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要 約 

ハイエンドプラント製造業は中国政府の第 12 次５カ年計画期間中の７大戦

略的な新興産業のひとつであり、うち海洋構造物製造業は重点発展産業のひと

つとして明確にされている。また、「船舶工業 12次５カ年発展計画」でも海洋

構造物製造業が重要な発展分野として取り上げられている。近年、エネルギー

価格の持続上昇はエネルギー業界の海洋開発プラントへの需要拡大をもたら

し、中国政府の政策支援及びエネルギー業の発展計画も中国海洋構造物製造業

の発展力を駆動した。長い沿海岸線、豊かな生産設備、安価なコスト等優位性

を加えて、中国はグローバル海洋構造物製造業移転の基盤条件が整っている。

こうした背景の中で、中国海洋構造物製造業はよい発展チャンスに直面してい

る。 

本報告書ではまず、最近発表されている「海洋構造物製造業中長期発展計画

（2011～2020年）」をはじめ、「中国船舶工業第 12次５カ年発展計画」及び「工

業転換グレードアップ計画（2011～2015年）」等中国における海洋構造物に関

する主要政策をピックアップしてまとめた。中国政府は海洋経済の発展、海洋

構造物を新興産業として育成し、海洋構造物製造業を国家レベルの戦略的新興

産業に引き上げたことを明確に示唆している。 

第 2章「中国海洋構造物製造業の現状」では、①「中国海洋構造物製造業の

基盤条件がよい」、②「中国海洋構造物産業は近年グローバル市場でのポジシ

ョンが徐々に高くなりつつある」、③「技術力と建造力が急速に高まり、一部

の先端レベルの海洋構造物を設計・建造することができた」、④「海洋構造物

の産業チェーンが全面的に構築されているが、設計や海洋構造物用機械等には

まだまだ弱い」等中国海洋構造物産業の特徴をまとめ、中国海洋構造物製造業

に構成されているメーカーの産業チェーンでの位置及び所有関係を分析して、

中国海洋構造物メーカーを①「新造船業務を主要業務としている大手造船「中

央企業」」、②「海運業、港機械等を主要業務としている大手多元化「中央企業」」、

③「海洋構造物のユーザーとしている川下産業の大手石油会社」、④「民営造

船所」の四つのカテゴリーに分類し、それぞれカテゴリーの海洋構造物分野に

おける現状・特徴についてまとめた。さらに、中国海洋構造物の設計・開発現

状についても簡単に紹介した。 

第 3章「海洋構造物の建造現状」では、ジャッキアップ式堀削プラットホー

ム、半潜水式堀削プラットホーム、海底ボーリング用プラットホーム、輸送船、

FPSO、LNG-FPSO、海上風力発電プラント、波浪エネルギー利用プラント、

海水淡水化プラント等９つの主要製品別の建造現状、技術開発現状を詳細に分

析し、主要建造メーカーをリストアップした。 

最後に、「主要海洋構造物メーカー」の章では、中国における主要海洋構造

物製造メーカーごとの企業概況・特徴、海洋構造物生産用主要施設、及び建造

実績について紹介した。 
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1 中国における海洋構造物に関する主要政策 

中国政府は「第 11次 5カ年計画」期間の始めから、海洋構造物の製造レベ

ルと技術力のアップを計画項目に入れていた。例えば、2006 年 2 月に中国国

務院より制定・公布された「国家中長期の科学と技術に関する発展計画綱要

（2006年～2020年）」では 2020年までに、海洋構造物の技術レベルを国際先

端レベルに達するとし、また、2006 年 9 月に国防科学技術工業委員会と国家

発展改革委員会より共同公布された「船舶工業中長期発展計画（2006年～2015

年）」では海洋資源の開発に合せ、資源探査・掘削・加工・貯蔵輸送等海洋開

発プラントの開発・製造レベルを高め、深海化・大型化とシステム化へと発展

させると明示した。 

中国政府は 2010年 10月に「戦略的新興産業の育成・発展を加速させる決定

（国務院）」を公布し、7つの戦略的新興産業を決め、うち海洋構造物製造業

を含むハイエンドプラント製造業を戦略的振興産業とした。「第 12次 5カ年

計画」期間に入り、中国政府は「国家国民経済と社会発展の 5カ年発展計画綱

要」において、初めて海洋経済、海洋構造物製造業に関する計画を明示し、海

洋経済を発展させること及び海洋構造物を新興産業として育成することを示

唆した。海洋構造物製造業は国家レベルの戦略的新興産業に引き上げられた。 

その後、「海洋構造物産業の創成発展戦略 2011～2020」、「中国船舶工業第 12

次５カ年発展計画」、「海洋構造物製造業中長期発展計画（2011～2020年）」等

の政策が相継いで発表され、海洋構造物製造業の発展目標及び政策支援取組み

等を明確となった。 

 

番号 主要関連政策 

①  「海洋構造物製造業中長期発展計画（2011～2020年）」 

②  「海洋構造物産業の創成発展戦略 2011～2020」 

③  「中国船舶工業第 12次５カ年発展計画」 

④  「工業転換グレードアップ計画（2011～2015年）」 

⑤  「産業構造調査指導目録（2011年版）」 

⑥  「中華人民共和国の国民経済と社会発展に関する第 12次 5ヵ年計画綱要」 

⑦  「国家中長期の科学と技術に関する発展計画綱要（2006年～2020年）」 

⑧  「船舶工業中長期発展計画（2006年～2015年）」 

 

上記「発展計画」等に策定されている発展目標を分析すると、以下のように

なる。 

� 2015年までに、海洋構造物製造業の産業規模を 2,000億元以上に達し、

海洋構造物の国際市場シェアを 20%に達する。 

� 2020年までに、産業規模を 4,000億元以上に達し、海洋構造物の国際市

場シェアを 35%以上に達する。 

� 環渤海地域、揚子江デルタ地域、珠江デルタ地域の三つの産業集積区を

重点的に構築し、5～6社の国際競争力を持つ総合請負業者を重点的に育

成する。 
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� 2015年までに、海洋構造物の主要システムと設備の搭載率（国産化率）

を 30%以上とし、2020年までに 50%以上とする。 

 

以下、中国の国家政府が最近、策定・公布した海洋構造物に関する主要政策、

及び発展計画中の海洋構造物に関する政策について紹介する。 

 

 

1.1 「海洋構造物製造業中長期発展計画」 

 公布機関：工業と情報化部、国家発展と改革委員会、科学技術部、 

国有資産監督管理委員会、国家海洋局 

 公布時間：2012年 2月 9日 

 計画期間：2011年～2020年 

 

「海洋構造物製造業中長期発展計画」では中国今後 10 年間、海洋構造物製

造業の産業規模、技術イノベーション能力と綜合競争力を大幅に高め、産業シ

ステムを整備し、産業集積地を大規模化し、国際競争力を高める等発展目標を

明確し、世界主要の海洋構造物製造大国及び強国になることを促進すると明確

にした。 

1.1.1 発展目標 

「海洋構造物製造業中長期発展計画」では以下四つの発展目標を立てている。 

� 産業規模を世界の上位にする。 

� 幾つかの産業集積区と大型基幹企業グループを形成する。 

� 技術レベルと創成能力を明らかに向上させる。 

� 主要システムと設備の製造能力を明らかに強化する。 

 

具体的な発展内容については以下の表にまとめる。 

 

目標内容 2015年までの目標 2020年までの目標 

年間総売上高 2,000億元以上 4,000億元以上 

工業増加率 
「第 11次 5カ年」期末より 3ポ

イントアップ。 
さらに 3ポイントアップ。 

国際市場シェア 20% 35%以上 

主要システムと設備

の搭載率 
30％以上 50％以上 

主要システムと設備

の製造能力 

海洋堀削システム、動力位置固定システム、深海系留システム、

大出力海洋プラットホーム発電所、水中生産システム等分野に

おいて幾つかのブランド製品を創成する。 

深海パイプ敷設システム、深海パイプ立ちシステム等主要シス

テムの供給能力を備える。 
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海洋観測/監督測定設備、海洋綜合観測プラットホーム、水中キ

ャリア、水中作業プラント、深海汎用部品等の自主設計製造能

力を備える。 

産業集積区 環渤海地域、揚子江デルタ地域、珠江デルタ地域の三つの産業

集積区を重点的に構築する。 

総請負業者 5～6社の国際競争力の持つ総合請負業者を育成する。 

 

1.1.2 主要課題 

発展目標を達成させるため、「海洋構造物製造業中長期発展計画」では産業

規模の拡大を加速させ、産業の技術イノベーションを強化させ、主要システム

と設備搭載能力を高め、海洋構造物の近代化製造システムを構築し、海外への

市場開放レベルを高める等主要任務の展開を明確している。主要課題と具体的

な内容については以下の表にまとめる。 

 

