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Summary 
 

Logistics hub project, i.e. transportation of marine operation workers from the base on the land to the offshore platform using a 
logistics hub, high Speed vessel and helicopters, was led by J-DeEP (Japan offshore Design and Engineering Platform) as the 
Japanese National project (2014~15). NMRI (National Maritime Research Institute) had joined this project and conducted both 
experimental and numerical analyses for the feasibility study of this concept. Model test and numerical simulation of the fast tug 
system, i.e. docking operation of the high speed vessel to the stern of the logistic hub using winches equipped each side of the hub 
and constant thrusts of the vessel, were conducted to survey the feasibility of this tug system. There are some assessment points in 
this system. One is tension acting on each tug lines. The other is development of the tension control system and confirmation of the 
effect acting on those lines. Through the experiment, snapping load acted on those lines were confirmed. Tension control algorithm 
was mounted in the winch control systems to reduce this load. As a result, decrease in standard deviation of the tension was 
confirmed. In addition to this, some simulation models were developed to simulate tension of the line and motion of the vessel and 
good coincidence was confirmed between experimental results and simulation ones at oblique wave conditions. Additional survey 
was conducted in order to understand effect of the amount of the constant thrust generated by the vessel for holding its orientation 
using these simulation models. Though the survey, the most suitable thrust range was specified considering maximum value of 
tension, tension balance and standard deviation of yaw.  

 
 

 
1. 緒  言 

 
 海洋産業への進出に意欲を持つ海運・造船関連企業が参画

し，海洋開発技術に関する試験研究や，技術水準の向上と実

用化を図ることを目的として，J-DeEP 技術研究組合が平成

25 年 2 月に設立された．その最初のプロジェクトとして，

大水深域の石油ガス田開発施設向けに検討されているハ

ブ・アンド・スポークスの人員輸送方式（ロジスティックハ

ブシステム）の実現に向けた取り組みが実施された 1)． 

海上技術安全研究所では，ロジスティックハブシステムの

中核となるハブ浮体に関する基本設計技術の確立，リスク評

価とリスクコントロールオプションの検討，陸地から人員を

輸送する高速船に関する基本設計技術の確立に関する研究

開発に参加し，上記テーマに関し，様々な検討及び模型試験，

数値計算を行った． 
本論文では，これらのテーマの内でハブ浮体への高速船引

き込みシステムに関する水槽模型試験とシミュレーション

を実施し，システムの成立性検証及びシミュレーションモデ

ルの精度確認を行ったので報告する．引き込みシステムは，

ハブ浮体と高速船間に展張された 2 本のワイヤーをハブ浮

体側に装備されたウインチで巻取り，ハブ浮体船尾に設けら

れたドックに高速船を入渠させるシステムである．更にシミ

ュレーション上にて高速船が方位角保持の為に発生させる

定常推力を変更させ，引き込みライン張力の変化，高速船の

動揺の変化について追加検討を行ったので合わせて報告す

る． 
 

 
*     独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構（研

究当時：国立研究開発法人海上・港湾・航空技術
研究所 海上技術安全研究所） 

**    国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 海
上技術安全研究所 

***    国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 海
上技術安全研究所（研究当時：J-DeEP 技術研究組
合） 
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2. ロジスティックハブシステム 1) 
 
 現在，油ガス田開発は開発技術の進歩により大水深フィ

ールドへの進出が続いているが，それと共に陸地から油ガ

ス施設への距離も離れてきている．一例としてブラジルリ

オデジャネイロ沖のサントス海盆鉱区を挙げると，陸地か

ら 250~300km の距離がある．従来のヘリコプターを用いた

人員輸送では航続距離に制約があり，燃料費や保守整備費

を考慮すると非効率的な輸送方法となる可能性がある．ロ

ジスティックハブシステムは陸上と洋上施設群の間に，大

型の鋼製浮体（ハブ浮体）を配置し，陸上基地とハブ浮体

の間をシャトル船（高速船）による大量輸送で，ハブ浮体

と各洋上施設の間をヘリコプターでのシャトル輸送で結

ぶ輸送システムである．これにより，従来の輸送システム

をより効率化出来ると考えられている（Fig. 1 参照）． 

 

