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抄 録
当社は、これまで東南アジアを中心に、浅海域の海洋油ガス田開発システムを構成する

ジャケット及び上載物の製作、据え付け、パイプラインの敷設工事を通して、エネルギー
資源開発に貢献してきた。しかし、近年、海洋油ガス田開発が浅海域から深海域へ、その
開発海域を移しつつあり、東南アジアもその傾向が顕在化しつつある。当社がエネルギー
資源開発に貢献し続けるためには、深海域での海洋油ガス田開発システムに対応した
EPCI 事業に取り組む必要がある。
本稿では、深海域での海洋油ガス田開発システムに必須のライザーについて、実験及び

数値解析を通してその挙動の解明を行った取り組みを紹介する。

Abstract
We have been contributing to an energy resource development in around Southeast
Asia, through the construction of the jacket which constituted the oil and gas field de-
velopment system in a shallow water area, the installation of the jacket, and the laying
of pipe. However, recently the offshore oil and gas development is moving the sea area
from a shallow water area to a deep water area. And in around Southeast Asia, the ten-
dency is actualized. It is necessary to conduct EPCI business which responds to the oil
and gas field development system in a deep water area so that we continue to contrib-
ute into an energy resource development.
In this paper, we explain one of our actions for the elucidation of the dynamic behav-
ior of riser which is indispensable to the oil and gas field development system in a deep
water area. We performed the experiment and the numerical analysis in order to the
elucidation of it.
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１ 緒言
当社の海洋油ガス田開発に対する取り組みは、

１９７４年の阿賀沖油ガス田開発プロジェクトから始ま
り、これまでに２２６基のジャケット製造及び設置、
３６０５kmのパイプライン敷設工事等を行っている。
このジャケットを用いた海洋油ガス田開発システム
は、ジャケットを海底地盤に杭等で固定し、海上に
プラットフォームを作り、海底面下に貯留している
油・ガスをライザーを通してプラットフォームに上
げて処理等を行うシステムである（図１参照）。従っ
て、この海洋油ガス田開発システムは技術的、経済
的にジャケットが建設可能となる浅海域でのみ適用
されるシステムである。当社は、これまでこの浅海
域での海洋油ガス田開発システムに関するEPCI 事
業（Engineering, Procurement, Construction, Instal-
lation）を展開してきた。具体的には、インドネシア
とタイの製造拠点でのジャケット及び上載部の製造
や、東南アジアに配置した２隻の海洋作業船
（KuroshioⅠ、KuroshioⅡ）を用いたジャケットの
設置及びパイプライン（鋼管）敷設工事を通して、東
南アジアのエネルギー資源開発に貢献してきた。
しかし、近年、メキシコ湾、北海、ブラジル沖等

に見られるように海洋油ガス田開発は、浅海域から
水深５００m以深の深海域へ、さらには１０００mを超え
る大水深域へと開発海域の水深を深めている。ま
た、この開発海域の深海化は当社が事業展開する東
南アジアでも進みつつある。深海域の海洋油ガス田

開発システムは、浅海域のシステムと異なり、ジャ
ケットでなく浮遊式構造物でプラットフォーム（以
下、浮遊式プラットフォーム）を構成したシステム
である。当社がエネルギー資源開発に貢献し続ける
ためには、この深海域の海洋油ガス田開発システム
に対応したEPCI 事業を展開する必要がある。

２ 深海域対応の海洋油ガス田開発シ
ステムとは

ジャケットで構成される海洋油ガス田開発システ
ムが適用された最も深い水深は、１９８８年に建設され
たメキシコ湾でのBullwinkle プロジェクトであり、
最大水深が４１２mである。開発海域の大水深化は
ジャケットを巨大化し、経済的、施工技術的にも建
設が困難になっており、水深５００m以深の海域では
ジャケット構造に代えて浮遊式プラットフォームで
構成するシステムが用いられている。このシステム
は、海上に浮遊式プラットフォームを係留し、海底
に設置した仕上げ井をはじめとしたサブシー機器を
用いて、海底面下に貯留している油・ガスをフロー
ライン及びライザーを通して浮遊式プラットフォー
ムに上げて処理するシステムである（図２参照）。
浅海域での海洋油ガス田開発システムのプラット
フォームとは異なり、浮遊式プラットフォームは係
留による位置保持であるため、波、風、潮流により
動揺する。また、仕上げ井等の機器をプラット
フォーム上に設置するのでなく、深海の海底面に設