主要課題 主要内容 

産業規模拡

大の加速 

産業の集積発展

を全力に推進す

る 

� 重点的に三大の海洋構造物製造業集積地を育成

し、総組立建造、修理改造、設備サプライ、技術

サービス等綜合力を備える。 

総合請負能力と

下請け能力を全

面的に高める 

� 大手基幹企業（集団）を依託し、重点的に大型海

洋構造物の総組立集積能力を高め、総合請負能力

と国際競争力の持つ総組立製造企業（集団）を作

り上げる。 

� 総合請負を牽引力として、一連の中小型企業を専

門化・特色化の方向に導き、工事の設計、モジュ

ールの設計・製造、設備のサプライ、システムの

インストール・試験、技術コンサルティング・サ

ービス等分野において国際競争力を持つ専門性の

高い下請け業者に発展させる。 

企業の施設改造

を強化する 

� 企業をサポートし、既存の新造船・修繕船施設を

利用し、海洋構造物の製造を発展させる。 

� 海洋構造物の建造に適応するための生産施設の改

造、プロセスのベスト化、及び企業情報化の建設、

省エネルギー・排出減を主とした施設改造を実施

する企業（集団）を重点的にサポートする。 

企業の合併・再編 

� 海洋構造物製造企業間の共同開発、共同経営にサ

ポートし、有力企業間の提携、大規模化発展を実

施し、スケールメリットを持つ経済を実現させる。

� 大型海洋構造物製造企業と製鉄・石油等川上・川

下産業との戦略提携・出資・合弁・合作をサポー

トし、適当に産業チェーンを伸ばし、川上川下産

業において戦略的に企画し、優位性の補間が実現
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主要課題 主要内容 

でき、利益の共用ができ、リスク抵抗能力を高め

る。 

産業技術イ

ノベーショ

ンの強化 

重点製品の開発

を加速する 

� 市場の需要量が大きい製品：半潜水式堀削プラッ

トホーム、堀削船、浮体式生産貯蔵卸し装置、ク

レーンパイプ敷設船、大型クレーン船/浮体クレー

ン、深海系留システム等主要システムと設備。 

� 水中システム及び作業プラント：水中石油回収木、

石油漏れ緊急処理装置。 

� 海上及び沿岸の風車取付プラットホーム（船）、

海水淡水化プラントと綜合利用プラント等。 

専門的な設計力

の育成に全力を

上げる 

海洋構造物の技術発展方向を統合し、浅水域用プラ

ント設計力の向上維持をベースに、プラントのフロン

トエンド・工程設計力と基本設計力を重点的に高め、

大型機能モジュールの設計技術をマスターし、関連シ

ステムと設備のコア技術を突破し、大型海洋構造物の

設計能力を全面的に向上させる。 

建造と工事のマ

ネジメント・レベ

ルを高める 

生産経営と実際の工事プロジェクトの需要とを統合

し、建造技術の研究とプロジェクト管理技術の研究を

行い、海洋構造物特有の建造技術、取付・試験技術を

マスターし、海洋構造物プロジェクトの特徴に適した

国際的な近代型プロジェクトマネージメントモデルと

生産組織方式を構築し、総合請負と総組立能力を向上

させる。 

産業発展の技術

基盤を築く 

� 深海技術プラントの共通試験/測定プラットフォ

ームを構築し、海洋環境観測と測定技術、深海キ

ャリアと深海探測、海底観測ネットワーク等海洋

基礎技術の研究を積極的に展開する。 

� 海洋開発プロジェクトの需要を満たすことを目標

とし、海洋浮体式構造物の運動性能分析、深海施

設の疲労強度分析、プラントと設備の安全性と信

頼性、海洋防錆技術、深海開発安全管理・測定・

警告及び遠隔操作等基礎技術の研究を全面的に展

開する。 

� 主要な海洋構造物製品をめぐって、コア基礎部品

と機能部品に対する研究への支援を強化し、産業

発展パターンを形成する。 

� 関連基準・規範の制定・改定・改善を強化し、中

国の海洋構造物基準システムを構築する。 

将来性の高い施

設の研究を展開

する 

海洋資源開発の長期的な需要の観点から、以下の将

来性の高い施設の研究開発を強化し、製品化とビジネ

ス化に技術基盤を築く。 

� 波浪エネルギー、潮流エネルギー、海水温度格差エ

ネルギー等海洋リサイクルエネルギー開発プラント
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主要課題 主要内容 

� 天然ガス水合物、多金属団塊等海底鉱物資源の開

発プラント 

� リチウムの海水抽出、ウランの海水抽出等海水綜

合利用プラント 

� 極地生物的な遺伝子資源と空間資源開発利用プラ

ント及び極地特種探査と測定プラント 

� 海上空港、海上衛星発射場等大型海上浮体式構造

物 

研究開発プラッ

トフォームの構

築を推進する 

� 基幹研究機関に対し、海洋開発プラントの研究試

験施設の改善、プラント全体、機能モジュール、

コア設備等分野において幾つかの製品開発と技術

イノベーションを創出するプラットフォームを構

築するよう要請する。 

� 基幹企業（集団）による海洋構造物開発プラット

フォームの設立、深海共通測定試験場の建設、大

学と中小型企業との共通技術開発プラットフォー

ムの共同設立を支援し、企業を主体とした、「産・

学・研・用」を結合した技術イノベーションシス

テムを改善する。 

主要システ

ムと設備搭

載能力の向

上 

重点製品の専門

化製造基地を建

設する 

� 造船業と石油・石油化学プラント業を連携させ、

既存の施設をベースに、優位性の持つ製品の生産

施設を新規建設・増設する。 

� 三大の産業集積区をめぐって、川沿い、沿海地域

において専門化システムと設備の開発・製造基地

を建設する。 

� 陸上石油プラントの既存生産能力をベースに、海

上石油プラントを積極的に発展させ、中西部地域

の石油プラント基幹企業を重点的に支援し、専門

的製造企業に発展させる。 

優位性の持つ製

品を積極的に育

成する 

� 海洋プラットホーム用甲板機械、 深海系留システ

ム、海洋プラットホームステーション、海洋掘削/

改修設備、オイル・ガス・水分離処理設備等よい

基盤の分野において、システムインテグレーショ

ン能力を高め、世界的に有名なブランドの創成に

努力する。 

� 国際協力を強化し、海外からの特許技術の導入、

合弁による製造工場の設立、買収、出資等様々な

方式を通じて、海洋観測と測定設備、動力位置固

定システム、ワンポイント系留システム、水中生

産システム等高付加価値設備とシステムの設計・

製造を行う。 
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主要課題 主要内容 

海洋構造物

近代化製造

システムの

構築 

海洋開発プラン

ト製造サービス

業を積極的に発

展する 

� 開発実験（試験）サービス、工程設計サービス、

取付・試験サービス、技術取引、知識財産権と研

究開発成果産業化等知識密集型サービス業を積極

的に発展させる。 

� 三大海洋構造物製造業集積区において、一連の専

門化されたハイテクサービス企業を重点的に育成

する。 

� 情報コンサルティングサービス、投資コンサルテ

ィングサービス、融資サービス、保険と担保サー

ビス、各種の法律サービス等を発展させる。 

海洋構造物製造

の情報化レベル

を高める 

� 情報化技術の産業レベルでの向上を推進させ、企

業生産経営での情報技術の応用を促進する。 

� 海洋構造物のデジタル化、ネットワーク化、協同

化設計を全力に推進し、工程プロジェクトのマネ

ジメントソフトの開発と応用を強化し、基幹企業

（集団）内部の綜合情報化ネットワークプラット

フォームの建設を積極的に支援し、情報の共用メ

カニズムを改善し、運営効率を高める。 

安全・環境に考慮

した効率的な海

洋構造物製造シ

ステムを構築す

る 

� プラント・設備の品質と安全性・信頼性を重視し、

設計・製造過程でのコントロールを強化し、包括

的・フルライフサイクルの品質マネジメントシス

テムの構築を推進し、「安全・品質を第一とする」

企業文化の構築に努める。 

� 設計・建造の重要点である、省エネ研究を積極的

に展開し、省エネの基礎管理を強化し、低エネル

ギー消費、物質消費の低減化、高効率自動化を推

進し、環境に配慮した高効率の先端的な製造シス

テムを構築する。 

海外への市

場開放の拡

大 

海外との提携を

幅広く展開する 

� 中国国内企業の国際交流と提携の積極展開を支援

し、多くのチャンネルとプラットフォームを十分

利用して海外との提携モデルを探り、グローバル

産業チェーンと融合させる。 

� 海外企業・開発機構の中国での開発機構設立を奨

励し、国内外企業の共同開発・イノベーション創

出を支援し、共同出資での開発機構設立を奨励す

る。 

「外に出る」（海

外に進出する）と

「内に導入」（海

外から誘致・導入

する）戦略を積極

的に実施する 

� 国際市場を開拓し、海洋構造物産業の世界的分布

を考慮し、市場に近づき、顧客に近づき、中国国

内企業の販売・サービスネットワークのグローバ

ル化を支援し、国際的経営レベルを高め、国際的

に有力なブランドと企業を作り上げる。 

� 中国国内有力企業による海外での支社設立、海外

企業・開発業者への買収または出資を支援する。
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主要課題 主要内容 