                      Fig. 1  Logistics hub System.2) 

 
3. 水槽模型試験 

 
3.1 試験目的 

高速船のハブ浮体への着桟方法として，波浪条件が厳しい

外洋であっても安全に人員を乗降させるため，ハブ浮体下部

に設けられたドックを利用した方法が検討された．そして，

高速船のドックへの入渠方法として，船首から自航して入渠

する方法と，ハブ浮体側に設けられたウインチにより船尾か

ら引き込む方法が検討された（Fig. 2 参照）． 
船首から自航して入渠する方法は低速での操船が必要と

なり，荒天時には波，風，潮流の影響を受け，保針性能が悪

化するため入渠が困難となる可能性がある．そのため，本研

究ではウインチ・ワイヤーにより強制的に船尾から引き込む

方法を想定し，荒天状態での同方式の成立性を検証すること

を目的とした． 
 

Hub

HSV

 
Docking method by self-navigation. 

 
WinchHub

HSV
Tug Line

 
Docking method using winches. 

 
Fig. 2  Two types of docking procedure. 

 
本方式の成立性の検証において，引き込み時にラインに掛

かる張力の把握は重要な課題の一つである 3)．引き込み時に

ラインには衝撃的な張力が掛かることが，事前検討で行った

シミュレーションで明らかになった．引き込み中のラインの

破断はスナップバックを発生させ，作業員にとって非常に危

険であり，死亡事故も発生している 4)．これを防ぐため，予

めラインの張力変動について把握しておく必要がある．これ

に加え本研究では，張力変動を抑えながら高速船を引き込む

ためにウインチの張力制御システムを開発し，その有効性を

水槽試験で検証した． 
 

3.2 試験方法 
試験は平成 25 年 11 月に，海上技術安全研究所の実海域再

現水槽にて行った．ハブ浮体模型及び高速船模型の諸元を

Table 1 及び Table 2 にそれぞれ示す．ハブ浮体模型及び張力

計付き引き込みウインチ装置の写真をそれぞれ Fig. 3 及び

Fig. 4 に示す．模型の縮尺は 1/50 である．また，サンプリン

グ周波数は 100Hz とした． 
 

Table 1  Specifications of the Hub. 

Hub Model Actual Unit
Length 5.94 297.0 m
Breadth 1.60 80.0 m
Draft 0.20 10.0 m
Disp. 6780 847458 kg / ton
GM 0.20 10.0 m
GMl 3.58 179.0 m
κxx/B 0.39 0.39 -
κyy/L 0.28 0.28 -
KG 0.39 19.5 m
KM 0.59 29.5 m  
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Hub Model Actual Unit
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Table 2  Specifications of the high speed vessel. 
HSV Model Actual Unit

Length (Lwl) 1.20 60.0 m
Breadth 0.24 12.0 m
Draft 0.03 1.7 m
Disp. 2.27 284 kg/ton
GM 0.04 1.8 m

κxx/B 0.31 0.31 -
κyy/L 0.27 0.27 -
KG 0.09 4.7 m
KM 0.13 6.5 m  

 

ここで，κxx，κyy は Roll 及び Pitch の慣動半径である． 
 

 
Fig. 3  Model of the Hub. 

 

Fig. 5  Arrangement of measurement devices. 

 
試験配置図を Fig. 6，Fig. 7 に示す． 
 

 
Fig. 6  Horizontal view of test arrangement. 

 

 
Fig. 7  Vertical view of test arrangement. 

