計 自己資金 500
産業財産権導入費
（特許申請）

400

　　低コスト化、推進性能向上のための
    船型改良

その他経費 1,396

　　最終提案船型の基本設計　等
　・動揺低減技術のブイ開発への適用

計 6,000 計 6,000

長崎大学
○水上ドローンによる
　　浚渫管理システム構築

サポート資金 700 機材・部材購入 400

　・造船所の船着き場について、水上 自己資金 100 消耗品購入 300
　　ドローンとソナーによる水深測定を行い、 出張旅費 100
　　土砂の堆積具合を解析し、安全な船の
　　接岸が可能となるシステムを構築

計 800 計 800

長崎MICE
誘致推進協議会

○官民連携したオール長崎の体制による
　MICE誘致・受入強化

サポート資金 8,000 キーパーソン招聘・誘致 480

キーパーソン派遣・誘致 500
　・キーパーソン招聘・誘致活動 事務局運営 800
　・キーパーソン派遣・誘致活動事業 MICE誘致ツール作成 90

　・有識者・専門人材による研修
MICE支援サービスカタログ
作成

1,430

　・MICEブランド構築に沿った誘致ツール
　　作成

MICE開催事務局支援 200

　・MICEサービスカタログ作成 MICEスクール共催負担金 1,000
○地元受注拡大に向けた受入環境整備 開業１年前イベント開催費 3,000
　・MICE開催に向けた事務局支援
　・MICEスクール共催負担金
　・開業１年前イベント開催日

計 8,000 計 8,000

ジョブネットワーク
○ＮＡＧＡＳＡＫＩしごとみらい博2020の
開催

サポート資金 800
システム管理費、
LP制作費

2,850

（厚生労働省 　・学生に対し将来長崎で働くことを選択 自己資金 750 Web広告費 200
　長崎労働局 　　するきっかけとなる情報を学生生活の 長崎労働局 800 ポスター制作・印刷費 100
　若年者地域連携事業） 　　早い段階で伝えることを目的に、 長崎県 100 学生活動支援費 50

　　オンラインで開催 出展料 1,440 スタッフ交通費・謝礼 100
セミナー講師料 200
会場費、備品等 290
備品等 100

計 3,890 計 3,890

長崎留学生
支援センター

○長崎留学生支援センター活動費 サポート資金 2,000 重点事業 1,750

・就職支援 大学 5,000 一般事業 1,200
・生活支援 県・市 5,000 印刷・交通・通信費 555

・情報発信 助成金 400
会議費・消耗品・備品・
人件費

8,895

計 12,400 計 12,400

14,000サポート資金総計

金額
事業予算

資金使途内訳事業主体 事業概要

　　　　　　　第４期長崎都市経営サポート資金申請額集計