� 海外開発・設計機構・有力企業と合併・合作・共

同設計を行い、開発設計・経営マネジメント分野

での海外の高度な人才を積極的に誘致する海洋構

造物製造企業・設計業者を支援する。 

重大イノベ

ーション創

出プロジェ

クトの実施 

深海資源探査・採

掘プラント発展

プロジェクト 

� 深海浮体式構造物水動力性能、構造物設計と強度

分析等共通技術及び高性能材料の開発・製造を実

現する。 

� 深海高性能物質探査船、浮体式石油生産・貯蔵・

卸し装置、半潜水式プラットホーム、水中生産シ

ステム、環境探査測定/観測/監督測定等プラント及

びその主要設備とシステムを加速に発展させる。

� 浮体式液化天然ガス生産・貯蔵・卸し装置等新型

プラントの総組立製造プラットホームを構築し、

設計・建造基準体系を改善する。 

� 3,000m深海油田・ガス田の開発に必要なプラント

の設計・建造能力を向上させる。 

� 中国での深海石油・ガス資源の開発プラントシス

テム、総組立、搭載用設備、技術サービス等を含

む産業チェーンを形成する。 

深海空間ステー

ションプロジェ

クト 

深海空間ステーション及び水面サポートシステムの開

発を積極的に行い、下記の主要技術を実現する。 

� 大型潜水型深海構造物の設計技術 

� 特種材料及び建造プロセス技術 

� 水中施設圧力シール技術 

� 水中施設接続と監視技術 

� 海底エネルギーステーション技術 

� 水中生命維持と綜合保障技術 

� 水面サポートシステム及びドッキング技術等。 

注：三大海洋構造物製造業集積地： 

① 大連-天津-煙台-青島を主とする環渤海地域 

② 江蘇蘇中地域-上海-浙江浙東地域を主とする揚子江デルタ地域 

③ 深圳-広州-珠海を主とする珠江デルタ地域 

 

1.1.3 政策取組み 

主要政策 取組み内容 

プラント市場を積

極的に育成する 

� 海洋地質調査と資源調査を支援し、海洋環境観測・測定と極地

考察等海洋科学活動への支援力を強化する。 

� 保険機関による保険メカニズムの構築を支援し、ユーザーの海

洋開発プラント及び搭載用設備の使用に保険サービスを提供

する。 
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主要政策 取組み内容 

� 中国海域内の海洋石油・ガス開発プロジェクトに対し、石油・

ガス採掘企業のプラント及び設備の搭載率アップを奨励する。

� 淡水資源の不足している沿海地域での海水淡水化及び綜合利

用試験とデモンストレーションを支援する。 

社会的投資を規範

化し、導入する 

� 新設の大型海洋構造物建造専用施設プロジェクトは国家から

の許認可を取得すべき、新造船・修繕船企業による既存新造

船・修繕船施設を海洋構造物建造・修繕改造施設としての利用

を奨励する。 

� 海水淡水化と綜合利用、海洋風力エネルギー開発プラント等海

洋構造物開発・製造プロジェクトに対し、海洋の利用政策と連

携し重点的に支援する。 

� 関連計画の統括的な協調、海岸線資源の節約・集約利用を強化

する。 

財政税収と金融支

援政策を改善する 

� 金融機構による金融製品とサービス方式の革新を奨励・支援

し、海洋構造物製造企業の融資チャンネルを有効に開拓する。

� 金融機構による海洋構造物企業への支援を奨励する。金融機関

が市場化原則に従って、国家政策のガイダンス及びリスク防止

の下で、金融ツールを柔軟的に運用し、信用のある、市場性の

ある、収益のある海洋構造物企業の発展を支援する。 

� 関連政策の規定に従い、海洋構造物産業の特徴に適した融資担

保方式の改善を探り、融資担保物の範囲を拡大する。 

� 証券取引市場上場条件に合致した海洋資源開発企業、海洋構造

物製造企業の上場融資と債権発行を支援する。 

研究開発への支援

力を強化する 

� 研究経費への投入を拡大し、マルチチャンネルの投資メカニズ

ムを築き、海洋開発プラントの開発・創成を支援する。 

� 国家科学技術プログラム、海洋科学技術特別プロジェクトに基

づき、海洋観測・測定及び極地科学考察等海洋科学技術活動へ

の支持力を強化する。 

� 基幹海洋構造物開発・製造企業において、国家工程研究センタ

ー、国家工程実験室、企業技術センター等を設立する。 

� 科学技術金融と国家科学技術成果転化資金等の手段を通じ、科

学技術成果の転化と産業化を加速させる。 

� 企業のイノベーション創出への投入拡大を奨励し、関連政策規

定に従い、企業の新技術・新製品・新プロセス開発に生じた研

究開発費について、所得額から控除する優遇政策を実施する。

業界アライアンス

の構築を推進する 

� 業界の中堅開発機構・製造企業と検査機構・ユーザー業者等と

の海洋構造物産業アライアンスの共同構築を指導し、相互間の

出資・持ち株交換を奨励し、利益共同体を形成し、研究開発、

市場開拓、業務請負等の提携を奨励する。 

� 「産・学・研・用」の連携を指導し、産業技術イノベーション

戦略アライアンスの産業技術イノベーションチェーンを巡る

創成展開を奨励し、重大技術の実現と技術成果の産業化とを促

進させる。 
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主要政策 取組み内容 

� 総組立建造企業の業務下請け体系の構築を奨励し、質の高い下

請け業者と設備サプライヤーを育成し、「専門性・精細・独特・

新技術」をもつ中小企業の発展を推進する。 

人才グループの構

築を強化する 

� 人才の発展のための環境を作り、開発・設計、経営マネジメン

ト分野の海外の高度な人才と団体を導入する企業を奨励する。

� 人才育成と使用メカニズムを最適化し、イノベーション創出型

研究開発人才、高級販売人才とプロジェクトマネジメント 人

才、高級技能人才等専門的人才グループの構築を強化し、海洋

構造物分野の国家級専門家を育成し、海洋構造物に係るハイエ

ンド人才グループを拡大する。 
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1.2 「海洋構造物産業の創成発展戦略（2011～2020年）」 

 公布機関：国家発展改革委員会、科学技術部、工業と情報化部、 

エネルギー部 

 公布時間：2011年 8月 5日 

 計画期間：2011年～2020年 

 

1.2.1 戦略意義 

海洋構造物産業は海洋資源を開発・利用する技術基盤であり、現在育成中の

戦略的新興産業であり、船舶工業の調整と振興の重要な方向であることを示し

ている。  

海洋構造物は海洋資源（特に海洋石油、天然ガス資源）の探査・開発・加工・

輸送・管理・サービス等の大型工事プラントと補助的プラントであり、ハイテ

ク、高投入、高産出、高付加価値、高リスクの特徴を持ち、先端な製造業、情

報、新材料等ハイテク技術の綜合体であり、産業への影響力が強いため、国民

経済全体に対する役割が大きい。  

今後の 10年間は、中国海洋構造物産業が急速に発展する重要な時期であり、

船舶工業と石油プラント製造業の既存の技術システム、製造システムと搭載用

設備システムを十分に利用して、世界的な海洋資源探査・開発のプラントへの

需要が増加する機会を捉え、技術創成能力を強化し、技術開発への投資を増や

し、管理レベルを大幅に高め、中国海洋構造物産業の大幅な発展が実現できる

としている。 

 

1.2.2 戦略目標 

2015年までの目標 

� 基本的に海洋構造物産業の設計・製造システムを構築する。

� 主力海洋構造物の自主設計と総合請負建造技術、一部の新

型海洋構造物の製造技術、及び主要搭載用設備とシステム

のコア技術を予備的に把握し、国家海洋資源開発の戦略需

要を満たす。 

2020年までの目標 

� 研究開発、総組立・製造、設備サプライ、技術サービス産

業システムを構築する。 

� 幾つかの海洋構造物有力企業を育成する。 

� 主力海洋構造物の開発・製造技術を習熟する。 

� 新型海洋構造物の自主設計・建造能力を備える。 

� 産業イノベーション・システムを整備し、創成能力を世界

トップクラスとする。 
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1.2.3 全体的な計画 

第 12次五カ年期間 

（2011年～2015年） 

� 既存の基盤をベースに主力プラント技術の導入・理解・独

自化・イノベーション創出を強化し、全体の設計技術と建

造技術をマスターする。 

� 一連の主力プラント、新型プラントと主要搭載用設備のコ

ア技術の研究開発と産業化プロジェクトを設置し、創成能

力の育成を強化し、技術イノベーションシステムを整備し、

海洋構造物産業のイノベーション向上に適した研究開発の

協力制度を構築し、自主開発力・設計力を向上させる。 

第 13次五カ年期間 

（2015年～2020年） 

� 統合型イノベーションの展開に着手し、独自の創発能力の

育成を重点化する。 

� 主力海洋構造物の設計・製造能力を更に高める。 

� 主要な共通技術をマスターする。 

� 新型海洋構造物の発展を加速し、将来性のある海洋構造物

技術研究を展開し、中国海洋構造物産業をローエンドの製

造からハイエンドの集積への方向性を推進する。 

 