 
試験では高速船の方位角保持及びハブ浮体を繋ぐライン

の緩みを防止するため，高速船が前進方向に定常推力を出し

ていると仮定し，推力発生位置からロープを取り，その先端

に錘を吊るして再現した．推力は実機スケールで 49kN を仮

定し，40g の錘を用いて再現した．Fig. 6，Fig. 7 中の「Dummy 
weight」 は上記の錘を意味し，「Rope」は錘と高速船を繋

ぐために設置した．「Float」は高速船に搭載している計測

機器用への電源供給・データ転送用ケーブルを束ねたライン

であり，ラインが沈み込むことにより 2 浮体に外力を与えな

いよう浮力体を設置している．また，引き込み開始時におけ

るハブ浮体と高速船の船尾間距離は 2m (実機スケールで

100m) とした． 
 

 

 

Fig. 4  Winch model equipped in the dock of the Hub. 
 
ハブ浮体は 10本コラムのセミサブ型の浮体で，船首部に

タレットを備えており，一点係留を想定している．また，船

尾端コラム付近に張力計付き引き込み用ウインチを搭載し

た．Fig. 5 にドック内上面図を示す． 
高速船はトリマラン船型であり，船尾両舷に引き込みライ

ンを付けた．ハブ浮体と高速船の運動は，搭載したジャイロ

を用いて横揺れ，縦揺れ，上下加速度を計測し，XYトラッ
カーを用いて方位角を計測した．Fig. 5にセンサ等の配置図
を示す． 
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3.3 試験条件 
試験ではブラジル沖の海気象条件を参考にして Table 3 に

示すような波，風を発生させた．波向 180deg はハブ浮体に

対して向い波を意味しており，波向 210deg はハブ浮体左舷

前方からの入射波を指している(Fig. 6 参照)．  
引き込みは一定速度(実機スケール 0.2m/s) と張力変動を

抑えながら引き込む張力制御モードの 2 つの方法で行った．

後者は，事前検討で予め決めておいた目標張力と計測張力と

の誤差をゼロにするように PID 制御をウインチのモーター

回転数に対して掛けている．また，制御は左右ウインチのモ

ーターに対して個別に行った． 
 

Table 3  Test conditions 

Wave
direction

Significant
wave

height

Peak
wave

period

Wind
direction

Wind
speed

deg cm sec deg m/s
4.0
7.0
8.8
4.0
7.0
8.8

180

210

2.12210

Tension control
(62mm/s ~
-28mm/s)

7.0

Tug method

Constant speed
(28mm/s)

180

1.03 180

 
 

3.4 試験結果 
全ての試験条件においてハブ浮体側部に接触せずに，浮体

船尾まで引き込み可能であることを目視にて確認した．また，

以降に示す結果は全て実機スケールである． 
Fig. 8 にハブ浮体両舷ラインの張力時系列を示す．実線の

ラインは右舷側のラインを，点線のラインは左舷側のライン

を示している．横軸は引き込み開始からの経過時間を示して

おり，引き込み開始のタイミングは各ケース間にて統一した．

尚，この時の環境条件は有義波高 Hs=3.5m，ピーク波周期

Tp=7.28sec，波向ψw=210deg，風向ψa=180deg である．ま

た，引き込み方法は一定速度での引き込みである． 
 

 

Fig. 8  Time history of line tension. 
 

Fig. 8 より，ラインにスナップ荷重が作用していることが

分かる．次に張力制御モードを使用して引き込みを行った時

のライン張力の時系列を Fig.9 に示す．環境条件は Fig.8 の

場合と同じである．実線が制御ありの場合を示しており，点

線は制御なしの場合を比較用として掲載している．また，

Table 4 に張力の平均値及び標準偏差の比較を示す． 
 

 

Fig. 9  Line tension of Port side. 