図１ 浅海域での海洋油ガス田開発システム概要図例
Fig．１ The oil and gas field development system in a shallow water area
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置する。このような違いにより、EPCI 事業に求め
られる施工技術、設計技術等が異なる。施工では、
例えば、深海域での作業となるため、アンカー係留
に代えて海上作業船のDPS（Dynamic Positioning
System）化が求められる。また、設計では、例え
ば、浮遊式プラットフォームの動揺評価技術及び係
留用アンカーの把駐力評価技術、海底面から油・ガ
スを浮遊式プラットフォームに上げるライザーの挙
動評価技術が求められる。
特に深海対応の海洋油ガス田開発システムで用い

られるライザーは、プラットフォームが固定され、
動揺しない浅海域のシステムに比べて、浮遊式プ
ラットフォームの動揺によるライザーの動的挙動を
正確に把握することが新たに求められる。このこと
は、浅海域では設計で考慮する必要のなかった上端
固定部でのライザーの吊り上げ力に動的効果を加味
する必要があること、また上端のみならず海底着底
部での疲労を設計で考慮しなければならないことを
意味する。また、ライザーは、海中でジャケットに
固定することなく、支持点がない状態で浮遊式プ
ラットフォームから海底着底部まで伸びることで長
いフリースパンを形成する。そのため、ライザーに
は潮流よる渦励起振動（VIV：Vortex Induced Vi-
bration）が発生する場合があり、振動に対する疲労
強度を確保する必要がある。さらに、浮遊式プラッ
トフォームの動揺によるライザーの上端部の運動に
より、ライザーと周辺海水との間に相対速度が生じ

ることでライザーにVIVが生じる課題も指摘され
ている。
また、このライザーの管種には鋼管とフレキシブ
ルパイプがあり、管種選定に際しては、海象条件、
浮遊式プラットフォームの動揺特性、水深及び使用
実績等を勘案して決められており、使用実績は約
半々である。
本稿では、浮遊式プラットフォームの動揺に伴う
ライザーについて、フレキシブルパイプ製のライ
ザーを対象として、実験及び数値解析を通してその
挙動の解明を行った取り組みについて紹介する。

３ 浮遊式プラットフォームの動揺に
伴うライザー挙動評価

浮遊式プラットフォームのライザーは、固定式プ
ラットフォームのライザーと異なり、ライザー上端
部が浮遊式プラットフォームの動揺によって強制的
に動かされる。この上端の強制動揺によって、水中
線状構造物であるライザーは周辺の海水との相互作
用の中で複雑な動きを呈することが予想される。こ
のライザー挙動について、基礎的な動的挙動を解明
する目的で、水深５mの水槽を用いてフリーハン
ギング形状のライザーの模型実験を実施した。ま
た、数値解析にて挙動の再現を試みた。具体的な取
り組みは以下の通りである。
①本実験は、静水中に懸垂したライザーを対象

図２ 深海域での海洋油ガス田開発システム概要図例
Fig．２ The oil and gas field development system in a deep water area
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外径：D（m） ０．０４２
内径：d（m） ０．０３０６
長さ：L（m） ８

気中重量：Wair（kg/m） １．６４５
曲げ剛性：EI（kN m２） ０．１０６４
伸び剛性：EA（kN） ６３１．５４

水深（m） ４．９５１
水平長さ（m） ５．１
鉛直長さ（m） ５．０９
構造減衰（％） ２．２

表１ フレキシブルパイプ試験体諸元
Table１ Dimensions and properties of the model flex-
ible pipe

図３ 試験体設置状況
Fig．３ Set up model flexible pipe

加振周波数（Hz） ０．９７５ ０．７８０ ０．６５０ ０．５５７ ０．４８７
加振周期（s） １．０３ １．２８ １．５４ １．８０ ２．０５

加振周波数（Hz） ０．３９０ ０．３２５ ０．２７８ ０．１７７ ０．０９７
加振周期（s） ２．５６ ３．０８ ３．５９ ５．６４ １０．２６

加振方向 振動振幅（cm）
X ５，１０
Y ５，１０
Z ２．５，５

表２ 加振条件（周波数）
Table２ Vibrating conditions（Frequency）

表３ 加振条件（振幅）
Table３ Vibrating conditions（Amplitude）

に、ライザー展張方向、その直角方向及び鉛直
方向の各方向に複数の周期と振幅で、ライザー
の上端を強制的に調和振動させ、その挙動を観
察した。

②計測した張力については、水中線状構造挙動解
析プログラムOrcaFlex を用いた解析結果との
比較を行うとともに、載荷方向の影響、周期と
振幅依存性の観点から動的影響を整理した。