1.2.4 重要な戦略ポイント 

大分類 定義 主要製品 戦略ポイント 

主力海洋構

造物 

需要量が大き

く、市場総量の

80％以上を占め

る海洋構造物 

物質探査船、測量船、ジャッキア

ップ式堀削プラットホーム、ジャ

ッキアップ式改修プラットホー

ム、半潜水式堀削プラットホー

ム、半潜水式生産ぷラットホー

ム、半潜水式サポートプラットホ

ーム、堀削船、浮体式生産・貯蔵・

卸し装置（FPSO）、半潜水輸送船、

クレーンパイプ敷設船、風車取付

船、多目的船、プラットホームサ

プライ船等。 

� 自主開発・設計

の主要コア技術

を重点的に実現

する。 

� 概念設計、基本

設計と詳細設計

能力を備える。

新型海洋構

造物 

現在の国際海洋

構造物の先端技

術を代表し、現

在の海洋資源開

発方式を変える

可能性のある新

しいプラント 

多金属団塊、天然ガス水合物等石

油回収プラント、波浪エネルギ

ー、潮流エネルギー等海洋リサイ

クルエネルギー開発プラント、リ

チウムの海水抽出等海洋化学資

源開発プラント、及びその他新型

プラント。 

� 既存技術の研究

を重点的に展開

する。 

� 将来性の持つ技

術の開発能力を

高め、今後のプ

ラントの発展に

向けた技術を提

供する。 
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大分類 定義 主要製品 戦略ポイント 

将来性のあ

る海洋構造

物 

海洋開発プラッ

トホームと作業

船の搭載システ

ムと設備、及び

水中石油回収、

工事、測定、保

守等設備 

ジャッキアップ式プラットホー

ムリフトシステム、深海系留シス

テム、動力位置固定システム、

FPSO ワンポイント係留システ

ム、大型海洋プラットホーム発電

所、燃焼ガス動力モジュール、自

動化制御システム、大型海洋プラ

ットホームクレーン、水中生産設

備とシステム、水中設備取付・保

守システム、探査設備、測定/ロ

ギング（Logging）/セメンチング

（Cementing）システム及び設備、

パイプ敷設/ケーブル敷設設備、

堀削・改修設備及びシステム、安

全保護及び監督測定システム、及

びその他重大搭載用設備。 

� システムインテ

グレーション

（SI）設計技術、

システムシステ

ム全体試験と測

定技術、主要設

備とシステムの

設計・製造技術

等を重点的に実

現する。 

主要共通技

術 

中国海洋構造物

の自主的創成能

力を制約してい

る主要技術と共

通技術 

設計・建造基準体系の研究、海洋

開発工事管理技術、深海施設の運

動性能及び負荷分析予報技術、深

海施設の動的応答及び強度分析

技術、深海アンカーケーブル/ラ

イザーパイプ（Riser Pipe）等の動

力特性分析技術、深海海洋構造物

リスク制御技術、深海施設の長期

防錆及び保護技術、深海浮体式構

造物の不利な海象下での安全性

評価技術、海洋構造物の寿命評価

及び処分技術等。 

 

 

1.2.5 戦略実施チャンネル 

実施チャンネル 主要内容 

主導型イノベーション

を支援し、産業創成発展

プロジェクトを実施す

る 

� 海洋構造物の発展戦略を戦略的な新興産業の育成と発展

を加速させる国家全体的な取り決めに組み込み、海洋構造

物産業の創成発展プログラムを取りまとめ、プラント設

計・製造のコア技術を実現し、基準体系を改善し、研究開

発・設計を独自化し、専門化製造及び主要搭載用設備の技

術レベルを全面的に高め、技術の導入・理解・独自化・イ

ノベーションを加速させ、統合型イノベーションの展開に

全力を上げ、オリジナル創発能力を積極的に育成し、イノ

ベーション成果の産業化を加速させる。 
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実施チャンネル 主要内容 

� 創成能力の向上を強化し、既存の資源・条件をベースに、

幾つかの世界的先端レベルを持つ国家工程研究センター、

国家工程実験室、国家重点実験室、国家工程技術研究セン

ター、企業技術センター等を建設し、また、企業を主体と

する技術イノベーションシステムの構築に全力を上げる。

需要を牽引力として業

界のアライアンスを構

築する 

� 国際・国内の二つの市場に対し、アプリケーションとサプ

ライの統合を促進し、海洋石油開発基準に基づき、市場動

向に基づく企業の役割を十分に発揮させる。 

� 石油・ガス企業の海上油田・ガス田の企画、開発構造物の

建設、設備の製造、取付と保守能力、及び石油・ガス採掘

技術の開発能力を積極的に育成する。 

� 船舶工業企業のプラント設計・建造・総請負能力の向上を

支援し、産業構造のグレートアップを推進する。 

� 舶用機械企業の主要搭載用設備とシステムに対する開

発・製造を積極的に奨励する。 

� 大型基幹企業が主導する、研究機関、大学、専門技術サー

ビス業者等が参加する業界アライアンスの設立を支援し、

「産・学・研・用」の密接的な結合を促進する。 

グローバル提携を強化

し、一流の人才グループ

を作り上げる 

� 有力企業の海外への進出を支援し、海外関連産業との合

弁・合作を積極的に奨励し、多くの有利なグローバル資源

を十分に利用して、企業の国際的競争力を高める。 

� 改革を通じて企業の所得配分と奨励メカニズムを改善し、

人材を発展させる環境を積極的に作り上げ、海外の専門性

の高い技術専門家・学者に対し中国国内での就業機会を提

供する。 

� イノベーションプラットフォームの構築と重大研究開発

プロジェクトの実施を依託して、専門・学科を超えた研究

開発力を持つリーダー的な人材を積極的に育成する。 

政策指導を強化し、産業

構造を改善する 

業界の統括計画と政策指導を強化し、生産施設の建設、業界間

の協力、産業分布、イノベーション発展等重要分野と主要リン

ク点における政府の指導的役割を強化し、既存の施設と新規の

施設を統括し、設計・製造・総組立・搭載用設備が共同して発

展する方向とする。 

 

1.2.6  政策取組み 

主要政策 取組み内容 

国家から支援力

の拡大 

� 国家から投入の拡大。 

設計力・製造力の向上、産業発展の加速を目標とし、戦略発展の

重要ポイントに対し、有力企業を依託して、工程技術の開発、基

準の制定、主要プラント及び搭載用設備の産業化と創成能力の構
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主要政策 取組み内容 

築等分野を全体的に計画し、国家からの投入を拡大し、要素と技

術との統合を推進し、海洋構造物産業のコア技術の確立を実現す

るよう努める。 

� 税收支援政策の実施 

海洋構造物産業の特徴に合せて、税收支援政策を実施する。 

研究開発とイノ

ベーション創出

への奨励 

� 「産・学・研」共同開発への奨励 

企業と研究機関と大学との重点プロジェクトと重大プロセスに

対する共同開発を奨励する。 

� 研究開発費に対する優遇政策の実施 

企業による海洋構造物への開発投資拡大とイノベーション成果

産業化への投入拡大を奨励し、企業所得税の法規制と関連政策規

定に従って、企業の新技術・新製品・新プロセス開発に生じた研

究開発費を課税所得額から控除する優遇政策を実施する。 

� 海外買収等への奨励 

中国国内企業による海外企業の買収、海外有力設計業者との合

弁・合作の展開を奨励する。 

� 海外企業及び開発・設計業者の中国での開発機構設立への奨励 

海洋構造物の技術の国際的移転を推進し、海外企業及び研究開

発・設計機構が中国で合弁・合作開発機構を設立することを奨励

する。 

� 保険メカニズム構築の促進 

プロジェクト所有者、プラント製造企業と保険会社とのリスク共

同負担、利益共用の重大技術・プラント保険メカニズムの構築を

促進する。 

金融サービスの

改善・改良 

� 金融革新への支援 

金融製品とサービス方式の革新を奨励・支援し、海洋構造物製造

企業の融資チャンネルを有効に開拓する。 

� 多様な金融融資方式への奨励 

金融機構による割引手形、外貨担保融資、保証書等多様な方式の

柔軟な使用を奨励し、信用力があり、製品の市場があり、収益性

のある海洋開発プラント製造企業の快速な発展を支援する。 

� 融資担保物範囲の拡大 

関連政策規定に従い、海洋構造物産業の特徴に適した融資担保方

式を更に改善・探索し、融資担保物の範囲を拡大する。 

� 融資やリース事業の展開 

海洋構造物の融資やリース事業を積極的に展開する。 

� 上場融資と債権発行への支援 

証券取引市場の上場条件に合致した海洋構造物製造企業の上場

融資と債権発行を支援する。 

取りまとめと協

調の実現 

関連政府部門は海洋構造物産業イノベーション発展の全体的な計

画と協調を強化し、関連政策を策定して実施させ、海洋構造物のイノ

ベーション創出及び産業化の特別プロジェクトの実施を取りまとめ、

主要設備とシステムのデモアプリケーションを促進し、科学技術、金
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主要政策 取組み内容 

融、税収等部門間の関係を協調し、社会全体の力をリード・推進し、

海洋構造物産業のイノベーション発展戦略を着実に実施する。 
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1.3 「中国船舶工業第 12次５カ年発展計画」 

 公布機関：工業と情報化部 

 公布時間：2011年 12月 30日 

 計画期間：2011年～2015年 

 

「船舶工業 12次５カ年発展計画」では第 11次５カ年計画期間中には造船業

が高速に発展したが、海洋構造物製造業の発展スピードが遅いと認識し、今後

の第 12 次５カ年計画期間には海洋開発プラントへの需要が大きいと見込み、

海洋構造物製造業が初めて船舶工業 5カ年発展計画に入れられ、新造船・修繕

業、舶用製造業のほか、海洋構造物製造業も重要な発展分野として取り上げら

れている。 

 