 
Table 4  Comparison between without control and with control 

tensions. 
Average Standard deviation

kN kN
Without control Starboard 23.54 26.00

Port 39.63 27.96
With control Starboard 32.18 17.56

Port 33.84 14.22  
 
Fig. 9 及び Table 4 の標準偏差より張力の最大値及びスナッ

プ荷重が抑えられていること，Table 4 の平均値から，左右

の張力バランスも制御無しよりも整えられている事が分か

る． 
 

4. 数値シミュレーション 
 
4.1 シミュレーション目的 
本シミュレーションの目的は，第 1 に引き込みラインに掛

かる張力及び高速船の船体運動について水槽模型試験結果

と比較することにより作成した計算モデルの精度確認を行

う事である．第 2 に高速船の定常推力を変更し，張力変動，

高速船の船体運動の大きさについて比較を行い最適な定常

推力を求める事である． 
 

4.2 シミュレーション方法 
初めに，汎用流体力計算ソフト「WAMIT」5) を用いて周

波数領域にてハブ浮体と高速船に関して，付加質量，ダンピ

ング係数，復原力係数についての流体力を算出した．その後，

汎用時間領域計算ソフト「OrcaFlex」6) に各種流体力を入力

し，モデルを作成して計算を行った．モデルはハブ浮体と高

速船を個別に作成し，2 浮体をウインチ付き引き込みライン

で繋いで引き込み状態を再現するように作成した(Fig.10 参

照)． 
ウインチは定速(0.2m/s)で作動するように設定した．引き
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Tp=7.28sec，波向ψw=210deg，風向ψa=180deg である．ま

た，引き込み方法は一定速度での引き込みである． 
 

 

Fig. 8  Time history of line tension. 
 

Fig. 8 より，ラインにスナップ荷重が作用していることが

分かる．次に張力制御モードを使用して引き込みを行った時

のライン張力の時系列を Fig.9 に示す．環境条件は Fig.8 の

場合と同じである．実線が制御ありの場合を示しており，点

線は制御なしの場合を比較用として掲載している．また，

Table 4 に張力の平均値及び標準偏差の比較を示す． 
 

 

Fig. 9  Line tension of Port side. 

 
Table 4  Comparison between without control and with control 

tensions. 
Average Standard deviation

kN kN
Without control Starboard 23.54 26.00

Port 39.63 27.96
With control Starboard 32.18 17.56

Port 33.84 14.22  
 
Fig. 9 及び Table 4 の標準偏差より張力の最大値及びスナッ

プ荷重が抑えられていること，Table 4 の平均値から，左右

の張力バランスも制御無しよりも整えられている事が分か

る． 
 

4. 数値シミュレーション 
 
4.1 シミュレーション目的 
本シミュレーションの目的は，第 1 に引き込みラインに掛

かる張力及び高速船の船体運動について水槽模型試験結果

と比較することにより作成した計算モデルの精度確認を行

う事である．第 2 に高速船の定常推力を変更し，張力変動，

高速船の船体運動の大きさについて比較を行い最適な定常

推力を求める事である． 
 

4.2 シミュレーション方法 
初めに，汎用流体力計算ソフト「WAMIT」5) を用いて周

波数領域にてハブ浮体と高速船に関して，付加質量，ダンピ

ング係数，復原力係数についての流体力を算出した．その後，

汎用時間領域計算ソフト「OrcaFlex」6) に各種流体力を入力

し，モデルを作成して計算を行った．モデルはハブ浮体と高

速船を個別に作成し，2 浮体をウインチ付き引き込みライン

で繋いで引き込み状態を再現するように作成した(Fig.10 参

照)． 
ウインチは定速(0.2m/s)で作動するように設定した．引き

 

 

込み開始時の 2 浮体間船尾間距離は 100m である．尚，2 浮

体間の干渉影響は再現していない．係留系は，想定実機が 3
クラスター12 本係留で計画されていたが模型試験では再現

が難しいため静的係留反力特性を合わせて，3 クラスター3
本にて行った．シミュレーションでも上記の 3 本の係留ライ

ンを再現した． 
 

 

Fig. 10 Simulation model. 