③一連の実験ケースの中で上端の強制動揺によっ
て、ライザーにVIVと類推される横方向振動
が励起するケースが確認されたので、振動状況
と発現条件を分析した。

３．１ 強制動揺実験
３．１．１ 概要
�海上技術安全研究所殿が所有する深海水槽の円
形水槽部（水深５m、直径約１４m）を用いて、カテナ
リー形状に懸垂したフレキシブルパイプの強制加振
試験を実施した。実験に使用した模型は、長さ８
m、直径０．０４２mのフレキシブルパイプ模型である。
１種類のカテナリー形状について、水平面内２方向
及び鉛直方向の３方向について加振した。加振振幅
は各方向について２種類とした。

３．１．２ 実験条件
⑴ 供試模型
フレキシブルパイプ模型の諸元を表１に示す。曲

げ剛性及び気中重量は実験終了後に計測した値であ
る。内部は１”のインターロック管（外圧に抵抗する
鋼部材）であり、それを低密度ポリエチレンで被覆
している。

⑵ セットアップ
深海水槽内への模型の設置状況を図３に示す。

⑶ 強制加振条件
加振方向は水平面内２方向（X, Y）及び鉛直方向

（Z）の３方向である。加振条件の一覧を表２、表３
に示す。加振周波数（周期）０．１～０．９８Hzで、正弦波
状の上端変位を与えた。

⑷ 計測項目
・上端張力、及び角度
・フレキシブルパイプの位置（５０cm間隔で１４箇所
にマーカーを設置し、光学式三次元水中挙動計測
装置（２台のCCDカメラ）によって運動を計測）

・上端強制変位

３．１．３ 実験結果
代表例として、鉛直方向に振幅５cm、周波数０．１
及び０．６５Hzで加振したときの、上端張力計測結果
を図４に示す。
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図４ 上端張力（鉛直方向 振動振幅５cm）
Fig．４ Top end tension under Z direction vibrations ５cm

項目 OrcaFlex

両端の境界条件 ４DOF（FIX）
２DOF（X & Y rotate）

要素数 ８０
要素長 ０．１m

抗力係数：Cd １．０（X & Y）
付加質量係数：Ca １．０（X & Y）

構造減衰 ０．２２at０．５Hz

表４ 解析条件
Table４ Principal input condition

図５ 上端張力と加振周波数の関係（X方向加振、振幅１０cm）
Fig．５ Relationship between frequency and top end tension

図６ 動的応答倍率と加振周波数の関係（X方向加振、振幅
１０cm、５cm）
Fig．６ Relationship between dynamic response ratio and
frequency

図７ 張力変動幅とX方向振幅の関係
Fig．７ Relationship between amplitude and quotient of
the range of tension fluctuation

３．２ OrcaFlex による解析結果との比較
⑴ 解析プログラム概要
今回解析に使用した水中線状構造物挙動予測プロ

グラムはOrcaFlex である。三次元非線形有限要素
法による時間領域の解法により、大変形問題への適
用が可能である。表４に主要な解析条件を示す。構
造減衰は自由振動実験結果から得た。

⑵ 比較結果
X、Y、Z方向の順に、上端張力について実験結

果と解析結果を整理した。
図５、図８、図１１は、各振幅における周波数と上
端張力の関係（OrcaFlex 解析結果と実験結果）を示
す。周波数０での値は、静的な実験及び解析結果を
示す。なお、実験における初期値はバラつきがある
ため、強制振動前の静的な張力として平均値を用い
ている。

図６、図９、図１２は、最大張力を静的張力で除し

た動的応答倍率と周波数の関係（OrcaFlex 解析結
果）を示す。

図７、図１０、図１３は、張力変動幅（最大張力と最
小張力の差）を振幅で除した値と振幅の関係（Or-
caFlex 解析結果と実験結果）を示している。

サブシー・コントラクターへの挑戦～大水深ライザーの動的評価～
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図８ 上端張力と加振周波数の関係（Y方向加振、振幅１０cm）
Fig．８ Relationship between frequency and top end tension

図９ 動的応答倍率と加振周波数の関係（Y方向加振、振幅
１０cm、５cm）
Fig．９ Relationship between dynamic response ratio and
frequency