以下、「船舶工業 12次５カ年発展計画」における海洋構造物に関する計画内

容についてまとめる。 

1.3.1 発展目標 

発展目標 海洋構造物に関する具体的な目標 

技術総合力を

世界一流にす

る 

� 深海海洋構造物の設計能力を持ち、海洋構造物の設計力・製造力を

世界のトップクラスにする。 

� 基礎共通技術のレベルは大幅に高まり、技術の備蓄は明らかに増加

する。 

� 「規模以上の企業」1の研究開発経費は、売上高の 2％以上とする。

産業構造を最

適化する 

� 海洋構造物においては、5～6社の国際的影響力をもつ総請負業者

と幾つかの専門的下請け業者を育成する。 

� 2015年までに、海洋構造物製造業の売上高は 2,000億元以上に達

し、国際市場でのシェアは 20％を超える。 

舶用工業の生

産力と技術力

を大幅に向上

させる 

� 海洋石油ガス開発プラントの重要システムと設備の搭載率（国産化

率）は 30％以上に達する。 

 

 

 

 

                                                        
1
 「規模以上の企業」というのは中国統計局の統計用語であり、製造業とサービス業では相違があるが、

中国統計局より定められた「規模」に達した企業は「規模以上の企業」という。製造業の場合、2010年

までは、売上高 500万元以上の企業は「規模以上の企業」というが、2011年からは売上高 2,000万元以

上の企業は「規模以上の企業」となる。 
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1.3.2 主要課題 

主要課題 海洋構造物に関する課題 

設計レベルと

設計力の向上 

� 海洋構造物及び搭載品の設計力をアップさせる。 

基礎共通技術

及び核心的キ

ーテクノロジ

ー研究課題の

突破 

� 海洋構造物及び搭載品とシステム等分野の基礎共通技術の研究を

強化し、先端な設計方法と設計ソフトウェアの研究開発を展開す

る。 

� 重点海洋構造物の主要設計・建造技術の研究を展開し、複数の学

科・専門性に渡る総合的技術の集積能力とプロジェクト総合的請負

能力を高める。 

業界技術イノ

ベーションプ

ラットフォー

ムの構築 

� 基幹企業による国家級海洋構造物開発・実験センターの建設を誘

導・支援する。 

� 重大イノベーションプロジェクトに基づき、海洋構造物の開発・試

験施設を重点的に建設する。 

� 船舶企業と大学・研究機関との実験室、工程技術研究センターの共

同建設を重点的に支援する。 

� 船舶工業と鉄鋼、水上輸送、石油・石油化学等川上・川下産業との

開発機関の共同設立を支援する。 

企業「技術転

換」2の推進。 

� 海洋構造物分野を重点として、企業の技術転換への投資を増加さ

せ、先端な規模化生産力を高める。 

� 特別欄「技術転換の重点方向」においては、産業チェーン最適化の

ため、技術の導入・理解、独自化を通じ、中国国内の空白を埋める

プロジェクト、及び重点的な海洋構造物メーカーの技術進歩、開

発・製造施設の増加または専門施設・設備の追加を目的とするプロ

ジェクトは技術転換の重点方向であることを明示している。 

1.3.3 産業分布の最適化 

� 海洋構造物製造業の集積発展を推進する。 

中国海洋石油・ガス資源の分布を考慮し、既存の石油・石油化学プラント製

造と造船基地の構造に基づき、既存の造船施設を十分に利用し海洋構造物製造

を発展させ、三大海洋構造物製造業集積区と幾つかの重点的海洋構造物機器の

研究開発基地を育成する。 

大型基幹企業（集団）による総合請負を牽引とし、産業集積区に工程設計、

モジュール製造、舶用機械サプライ、設置・調整・試験等分野の専門下請け業

者を集積させ、スケール化・専門化を発展させる産業構造を形成する。 

                                                        
2技術転換（中国語原文「技術改造」）というのは、企業が経営収益のアップ、品質の向上、品種品目の

増加、製品のグレードアップ、コストダウン、省エネー、資源リサイクルと廃ガス・廃水・廃棄固体物

の処理及び労働安全性の強化等を図るため、適用の先端な新技術・新プロセス・新施設・新材料等を用

いて、既存の施設及び生産プロセスを転換することである。 
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1.3.4 重点分野（海洋構造物製造業）の発展ガイダンス 

「船舶工業 12次５カ年発展計画」では「新造船・修繕船」、「舶用機械」、「海

洋構造物製造業」の三つの重点分野の発展ガイダンスを述べているが、以下、

「海洋構造物製造業」の発展ガイダンスについて紹介する。 

 

国内外の海洋資源開発の大きな需要を考慮し、海洋石油ガス開発プラントの

発展に力を注ぎ、市場シェアの拡大を加速させ、海上風力エネルギー発電の工

事建設プラント、海水淡水化と綜合利用装備の産業化の拡大を積極的に加速さ

せるとともに、波浪エネルギー等の海洋のリサイクル可能エネルギー利用施設

の建設プラント、海底金属鉱物生産等の海洋鉱物生産資源の開発プラントの研

究開発を安定的に推進する。 

 

（1）重点発展方針 

� 市場需要の大きな海洋石油ガス開発プラントを重点とし、自主的設計・

建造能力を基本的に持ち、一部の優位性のある分野において知的財産権

を有する製品を創出する。 

� 海洋構造物主要設備とシステムの搭載能力を備え、搭載率（国産化率）

を高める。 

� 海上風力発電建設プラント、海水淡水化・利用プラント等に係る技術的

な問題を解決する。 

� 海洋リサイクル可能エネルギー開発プラント及び一部の海底鉱物生産

資源開発プラントの研究開発能力と技術的蓄積を高める。 

 

特別欄：海洋構造物製造業の重点製品及び技術 

重点製品 

� 主要海洋石油ガス開発プラント 

半潜水式掘削プラットホーム、掘削船、ジャッキアップ式掘削ぷラット

ホーム、浮体式生産貯蔵積出設備（FPSO）、半潜水式生産プラットホー

ム、SPARプラットホーム、TLPプラットホーム、物質探査船、クレーン

パイプ敷設船、多目的作業船、プラットホームサプライ船等。 

� 重要設備とそのシステム 

動力位置固定システム、深海錨停泊システム、ジャッキアップ式プラッ

トホーム昇降システム、大効率海洋プラットホーム発電ステーション、

水中生産システム及び水中パイプスタンド、海洋プラットホームクレー

ン、海洋ボーリングマシンモジュール、油漏洩処理装置、海洋掘削上部

駆動システム等。 

重要技術 

� 海洋構造物のフロントエンド工程設計と基本設計技術、大型

プラットホーム石油・ガス生産機能モジュール設計技術 

� 海洋構造物製造技術、設置・調整試験技術とプロジェクト管

理技術 

� 海洋構造物関連システムと設備の研究・製造 

� 深海浮体式構造物水動力性能分析、深海施設疲労強度分析、

プラントと設備の安全性・信頼性等の基礎技術研究 
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� 海洋リサイクル可能エネルギー、海底鉱物生産資源開発プラ

ントの前期研究 

 

（2）重大イノベーション創出プロジェクト 

深海石油ガス田の探査・開発・生産・サービス・貯蔵と輸送等 5つのかなめ

となる部分のプラント需要に対し、深海プラントに関するキーテクノロジーを

実現し、以下の重大イノベーション創出プロジェクトを実施し、自主的設計・

建造能力を重点的に形成する。 

� 深海掘削船 

� 深海超大型浮体式生産貯蔵積出設備（FPSO） 

� 深海半潜水式生産プラットホーム 

� 海上風車設置船 

� 浮体式液化天然ガス生産貯蔵積出設備（LNG-FPSO）及びその主要設備

等 

1.3.5 政策取組み 

主要政策 取組み内容 

技術イノベーシ

ョンへの投資拡

大 

� 国による科学技術発展とイノベーション創出への支援政策措置

を積極的かつ着実に実行し、国家投資をガイダンスとし、企業

投資を主体とする科学技術投資メカニズムを完備し、船舶企業

による研究経費への投入拡大を奨励する。 

� 企業によるハイテク船舶、海洋構造物及び重点舶用機械への研

究開発拡大を支援する。 

� 船舶科学技術基金の設立を奨励する。 

� 重点企業による研究開発の展開を支援する。 

� 金融機関による船舶企業への研究開発支援を奨励し、金融機関

の梃子（てこ）役割を十分に発揮させる。 

� 基幹船舶企業と科学研究院の研究開発条件（施設）の建設を支

援し、重大イノベーション創出プロジェクトにおける知的財産

権のフルプロセス・マネジメントを実施し、成果の普及・応用

を拡大させる。 

財務・金融支援の

強化 

� 船舶産業政策と国家関連財政税務、金融政策との連携を強化し、

輸出還付税、重大技術プラントの支援政策、技術改造支援政策等

を十分に強化し、産業のモデルチェンジ・グレードアップを促進

させる。 

� 船舶業界においてプロトタイプ機器に対する保険制度を確立し、

保険業による船舶産業に対するリスト保障の役割を発揮させる。

� 金融機関による船舶工業の特徴に合致した金融商品とサービス

方式の革新を積極的に展開させ、船舶工業企業の融資チャンネル

を有効的に拡大することを奨励・支援する。 

� 金融機関による船舶輸出買手貸付資金業務、建設中船舶抵当融資

業務の展開を支援する。 
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� 基幹船舶製造企業、舶用機器企業、海洋構造物企業による証券取