 
係留系はマス・バネ・ダンパー系によりモデル化されてい

る．係留座標，ライン構成，構成部材の各データを Table 5
から 8 に示す．Mooring 1 は 3 本のラインの内ハブ浮体左舷

前方に展開されており，Mooring 2 はハブ浮体中心線上後方，

Mooring 3 は右舷前方に展開されている． 
係留座標の原点はハブ浮体の船体中心，水線面高さである．

また，各チェーンの抗力係数は OrcaFlex 内で標準値として

用いられている，DNV OS E3017) 記載のスタッドレスチェー

ン推奨値を使用した．付加質量係数についても，同ソフト内

で用いられている Bureau Veritas NR 4938) 記載の値を使用し 
た． 
 

Table 5  Coordinate of mooring points (Origin : Center of 
water plane of logistics hub ). 

Mooring 1 x y z Unit
Turret buoy 175 4 20 m
Anchored 1219 2112 -2000 m

Mooring 2
Turret buoy 169 0 20 m
Anchored -2439 0 -2000 m

Mooring 3
Turret buoy 175 -4 20 m
Anchored 1219 -2112 -2000 m  

 
 
 
 
 

 
Table 6  Contents of mooring line. 

No. Configuration Category Nominal diameter Length
1 Fairlead Chain 168mm 120m
2 Mooring Polyester 308mm 900m
3 Mooring Chain 168mm 5m
4 Mooring Polyester 308mm 900m
5 Mooring Chain 168mm 5m
6 Mooring Polyester 308mm 900m
7 Anchor Chain 168mm 450m  

 

Table 7  Specifications of 168mm chain. 

168mmChain Value Unit
Outer diameters 0.302 m

Weight in air 5.513 kN/m
Weight in water 4.793 kN/m
Bending stifness 0.00 kN.m2

Axial stiffness 2.41E+06 kN
Poisson ration 0.50

Torsional stiffness 10.00 kN.m2

Drag coefficients 
Normal x 2.40 -

y 2.40 -
Axial z 1.15 -

Added mass coefficients 
Normal x 1.00 -

y 1.00 -
Axial z 0.08 -  

 
Table 8  Specifications of 308mm polyester. 

308mm polyester Value Unit
Outer diameters 0.265 m

Weight in air 0.746 kN/m
Weight in water 0.186 kN/m
Bending stifness 0.00 kN.m2

Axial stiffness 2.00E+05 kN
Poisson ration 0.50

Torsional stiffness 80.00 kN.m2

Drag coefficients 
Normal x 1.20 -

y 1.20 -
Axial z 0.01 -

Added mass coefficients 
Normal x 1.00 -

y 1.00 -
Axial z 0.00 -  

 
Table 7及びTable 8において，外径が実際の値と異なるが，

Fig. 10 Simulation model.
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これは単位長さ当りの等価体積を持つラインとしてモデ

ル化しているためである． 
Table 9 にウインチモデル設置位置を示す．表中の 1 はハ

ブ浮体上のウインチ位置を示しており，2 はプーリー位置を，

3 は高速船上の取り付け位置を示している．ラインは質量が

無い弾性体としてモデル化されている．各座標系は船体中心，

水線面高さを原点としている． 
 

Table 9  Position of winches and pulley. 

Starboard side x y z Unit
1 -37.7 -24.5 7.2 m
2 -106.2 -24.5 4.5 m
3 -30.0 5.5 4.1 m

Port side x y z Unit
1 -37.7 24.5 7.2 m
2 -106.2 24.5 4.5 m
3 -30.0 -5.5 4.1 m

Hub
HSV

Coordinate
Hub
Hub
HSV

Coordinate
Hub

 
 

Table 10 に引き込みラインの剛性及びダンピングを示す．

これらの数値は水槽模型試験後に別途行った引き込みライ

ン剛性計測試験にて取得した．Fig. 11 にその様子を示す．

尚，ダンピングのみはチューニングファクターとしてシミュ

レーション上にて調整して決定した． 
 

Table 10  Characteristics of tug line. 

Value Unit
Stiffness 1.11E+04 kN
Damping 0.02 sec
Diameter 0.03 m  

 

 
Fig. 11  Model test for measuring stiffness of line. 