図１０ 張力変動幅とY方向振幅の関係
Fig．１０ Relationship between amplitude and quotient of
the range of tension fluctuation

図１１ 上端張力と加振周波数の関係（Z方向加振、振幅１０cm）
Fig．１１ Relationship between frequency and top end tension

図１２ 動的応答倍率と加振周波数の関係（Z方向加振、振幅
１０cm、５cm）
Fig．１２ Relationship between dynamic response ratio and
frequency

図１３ 張力変動幅と Z方向振幅の関係
Fig．１３ Relationship between amplitude and quotient of
the range of tension fluctuation

⑶ 考察
・各振幅における周波数と上端張力の関係（図５、
図８、図１１）をみると、周波数が高くなるほど、
また、振幅が大きいほど、張力変動幅（最大値―最
小値）が大きくなるのが判る。特に Z方向が顕著
で、低い周波数（０．２７８Hz）から張力変動、即ち上
端振動による動的影響が生じ始めている。なお、
OrcaFlex 解析結果と実験結果の比較から、加振
周波数の低い範囲では計算による張力変動振幅は
過小評価となるものの、全体的な一致度は良好で
ある。
・動的応答倍率と周波数の関係（図６、図９、図１２）
をみると、動的影響がどの周波数あたりから生じ
ているかが明白である。前述のとおり、Z方向は
周波数が高くなるに従って、２次関数的に増加し
ており、X方向は、やや高い周波数から増加する
ものの、その程度は、Z方向に比べると小さい。
Y方向は、周波数の増加に伴って、少し上昇した
後、僅かに漸増していく程度である。例として、
最も短周期で振幅５cmの場合、動的応答倍率
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加振周波数 Z方向（Hz） ０．７８ ０．３９ ０．０９７
周期（s） １．２８ ２．５６ １０．２６
振幅（cm） ５ ５ ５

表５ 加振条件３ケース
Table５ Three vibrating conditions

は、Z方向１．６５倍、X方向１．１５倍、Y方向１．０５
倍、となった。

・上述の現象は、Z方向は、強制振動が重力加速度
方向の運動であるため、張力に慣性力の影響が直
接作用することに起因する。Y方向は、layback
length（上端から着底点までの水平距離）の変化が
殆どなく（即ち自重の変化もなく）、張力変動にあ
まり寄与しないと言える。X方向は、強制振動に
より layback length が変化するために自重の変
化も加わって動的影響が表れる。しかしながら、
上端は水平方向の運動であり、張力に及ぼす慣性
力の影響は直接的ではないため、応答倍率は Z
方向に比べるとかなり小さい。

・張力変動幅（最大張力と最小張力の差）を振幅で除
した値と振幅の関係（図７、図１０、図１３）をみる
と、張力変動幅は、振幅に対してほぼ線形である
こと、及び周波数に対しては依存性があることが
判る。これらの図からも Z方向＞X方向＞Y方
向となっている。

３．３ 横方向振動の発現
⑴ 概要
一連の実験ケースの中で上端の強制動揺によっ

て、ライザーにVIVと類推される横方向振動が励
起（Sarpkaya１））するケースが確認された。そのた
め、最も顕著であった Z方向の強制振動実験のう
ち、周波数３ケース（表５）について、X、Y、Z各
方向の振動状況と振動周波数を分析整理した。

⑵ 結果
Z方向加振による各方向の振動状況、振動周波数
を、マーカーを付けた５０cm毎の点（全１４点）につい
て整理した。グラフの縦軸は深さを表しており、０
が水面である。ただし、水槽底面（深さ５m）付近は
精度良く計測できるセッティングになっていないた
め、全てのケースにおいて精度が低いことを付記し
ておく。

１）周波数０．７８Hz（周期１．２８s）、片振幅５cm
図１４、１５、１６で、左のグラフはライザーモデル各

位置における、X、Y、Z方向の卓越周波数を、右
のグラフは、その周波数における振幅を示してい
る。

・図１４より、底面近くの点を除き、全ての点で加振
周波数（０．７８Hz）で振動している。最大振幅は約
４６mm生じている。
・図１５より、２４００mm付近で節となる２次モード様
の振動が発現しているが、２次と３次の遷移モー
ドと考えられる。節及び底面近くを除いて、加振
周波数の２倍（１．５６Hz）の倍調和振動をしている。