引市場での上場融資を支持する。 

� 各種のエクイティ投資（ファンド）企業による資本サポートの役

割を発揮させる。 

人材育成の強化 

� 「人間本位」とする戦略観念を樹立し、有効な人材インセンティ

ブシステムを築き、人材を積極性を発掘し、ハイレベルでマルチ

な人材を養成する。 

� 重大イノベーション創出プロジェクトの実施及び重点科学研究

基地の建設をベースに、分野毎にリーダーの養成力を強化し、創

成チームの構築を積極的に促進する。 

� 人材構造を更に最適化し、創成型技術人材、技能型人材、ハイレ

ベルマネジメント人材各段階のチームを形成する。 

� 船舶企業による海外からの優秀な技術人材の導入を支援し、企

業・研究所・大学の連携による研究型人材の養成を奨励する。 

� （国は）地域の船舶業界技能研修センターの建設を奨励し、基幹

企業による技能研究センターの合弁・設立を支援する。 

交流・協力の推進 

 

� 国際機関、主要造船国家との連携・交流を強化し、国際規則と造

船規範・基準の制定改訂に積極的に参加する。 

� 「内に導入」（海外から誘致・導入する）と「外に出る」（海外

に進出する）ステップを拡大し、海外企業による国内での船舶、

海洋構造物、舶用ディーゼルエンジン及び搭載用製品の専門研究

開発機構の設立を奨励し、条件を備えた企業による海外製造企業

と研究開発機構の買収を奨励する。 

� 大型舶用企業による海外での合弁・合作・リース等の手段を通じ、

海外サプライヤーの成熟したネットワークを活用し、経営販売サ

ービス能力の向上を奨励する。 

� 企業による研究機関・大学・ユーザーとの創成提携の展開・深化、

業界の技術創成アライアンスの構築を誘導する。 

� 船舶企業・研究所による海外関連機関との共同設計・技術交流の

展開を奨励する。 

� 産業と技術の発展方向に一致した「産・学・研・用」提携による

共同開発プロジェクト及び海外との技術提携で行われる知的財

産権の有する開発プロジェクトに対し、国は優先的に支援する。

業界向けの管理

強化 

� 船舶業界管理部門の管理役割を十分に発揮させ、船舶工業界の管

理体系を完備させ、産業政策を厳格に執行する。 

� 業界の法規制の構築を加速させ、業界向けの管理制度の環境を健

全にする。 

� 船舶工業行業協会、造船工程学会、輸出入商会、中国船級協会等

の仲介機関の役割を十分に発揮させ、業界の自律を強化し、業界

の権益を保護する。 

� 業界の公共サービスプラットフォームの構築を加速し、業界の統

計と経済運行分析を強化し、情報のガイダンスを十分に行い、情

報の発信を完備し、業界向けの監督・予備警告メカニズムを徐々

に構築し、業界の健全な発展を指導する。 
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1.4 「工業モデルチェンジ・グレードアップ計画（2011～2015

年）」 

 公布機関：国務院 

 公布時間：2011年 12月 30日 

 計画期間：2011年～2015年 

 

「工業モデルチェンジ・グレードアップ計画」では中国改革開放以来の国務

院より公布された「全工業中長期計画」において始めて船舶工業モデルチェン

ジ・グレードアップを重要視し、2015年までに船舶工業トップ 10企業の産業

集積度を 2010年の 48.9%から 70%にアップするようと要求し、船舶及び海洋

構造物モデルチェンジ・グレードアップの重点分野の発展ガイダンスを詳細に

明示している。 

1.4.1 目標と課題 

目標内容 2015年までの主要目標 

全工業増加値の年間成長率 8％ 

全工業労働生産率の年間成長率 10％ 

全工業の重要課題 

� 自主的創成能力のアップ 

� 企業の技術転換の強化 

� 工業情報化レベルの向上 

� グリーン・低炭素工業の発展の促進 

� 品質とブランド戦略の実施 

� 大型企業と中小型企業との協調発展の推進 

� 工業空間分布のベスト化 

� 対外開放レベルのアップ 

船舶工業トップ 10企業の産業集積度 70% 

主流船型舶用機械の現地化搭載率 80% 

海洋構造物の国際市場シェア 20% 

設計・建造能力
� 3,000m以内深海の資源開発に必要なプラントの設計建造

能力を有する。 

1.4.2 重点分野の発展ガイダンス 

「工業モデルチェンジ・グレードアップ計画」では重点分野の発展ガイダン

スを明確し、「先端プラント製造業の発展」の項目に「船舶と海洋開発分野」

での重要点を大いに強調している。 

「工業モデルチェンジ・グレードアップ計画」における「船舶と海洋開発分

野」の発展ガイダンスは以下のようである。 
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� 主流船型のモデルチェンジ・グレードアップの加速 

新しい国際造船基準及び規範に適合し、近代化造船モデルを構築し、船舶製

品構造の最適化を目指し、ブランド発展戦略を実施し、バラ積み貨物船、オイ

ルタンカー（ケミカル船を含む）、コンテナ船等主流船型のモデルチェンジ・

グレードアップの加速を推進する。 

� 船舶技術イノベーションシステムの構築 

液化天然ガス船 （LNG）等ハイテク船舶の設計・建造技術を全面的にマス

ターし、基礎共通技術と将来性技術の研究を強化し、船舶技術のイノベーショ

ンシステムを構築する。 

� 舶用機械技術レベルの向上 

舶用機械の搭載レベルをアップし、優位性を備える舶用機械製品の市場ポジ

ションを維持し、舶用機械技術レベルを向上させ、主要設備の 2次搭載システ

ムを完備する。 

� 深海構造物キーテクノロジーの重点的解決 

深海プラントのキーテクノロジーを重点的に解決し、海洋石油・ガス鉱物資

源開発プラントの発展に全力を上げ、海水淡水化・綜合利用及び海洋観測機器

設備の産業化を積極的に促進し、珠江デルタ、揚子江デルタと環渤海湾の三大

海洋構造物産業集積区を発展させる。 

� 造船能力と搭載能力の全面的向上 

グリーン船舶、船舶動力システムインテグレーション、深海資源探査・採掘

プラント、深海空間ステーション等創成発展プロジェクトを進展させ、グリー

ン・高効率造船、情報化造船能力及び現地化搭載能力を全面的に向上させる。 

 

1.4.3 重点開発製品 

「工業モデルチェンジ・グレードアップ計画」における「重大技術プラント

のイノベーション創出発展とデモアプリケーションプロジェクト」特別欄では、

「調査、探査、掘削、採掘、輸送」の五つの重要作業をめぐって、以下の重点

製品を開発・製造し、2015年までに 3,000m以内の深海資源開発に必要なプラ

ントの設計・建造能力を備えることを明示している。 

� 高性能物質探査船 

� 深海調査船 

� 半潜水式掘削プラットホーム 

� 掘削船 

� 深海生産・貯蔵・卸し装置 

� 深海半潜水式生産プラットホーム 

� 大出力プラットフォームサプライ船 

� 潜水作業支援船 

� 深海半潜水式クレーンパイプ敷設船等プラント 

� 関連コア設備とシステム 
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1.5 「産業構造調整指導目録（2011年版）」 

 公布機関：国家発展改革委員会 

 公布時間：2011年 3月 27日 

 実施時間：2011年 6月 1日 

 計画期間：2011年～2020年 

 

「産業構造調整指導目録」は中国の産業発展方向に指導する役割を果たして

いる。「産業構造調査指導目録」は 2005年国家発展改革委員会より初めて公布

され、「第 12次５カ年」期間に経済発展方式の転換を加速させ、産業構造の調

整とベスト化・グレードアップを促進させ、近代化産業体系を発展・改善させ

るため、新たな「産業構造調整指導目録（2011年版）」が公布され、今後「第

12次５カ年」期間の産業発展に指導的な役割を果たしている。 

以下、海洋構造物に関連する奨励類製品と制限類製品をまとめる。 

1.5.1 奨励製品 

「産業構造調整指導目録（2011年版）」にリストされている奨励製品（技術）

は「農業林業」、「水利」から、「公共安全及び緊急対応製品」、「民用爆発製品」

まで 40 の分類があり、うち海洋構造物に関連しているのは「新エネルギー」、

「機械」及び「船舶」の分類である。 

 

分類 奨励製品 

新エネルギー 海洋エネルギー利用技術開発と設備製造 

機械 

� 海洋観測、探査測定、監督測定技術システム及び機器設備 

� 海洋エネルギー（潮流、波浪、海流）発電設備 

� 海水淡水化設備 

船舶 

� 10万 m
3以上液化天然ガス船、1.5万 m

3以上液化石油ガス船 

� 科学研究船、砕氷船、海洋調査船、海洋監督船等特種船舶及び

その専用設備 

� 水深 120m以上のジャッキアップ式掘削プラットホーム、水深

1,500m以上の掘削船、水深 1,500米以上の半潜水式掘削プラッ

トホーム等主流海洋移動掘削プラットホーム（船舶） 

� 15万トン級以上浮体式生産・貯蔵・卸し装置（FPSO）、水深

1,500mの半潜水式生産プラットホーム、縦柱式生産プラット

ホーム（SPAR）、張力足プラットホーム（TLP）、LNG-FPSO、

マージナル油田型浮体式生産・石油貯蔵装置等浮体式生産シス

テム。 

� 万馬力級深海多目的作業船、水深 1,500米大型クレーンパイプ

敷設船、水深 1,500米測量船、高性能物質探査船、5万トン級

以上のセミサブ輸送船、海上風車設置船等海洋構造物と補助船

� 動力位置固定システム、FPSOワンポイント系留システム、大

型海洋プラットホーム発電所インテグレーションシステム、メ
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イン動力及び伝動システム、掘削プラットホームリフトシステ