 
風洞模型試験及を行いシミュレーションに入力する風荷

重係数を計測した．Fig.12 に試験の様子を示す．ハブ浮体船

体中心，水線面高さ位置に x 軸正方向を船首とする右手座標

系を生成した．また，風向は 0deg を追い風，90deg を右舷

へ入射する風，180deg を向い風と定義した．Cx は前後力係

数，Cy は横力係数を示し，Cm は回頭モーメント係数を示

す．Fig13 にその結果を示す． 尚，試験時の風速は 20m/s
とした．これは，向い風状態で Cx が上記風速以上でほぼ一

定値となるためである． 
 

 
Fig. 12  Wind tunnel test. 

 

  

Fig. 13 Wind load coefficients. 
 
このようにして得られた各データを入力し，時間領域計算を

行った． 
 
4.3 シミュレーション結果 
4.3.1 試験結果との比較 

Fig. 14 から Fig. 17 に正面波（ψw=180deg）でのライン張

力最大値及び標準偏差，高速船の Roll, Yaw の標準偏差につ

いて模型試験とシミュレーションを比較した結果について

示す．尚，ライン張力はハブ浮体左舷側のラインについて比

較を行った． 
 

 
Fig. 14   Comparison of maximum value of line tension 

between experiment and calculation in head sea (ψ

w=180deg). 
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Fig. 14   Comparison of maximum value of line tension 

between experiment and calculation in head sea (ψ

w=180deg). 

 

 

 

Fig. 15  Comparison of standard deviation of line tension 

between experiment and calculation in head sea (ψ

w=180deg). 

 

 
Fig. 16  Comparison of standard deviation of roll angle of High 

Speed Vessel between experiment and calculation in 

head sea (ψw=180deg). 

 

 

Fig. 17  Comparison of standard deviation of yaw angle in High 

Speed Vessel between experiment and calculation in 

head sea (ψw=180deg). 

 

 

Fig. 18  Comparison of maximum value of line tension in 

starboard line on Logistics Hub between experiment 

and calculation in head sea (ψw=180deg). 
 

 

Fig. 19  Comparison of standard deviation of line tension in 
starboard line on Logistics Hub between experiment 
and calculation in head sea (ψw=180deg). 

 
正面波（ψw=180deg）に関して，Fig. 14，Fig. 15 よりラ

イン張力については，試験結果とシミュレーション結果の

傾向がほぼ一致していることが分かる． 
また，Fig.16，Fig.17 より高速船の Roll と Yaw について

は，試験結果に比べて，シミュレーション結果は値が小さ

く，ほぼゼロとなっている事が分かる．これは，模型試験

ではハブ浮体からの回折波が高速船に当り，高速船の運動

が増加してしまう事が原因ではないかと考えられる．シミ

ュレーション上でのハブ浮体後面への回折波の考慮につ

いては今後の課題として挙げられる．アプローチ方法の 1
つとしてパネル法を用いて 2 浮体間の流体力学的相互干渉

影響を考慮する手法が考えられる 9)． 
Roll及びYawについて試験結果とシミュレーション結果

の差異によるライン張力への影響を把握するため正面波

のみ，ハブ浮体右舷側ラインの張力の最大値と標準偏差に

ついて模型試験結果とシミュレーション結果を比較した．

その結果を Fig. 18 及び Fig. 19 に示す．Fig. 18 及び Fig. 19
より，ハブ浮体右舷側の最大値は試験結果とシミュレーシ

ョン結果が良好な一致を示している事が分かる．また，標

準偏差については，シミュレーションの結果が安全側の結

果となっている事が分かる．試験結果の方がシミュレーシ

ョン結果より小さい原因として Fig.15 と Fig.19 の試験結果
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と比較すると，模型試験では左右の張力アンバランスが発

生している事が分かる．これは，ハブ浮体から発生する回

折波により高速船の Yaw 及び Roll が増加することにより

発生したと考えられる．これにより，高速船の Roll 及び

Yaw の影響は両舷の引き込みライン張力のバランスに影

響を与えている可能性がある事が考えられる． 
Fig. 20 から Fig. 23 に斜波（ψw=210deg）中でのライン

張力最大値及び標準偏差，高速船の Roll, Yaw の標準偏差

について試験結果とシミュレーション結果を比較した図

を示す．尚，ライン張力はハブ浮体左舷側のラインについ

て比較を行った． 

 

 

Fig. 20  Comparison of maximum value of line tension between 

experiment and calculation in oblique wave ( ψ

w=210deg). 