・図１６より、底面近くの点を除き、全ての点で加振
周波数で振動している。振幅は全体に亘って、約
５０mm～６０mmである。

２）周波数０．３９Hz（周期２．５６s）、片振幅５cm
図１７で、左のグラフはライザーモデル各位置にお

ける、Y方向の卓越周波数を、右のグラフは、その
周波数における振幅を示している。X、Z方向につ
いては、前述の０．７８Hzと同様な傾向のため割愛し
た。

・２４００mm付近で節となる２次モード様の振動が発
現しているが、１次と２次の遷移モードと考えら
れる。節及び底面近くを除いて、加振周波数の２
倍（０．７８Hz）の倍調和振動をしている。

３）周波数０．１０Hz（周期１０．２６s）、片振幅５cm
図１８で、左のグラフはライザーモデル各位置にお

ける、Y方向の卓越周波数を、右のグラフは、その
周波数における振幅を示している。X、Z方向につ
いては同様に割愛した。

・底面近くを除いて、加振周波数の２倍（０．２０Hz）
の倍調和振動をしている。振動は１次モードであ
る。
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図１４ X方向振動の卓越周波数及び振幅（加振周波数０．７８Hz）
Fig．１４ Predominant X frequency and X amplitude（０．７８Hz）

図１５ Y方向振動の卓越周波数及び振幅（加振周波数０．７８Hz）
Fig．１５ Predominant Y frequency and Y amplitude（０．７８Hz）

図１６ Z方向振動の卓越周波数及び振幅（加振周波数０．７８Hz）
Fig．１６ Predominant Z frequency and Z amplitude（０．７８Hz）

図１７ Y方向振動の卓越周波数及び振幅（加振周波数０．３９Hz）
Fig．１７ Predominant Y frequency and Y amplitude（０．３９Hz）

図１８ Y方向振動の卓越周波数及び振幅（加振周波数０．１０Hz）
Fig．１８ Predominant Y frequency and Y amplitude（０．１０Hz）

加振方向 Ｘ Ｙ Ｚ
加振周波数
（Hz） ０．７８ ０．３９ ０．０９７ ０．７８ ０．３９ ０．０９７ ０．７８ ０．３９ ０．０９７

振動周波数
（Hz） ０．７８ ０．３９ ０．０９７ １．５６ ０．７８ ０．２０ ０．７８ ０．３９ ０．０９７

振動モード １ １ １ ２～３ １～２ １ １ １ １
最大振幅
（mm） ４６ ３８ ３１ １０ １７ ４ ６２ ６０ ６０

表６ 結果のまとめ
Table６ Summary of result

１）～３）をまとめると表６のようになる。

これらから、Y方向は、全て加振周波数の倍の周
波数で振動していることが判る。この中で、間に節
のある２次モード様の振動が発現した加振周波数
０．７８Hzと０．３９Hzについて更に分析する。また、
OrcaFlex をインターフェースとしてVIV解析を行
う Shear７プログラムにて求めた卓越周波数は、１
次＝０．２７Hz、２次＝０．７３Hz、３次＝１．４５Hz で
あった。この場合のストローハル数は、St＝０．１７を
用いた。
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図１９ ライザー振動量の算出
Fig．１９ Calculation of riser oscillation

ライザー上端
からの位置（m）

平均角度
（deg．）

Z方向片振幅
（cm） KC数

２．０ １５９．８ ５．０４ ２．６０
３．０ １５１．７ ５．２５ ３．７２
４．０ １４０．０ ５．５４ ５．３３
５．０ １２５．２ ５．５２ ６．７５
６．０ １０９．４ ４．５２ ６．３７

表７ KC数（加振周波数０．７８Hz）
Table７ KC number in case of０．７８Hz

ライザー上端
からの位置（m）

平均角度
（deg．）

Z方向片振幅
（cm） KC数

２．０ １５９．８ ５．４３ ２．８０
３．０ １５１．７ ５．５７ ３．９５
４．０ １４０．０ ５．４６ ５．２５
５．０ １２５．２ ４．８１ ５．８７
６．０ １０９．４ ３．５１ ４．９４