ム、石油採掘システム等汎用と専用海洋開発関連設備 

� インテリジェント環境型舶用中低速ディーゼルエンジン及び

そのキーパーツ、大型甲板機械、舶用ボイラー、油水分離機、

海水淡水化装置、バラスト水処理システム、船舶使用陸電技術

及び設備、液化天然ガス舶用ダブル燃料エンジン、ポッド推進

器、大型高効率噴水推進装置、大出力中高圧発電機、船舶通信

ナビゲーション及び自動化システム等主要舶用機械設備 

� 水中潜水器、ロボット及び探査測定・観測設備 

� 精度管理コントロール、デジタル化造船、ユニット組立、予備

艤装とモジュール化、先端的塗装、高効率溶接技術応用 

� ハイテク高付加価値船舶、海洋構造物の修繕・改造 

 

1.5.2  制限製品 

海洋構造物に関連する制限製品はない。 
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1.6 「中華人民共和国の国民経済と社会発展に関する第 12次

5カ年計画綱要」 

 公布機関：全国人民代表大会 

 公布時間：2011年 3月 17日 

 計画期間：2011年～2015年 

 

国家国民経済と社会発展の 5カ年発展計画綱要においては初めて海洋経済、

海洋構造物製造業に関する計画を明確に組み入れ、海洋経済の発展、海洋構

造物を新興産業として育成するよう示唆している。「国家国民経済と社会発展

の第 12次 5カ年計画」の中には、海洋経済及び海洋構造物に関する計画内容

は以下のようである。 

「国家国民経済と社会発展の第 12次 5カ年計画」の第 3部「産業の転換・

グレードアップによって核心的競争力を高める」には第 9 章から第 14 章の 6

章が書かれており、うち第 14章は「海洋経済発展の促進」という題名で第 12

次 5カ年計画期間中の海洋発展戦略を明示し、今後の政府からの海洋開発・制

御・綜合管理力を高めることを示唆している。 

1.6.1 海洋産業構造の最適化  

� 海洋経済の発展を科学的に計画し、海洋資源を合理的に開発・利用し、

海洋石油・ガス、海運業、海洋漁業、沿岸地観光業等産業を積極的に発

展させ、海洋生物医薬、海水綜合利用、海洋開発プラント製造等新興産

業を育成して拡大させる。 

� 海洋に関する基礎的で将来性のもつキーテクノロジーの研究開発を強

化し、海洋に関する科学技術レベルをアップさせて海洋開発・利用能力

を高める。 

� 港・海岸線の資源を統合し、港の分布を最適化する。 

� 海洋主体機能地域の実施計画を策定し、海洋経済のスペースレイアウト

（分布）をベスト化する。 

� 山東省、浙江省、広東省等を海洋経済発展の試験地域として発展させる。  

 

1.6.2  海洋総合管理の向上  

� 海洋管理システムを改善し、強調・統合を強化する。海域と海島の管理

を強化し、海域使用権の市場メカニズムを改善し、海島の保護・利用を

推進し、離島の開発をサポートする。 

� 海洋環境保護と陸源污染防止を統一化し、海洋生態系の保護と回復を強

化する。 
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� 近海資源の過剰開発をコントロールし、干拓管理を強化し、無人島の利

用活動を厳格に規制する。 

� 海洋防災・減災システムを完備し、海上緊急事件の緊急対応処理能力を

強化する。  

� 海洋綜合調査と測定作業を強化し、極地、海洋科学研究を積極的に展開

する。 

� 海関連法規制と政策を完備し、海洋法執行力を強化し、海洋資源開発秩

序を維持する。 

� 2国間及び多国間の海事協議を強化し、国際海事事案に積極的に参与し、

海上輸送通路の安全を保障し、中国の海洋権益を保護する。 

 

 

1.7 「国家中長期の科学と技術に関する発展計画綱要（2006

年～2020年）」 

 公布機関：国務院 

 公布時間：2006年 2月 9日 

 計画期間：2006年～2020年 

  

 「国家中長期の科学と技術に関する発展計画綱要」は 2006年 2月国務院よ

り公布された国家科学技術の中長期発展計画であり、2020 年までに、自主的

創成能力をアップさせ、基礎科学と先端技術研究の綜合実力を高め、創成型国

家になることを明確している。 

 「国家中長期の科学と技術に関する発展計画綱要」では今後の発展重要点と

して、エネルギー、水と鉱物資源、環境等 11 の重点分野、バイオ技術、情報

技術等 8の先端技術分野を確定し、うち海洋構造物関連重点分野と先端技術は

以下にまとめる。 

  

1.7.1 重点分野と優先テーマ 

重点分野 優先テーマ 

水と鉱物資源 

� 資源探査開発設備の创新。 

高精度探査と掘削設備、大型鉱山機械、海洋開発プラ

ットホーム等技術を積極的に開発し、資源探査・開発プ

ラントを国際先端レベルに達する。 

� 海水淡水化 

 海水予備処理技術、核エネルギーカップリングと電

気・水の熱電併給法、膜法低コスト淡水化技術及び主要

材料、濃塩水綜合利用技術等を重点的に開発し、産業規

模化が可能な海水淡水化熱エネルギー設備、海水淡水化

プラントとの総合的設備を開発する。 
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� 海洋資源の高効率開発利用 

 浅海隠れ石油・ガス埋蔵量探査技術と重質油田採掘率

アップの綜合技術を重点的に開発し、海洋生物資源保護

と高効率利用技術を開発し、海水直接利用技術と海水化

学資源綜合利用技術を発展する。 

製造業 大型海洋開発技術とプラント 

 

1.7.2 先端技術（海洋技術分野） 

深海作業の綜合技術能力を高めるため、多機能、マルチパラメーターと作業

長期化の海洋綜合開発技術の発展を重視し、天然ガス・水化合物（ハイドレー

ト）探査開発技術、海洋金属資源の集積輸送技術、現場における高効率抽出技

術、大型海洋開発技術とを重点的に研究開発する。 

海洋技術分野に関する先端技術は以下の四つとされている。 

先端技術 定義 重点研究内容 

海洋環境立体

監督測定技術 

 

空中、海岸ステーション、水面、

水中において海洋環境要素に

対し同時監督測定を行う技術。

海洋リモートセンシング技術、音響検

出技術、浮きブイ技術、陸上リモート

レーダー技術を重点的に研究し、海洋

情報処理とアプリケーション技術を

発展させる。 

海洋海底マル

チパラメータ

ー・オンライン

探査・測定技術 

海底地球物理、地球化学、生物

化学等特徴のマルチパラメー

ターに対し同時探査・測定を行

い、オンライン情報転送を実現

できる技術。 

異常環境条件下のセンサー技術，セン

サー・オート·キャリブレーション技

術、海底情報転送技術等を重点的に研

究する。 

天然ガス・ハイ

ドレート開発

技術 

天然ガス・ハイドレートは深海

の海底にある炭化水素化合物

である。 

天然ガス・ハイドレートの調査・探査

理論と開発技術、天然ガス・ハイドレ

ート物理・化学に係る調査・探査と評

価技術を重点的に研究し、天然ガス・

ハイドレート抽出技術を実現する。 

深海作業技術 

 

深海海底開発作業と鉱物採掘

をサポートする水中技術。 

大型の深海移動技術、生命維持システ

ム技術、高比エネルギー動力装置技

術、高忠実度サンプリングと情報リモ

ート転送技術、深海作業プラント製造

技術と深海空間ステーション技術を

重点的に研究する。 
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1.8 船舶工業中長期発展計画 

 公布機関：国防科学技術工業委員会と国家発展改革委員会 

 公布時間：2006年 9月 18日 

 計画期間：2006年～2015年 

 

2006年 9月に国防科学技術工業委員会と国家発展改革委員会が公布した「船

舶工業中長期発展計画」では、新造船・修繕船分野及び舶用機械分野を中心に

計画しているが、海洋構造物に関しては、「製品発展」の章において以下のよ

うに言及している。 

 

� 海洋構造物開発・製造レベルの向上 

「海洋資源開発に合せて、資源の調査・探査、採掘、加工、貯蔵・輸送、サ

ービス」等海洋構造物の開発・製造レベルを高め、深水化、大型化、システム

化に発展させ、中国海洋管理の需要を満たす。 

� 海洋専用船開発・製造能力のアップ 

海洋監督・調査専用船、海洋法執行管理専用船の開発・製造能力をアップさ

せる。 
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2 中国海洋構造物製造業の現状 

2.1 産業全体の状況 

第 1章で述べてきたように、近年、中国国家と地方政府は海洋構造物製造業

の発展を非常に重要視しており、一連の発展計画を策定・公布し、海洋構造物

製造業を今後の重点発展産業として発展させることを企画している。国家と地

方政府の支援の下、中国海洋構造物製造業はここ数年、徐々に実績を上げ、今

後の発展基盤を構築している。以下、中国海洋構造物産業の特徴をまとめた。 

 