 

 

Fig. 21  Comparison of standard deviation of line tension 

between experiment and calculation in oblique wave 

(ψw=210deg). 

 

 
Fig. 22  Comparison of standard deviation of roll angle in High 

Speed Vessel between experiment and calculation in 

oblique wave (ψw=210deg). 
 

 

Fig. 23  Comparison of standard deviation of yaw angle in High 

Speed Vessel between experiment and calculation in 

oblique wave (ψw=210deg). 

 
斜波（ψw=210deg）中について Fig. 20，Fig. 21 よりライ

ン張力については，試験結果とシミュレーション結果の傾向

がほぼ一致していることが分かる．また，高速船の Roll，
Yaw に関しては Fig.22，Fig.23 より傾向及び値が概ね一致し

ている事が分かる．これは正面波と比較して波と風の相対角

（30deg）がついているため，回折波が高速船に与える影響

が相対的に小さくなっているためと思われる． 
以上の結果より，張力については正面波中及び斜波中にお

いて試験結果とシミュレーション結果で良好な一致が得ら

れた．高速船の運動については正面波中では試験結果とシミ

ュレーション結果で異なる傾向を示すことが分かった．原因

は，シミュレーション側にハブ浮体からの回折波の影響が考

慮されていないためと考えられる． 
また，高速船とハブ浮体の相対運動（特に相対方位角）に

ついても，高速船の振れ回りや 2 浮体の衝突について評価す

る際において重要な項目であるため，今後検討する必要性が

ある． 
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Fig. 22  Comparison of standard deviation of roll angle in High 

Speed Vessel between experiment and calculation in 

oblique wave (ψw=210deg). 
 

 

Fig. 23  Comparison of standard deviation of yaw angle in High 

Speed Vessel between experiment and calculation in 

oblique wave (ψw=210deg). 
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4.3.2 高速船定常推力変更 
4.3.1 節にてシミュレーションモデルの妥当性を確認した．

これを踏まえ本項では作成したシミュレーションモデルを

用いて引き込み時に高速船が方位保持性能向上のため発生

させる定常推力を変更し，ライン張力最大値及び標準偏差に

ついて比較した．設定した波向は張力，高速船の運動共に良

好な一致を示している斜波中とした． 
先ず，Table 11 に変化させたパラメータの値を示す． 

 
Table 11  Constant thrust of HSV. 

Thrust in still water Corresponding speed
kN knot

130.0 20.0
68.4 9.5
49.1 5.0
0.0 0.0  

 
Table 11 は高速船の平水中抵抗試験の結果を参考にして，

作成した発生推力と対応船速の表である．値は実機スケール

にて表記している．4.3.1 節に示した試験結果との比較では

対応船速 5.0 knot 相当の値を使用している．本項ではその値

よりも速い船速を1パターン，遅い船速を2パターン作成し，

計算を行った．Fig. 24 及び Fig. 25 にハブ浮体左舷側ライン

の最大張力と標準偏差の結果を示す． 
 

 
Fig. 24  Maximum value of line tension in oblique wave (ψ

w=210deg). 

 
 
 

 

Fig. 25  Standard deviation of line tension in oblique wave (ψ

w=210deg). 

 
Fig. 24 及び Fig. 25 よりライン張力の最大値及び標準偏差

が有義波高に対して概ね線形に変化にしている事が分かっ

た．但し，定常推力が 0.0 kN では，値の変動が大きくなっ

ている事についても分かる．この原因を調べるために，ハブ

浮体両側のライン張力の平均値及び標準偏差の比を取った

グラフを Fig. 26及び Fig. 27に示す．この値が 1.0に近い程，

左右の張力の平均値及び変動のバランスが取れていること

を意味する． 

 

Fig. 26  Ratio of average of each side tension in oblique wave 

(ψw=210deg). 
 