表８ KC数（加振周波数０．３９Hz）
Table８ KC number in case of０．３９Hz

図２０ 加振周波数０．７８Hz における振動軌跡
Fig．２０ Oscillation loci at vibrating frequency０．７８Hz

図２１ 加振周波数０．３９Hz における振動軌跡
Fig．２１ Oscillation loci at vibrating frequency０．３９Hz

４）クーリガン・カーペンター（KC）数の算出
OrcaFlex プログラムによる解析により、加振周

波数０．７８Hzと０．３９Hzについて、上端からarc
length（弧長）に沿って、ライザーの振動量の算出
（図１９）、に示す通り、２、３、４、５、６m点に
おける鉛直方向の振動量からライザーの法線方向成
分に対するKC数を、式１により算出した。鉛直方
向の振動量は、図１９に示す通り、その点の上下への
移動後の Z座標の差を求め、法線方向への変換は、
その点の傾きの平均角度を用いている。正確には水
平方向へも変位が生じているが、ここでは簡易的に
Z’≒Zと し た。表７、８に０．７８Hzと０．３９Hzの 場
合のKC数算出結果を示す。

������������������� ⑴

５）振動軌跡
実験データから、加振周波数０．７８Hzと０．３９Hzに
ついて、水底により近く、振幅の大きい点の水平面
内の振動軌跡を調べた。以下に代表例を示す。図２０
に、加振周波数０．７８Hzの場合で、平均水深３．７m
における点のX-Y平面内の振動軌跡（左図抽出時
間：６．７－８．０s、右図抽出時間：１７．６－１８．９s）を示
す。図２１に、加振周波数０．３９Hzの場合で、平均水
深４．０mにおける点のX-Y平面内の振動軌跡（左図
抽出時間：６．７－９．３s、右図抽出時間：１７．６－２０．２
s）を示す。

３．４ 考察
・X、Z方向の振動は、加振周波数で生じている
が、Y方向の振動は３つの周波数ケースとも倍周
波数で振動している。振動形状はY方向のみが
周波数によって変化がみられる。
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・Y方向では、分析した周波数３つの内、加振周波
数０．３９Hzの場合が最も振幅が大きい。この時の
振動周波数は０．７８Hzであるが、これはVIVの２
次の固有周波数０．７３Hzに近い。そのため、間に
節をもつ２次モードが卓越し、振幅が増大したも
のと判断できる。一方、加振周波数０．７８Hzでは、
振動周波数は１．５６Hzであり、これは３次の固有
周波数１．４５Hzと近いため、２次モードに加え、
３次モードも重畳していると推察できる。

・これらの振動軌跡をみると、加振周波数０．３９Hz、
０．７８Hzと も、８の 字 状 の 振 動 軌 跡（Tsuma-
gari２））を描くところが確認され、VIVの発現が
窺える。

・Y方向は加振周波数の倍の周波数で振動（倍調和
振動）しているが、Hoshino３）の垂直に吊り下げ
られた円筒では、揚力の周波数が強制振動の周波
数の整数倍になることが示されており、今回のカ
テナリーでも同様の現象が生じたと判断できる。

・今回のカテナリー形状では、鉛直強制振動により
揚力が発生しやすいのは水底付近であるが、解析
から求めた下方のKC数は、VIVの発生特性と
してHoshino３）が纏めた５を超えており、底面付
近がVIVの振動源となって、カテナリーライ
ザーの上方に伝わったと考えられる。この現象が
実際のフレキシブルライザーで生じると、疲労損
傷を増大する可能性がある。

４ 結言
今回紹介したライザー挙動は、これまで当社が事

業展開してきた浅海域での海洋油ガス田開発システ
ムでは発生しない設計課題であり、深海域でのシス
テムにおいて注意が必要な挙動である。海洋油ガス
田開発の大水深化が進むエネルギー資源開発におい
て貢献し続けるためには、このようなライザー挙動
を始め、深海域対応の海洋油ガス田開発システムを
正しく理解した上で、設計、製造及び施工技術を担
保する必要がある。現在、当事業部では、昨年１２月
にサブシー事業推進部を組織し、大水深化する海洋
油ガス田開発分野での事業化検討を推進している。
また、この事業化検討においては、施工技術をは

じめEPCI 事業を展開する上で必要な技術の検討を

進めており、フレキシブルパイプもその一つであ
る。このフレキシブルパイプについては、現在、�
石油天然ガス・金属鉱物資源機構殿、古河電気工業
㈱殿、三井物産㈱殿、�海上技術安全研究所殿と当
社で、ペトロブラス社殿（ブラジル国営石油開発会
社）が推進するプレサルト油田開発に用いるフレキ
シブルパイプの開発を進めている。
最後に、水槽を用いたライザーの強制動揺実験で
は�海上技術安全研究所殿に多大なご協力を頂きま
した。ここに謝意を表します。
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