 

Fig. 27  Ratio of standard deviation of each side tension in  

oblique wave (ψw=210deg). 
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 Fig. 26 及び Fig. 27 より定常推力が小さくなるにつれて，

左右の張力の平均値及び標準偏差のアンバランスが顕著に

現れている事が分かる．これは，高速船の保針性能が低下し

船体が振れ回っているためと考えられる．これにより，引き

込み中に片引き状態が占める時間が増加してしまい，Fig. 24
の 0.0 kN のように最大値の変動が増加したと考えられる．

同時に，Fig. 26 及び Fig. 27 より平均値及び標準偏差の比が

3 次関数形にて増加している事が分かる．また，有義波高

3.5m 以上では 0.0 kN を除き，どの定常推力でもバランスが

あまり変化していない事も分かる．これは，波高が増加する

ことにより高速船に作用する波強制力と波漂流力が増加し，

前進推力による寄与分よりも多くの割合を占めるようにな

った事が原因と考えられる． 
 次に高速船の Yaw 標準偏差について比較した図を Fig. 28
に示す． 
 

 
Fig. 28  Standard deviation of yaw angle in High Speed Vessel 

in oblique sea (ψw=210deg). 

 
Fig. 28 より定常推力 0.0 kN では，有義波高に対する標準

偏差のバラつきが大きい事が分かる．また 68.4 kN 以上では

傾向に余り大きな変化が見られない事も分かる． 
これらのライン張力及び高速船の方位保持性能に関する

グラフより，引き込み方式が使用されるのは有義波高 3.0m
以上の比較的荒れた海象条件であることを考慮すると，0.0 
kN から 49.1 kN では左右の張力バランスが悪い状態が発

生してしまう恐れがあり，方位保持性能についても良くない

事が分かる．また，68.4 kN から 130.0kN ではライン張力の

最大値及び標準偏差が他のケースよりも増加している事が

分かる．これにより定常推力の大きさは 49.1 kN から 68.4 
kN の間が適当であると考えられる．  
 

5. 結  言 
 
本論文では J-DeEP 技術研究組合が実施した，ロジスティ

ックハブシステムについて，その成立性を検討するためにハ

ブ浮体への高速船引き込みシステムに関する水槽模型試験

とシミュレーションを実施した．得られた主な成果は次の通

りである． 
 
1）模型試験にてラインにスナップ荷重による衝撃的な張力

増加現象が発生している事を確認した．また，張力増加

を抑える制御アルゴリズムを開発し，引き込みシステム

に実装した．その結果，制御無しの場合に比べ，制御を

行った場合は左右のラインの最大張力を抑え，標準偏差

のバランスを整えられる事を確認した． 
2）模型試験のデータを基にシミュレーションモデルを作成

した．試験結果とシミュレーション結果について，入射

波有義波高に対する左右のライン張力と高速船のRoll及
び Yaw について比較した．正面波（180deg）中と斜波

（210deg）中で Roll 及び Yaw の変化の傾向が異なる事

が分かった．これはハブ浮体による回折波の影響が正面

波の方が強かったと考えられる．また，この影響により，

正面波中では左右の張力バランスが模型試験結果とシミ

ュレーション結果で異なる事が分かった．ハブ浮体によ

る回折波の考慮は今後の課題である．斜波中では張力と

高速船の運動の傾向及び値について模型試験結果とシミ

ュレーション結果が概ね一致している事を確認した． 
3）シミュレーションにて斜波中の状態を対象として高速船

の方位保持性能を向上させるための定常推力を 3 パター

ン変更し，入射波有義波高に対する左右のライン張力の

最大値，標準偏差，バランス及び高速船の Yaw について

比較した．その結果，最適な定常推力の範囲を特定出来

た． 
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