� 中国の海洋構造物製造業は基盤条件がよい。 

中国は長い海岸線と多くの整備されている港があり、多くの海洋構造物製造

基地を建設することができる。 

労働力・人材においては、中国では労働力の資源が豊かで、人件費コストが

安い。また、中国では海洋開発専門分野に関する学科・学部が設置されている

大学が多く、それらの卒業生は毎年に海洋構造物製造業に技術人材として送ら

れている。海洋開発専門は中国において新興学科としているため、近年、関連

大学は新入生の応募人数が拡大している。現在、海洋開発専門の大学卒業生は

毎年約 2,000人いるが、新入生の応募人数は 3,000人もおり、今後、多くの人

材が海洋構造物製造業に送られることは明らかである。 

建造施設においては、金融危機前の中国造船業の目覚しい発展により、多く

の建造基地・建造施設をもたらし、特に青島海西湾造船基地、上海長興島造船

基地、広州龙穴島造船基地の三大造船基地は多くの大型建造施設が整備されて

おり、今後の海洋構造物製造業発展の基盤を構築した。 

 

� 中国海洋構造物産業は近年グローバル市場でのポジションが徐々に高

くなりつつある。 

中国は 2010年に海洋構造物を 16基納品し、また、ジャッキアップ式堀削プ

ラットホームを 5基、海洋プラットホームモジュールを 10基を受注し、世界

海洋構造物市場の 15％のシェアを占めた。 

2010 年末まで、中国における半潜水式堀削プラットホームの手持ち受注量

は韓国を超え、シンガポールに次いでいる。 

FPSOの受注データを見ると、2009年から 2011年にかけて、中国は 8隻の

FPSO改造オーダーを受注した。韓国やシンガポールの FPSO新規建造オーダ

ーとは比較できないが、建造力が認められていることは明らかである。 

 

� 技術力と建造力が急速に高まり、一部の先端レベルの海洋構造物を設

計・建造することができた。 

海洋ボーリング用プラットホーム建造分野においては、2011 年 5 月に、上

海外高橋造船有限公司にて 3,000メートル型深海半潜水式堀削プラットホーム

が竣工した。同製品は世界 3,000メートル型深海半潜水式堀削プラットホーム

分野では最先端の 6基目であり、中国船舶工業集団公司第 708研究所と上海外

高橋造船有限公司とが共同で詳細設計と生産設計を行い建造した。 
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堀削船建造分野においては、現在、大連中遠船務有限公司が建造している「大

連開拓者」は世界最大の深海堀削船であり、中国初の深海堀削船でもある。「大

連開拓者」は DP-3 動力位置固定機能を持つ全自動化した堀削船で、3,050 メ

ートル深海の海域でボーリング作業ができ、堀削深度 12,000m、石油 100万バ

レルを貯蔵できる。 

 

� 海洋構造物の産業チェーンが全面的に構築されつつあるが、設計、海洋

構造物用機械等はまだまだ弱い。 

中国の企業は川上産業の海洋構造物製品の設計、海洋構造物用機械の製造か

ら、川下産業の海洋構造物工事の総合請負までの海洋構造物産業チェーンを構

成している。一方、設計と川上産業の主要海洋構造物用機械分野においては、

中国海洋構造物メーカーは依然として海外の海洋構造物設計業者と海洋構造

物用機械メーカーに依存している。現在、世界有名な海洋構造物設計業者は主

に欧米、日本にあり、例えば、アメリカの F&G、日本の MODEC、ノルウェ

ーの Aker Kvaener、イタリアの Saipem等の業者がある。 

海洋開発プラントは広大な海域で石油や天然ガス等資源品を掘削・貯蔵・積

出するための施設であり、非常に高い安全性能が求められるため、プラントに

搭載されている設備・機械も非常に高い安全性が求められる。そのため、中国

海洋構造物メーカーは海洋構造物製品の安全性を確保するため、主要部品（設

備・機械）に輸入品が使われている。海洋構造物専門家へのインタビュー結果

によると、中国の海洋構造物コスト構成では、海洋構造物用機械の割合は 50％

であり、うち、70％が輸入に依存している。特に、大出力ディーゼルエンジン、

動力システム、深海アンカー係留システム等主要機械では 95％が輸入されて

いる。 

 

2.2 産業構造の現状 

中国海洋構造物製造業に構成されているメーカーの産業チェーンでの位置

及び所有関係を分析してみると、中国海洋構造物メーカーが以下のように四つ

のカテゴリーに分類されている。 

① 新造船業務を主要業務としている大手造船「中央企業」3。 

大手造船中央企業は従来から海洋構造物の製造業務を行い、近年、更に

海洋構造物製造分野に力を入れている。 

② 海運業、港機械等を主要業務としている大手多元化「中央企業」。 

それらの「中央企業」は業務の多角化を目指すため、関連の海洋開発分

野に参入している。 

③ 海洋構造物のユーザーとしている川下産業の大手石油会社。 

それらの大手石油会社は業務を川上に伸ばして、海洋構造物製造分野に

参入している。 

 

                                                        
3 「中央企業」、中国語原文「央企」。中国の中央政府より監督・管理されている国営企業である。中国

の国営企業は政府の管理権限によって、「中央企業」（中央政府より監督・管理されている国営企業）と

「地方企業」（地方政府より監督・管理されている国有企業）に分けられている。現在、中国における「中

央企業」の数は 122社がある。 
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④ 民営造船所。 

一部の民営造船所は業務を拡大するため、海洋構造物製造分野に参入し

ている。 

 

以下、各分類のメーカーの現状を分析してみよう。 

2.2.1 大手造船「中央企業」 

大手造船「中央企業」は中国船舶工業集団公司4（以下、CSSCと称す）と中

国船舶重工集団公司5（以下、CSICと称す）の二大造船グループがある。 

CSSC傘下に海洋構造物製造業務を行っている主な造船所は上海の外高橋船

廠と上海船廠、広州の黄埔船廠等がある。 

CSIC 傘下に海洋構造物製造業務を行っている主な造船所は大連船舶重工集

団、青島北海船舶重工及び山海関船舶重工等がある。 

 

大手造船「中央企業」の海洋構造物に関する特徴は以下の通りである。 

 

� 海洋構造物の建造経験が豊かである。 

二大造船グループ傘下の造船所は早くから海洋構造物の建造をスタートし

た。例えば、CSSC傘下の元滬東造船廠、元中華造船廠、上海船廠等造船所は

1980 年代に「勝利 3 号」ボーリングプラットホーム、及び中国初の半潜水ボ

ーリングプラットホーム「勘探 3号」を建造した。CSICは 1970年代からボー

リングプラットホームを建造し始めてから、いままで各種類の海洋開発プラッ

トホーム及び FPSO等を 30基建造した。 

 

� 海洋構造物の設計力・開発力が高い。 

設計力・開発力においては、二大造船グループには多くの有力研究所を持ち、

一部の先端な設計と製造能力を持っている。例えば、CSSC708 研究所は海洋

構造物の高い開発力・設計力を有し、現在までに中国で建造された海洋構造物

の半分は CSSC708 研究所が設計している。最近、外高橋船廠が建造している

3,000メートル深海半潜水ボーリングプラットホームも外高橋船廠と CSSC708

研究所との共同開発・設計による世界最先端の海洋開発プラントである。 

 

 

                                                        
4中国船舶工業集団公司：「中船集団」とも称す。英文略号は「CSSC」である。中国造船業における 2大

造船グループの一つであり、「南方集団」とも言われる。CSSCは、1950年 10月 1日に中央人民政府重

工業部船舶工業局として設立され、第一機械工業部船舶工業管理局、第三機械工業部第九工業管理局、

第六機械工業部、中国船舶工業総公司を経て、1999年 7月 1日に現社名に変更。中央政府に直轄され、

中国最大の大手新造船・修繕船グループのひとつで、傘下には製造企業を 35社、研究所を 7所持ってい

る。 
5中国船舶重工集団公司：「中船重工」とも称す。英文略号は「CSIC」である。中国造船業における 2大

造船グループの一つであり、「北方集団」とも言われる。CSICは、1950年 10月 1日に中央人民政府重

工業部船舶工業局として設立され、第一機械工業部船舶工業管理局、第三機械工業部第九工業管理局、

第六機械工業部、中国船舶工業総公司を経て、1999年 7月 1日に現社名に変更。中央政府に直轄され、

中国最大の大手新造船・修繕船グループのひとつで、製造企業を 46社、研究所を 28所、従業員数を 14

万人持っている。 
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� 近年、技術人材の流失問題が大きい。 

中央企業の人材管理及び奨励制度が整っていないため、近年、民営造船所等

への人材の流れが顕著であり、技術人材の流失問題が大きい。 

 

� 海洋構造物の割合が低かったが、今後、高くなると見込まれる。 

二大造船グループ傘下の造船所は新造船を主要業務としているため、海洋構

造物製造業務の割合が依然として低い現状。例えば、CSIC 傘下の大連船舶重

工集団は 2010年の総売上高が 235億元であり、うち海洋構造物分野の売上高

の割合は 15％しかない。 

現在、二大造船グループは海洋構造物の製造業務を重要視しており、今後、

海洋構造物製造業務の割合が高くなると見込まれる。例えば、CSIC 傘下の大

連船舶重工集団の「第 12次 5カ年計画」によると、2015年までに総売上高を

300 億元に達し、うち海洋構造物分野の売上高の割合を 20％までアップさせ

る。CSSCの「第 12次 5カ年計画」によると、CSSCは「第 12次 5カ年計画」

期間中に海洋構造物製造業務に全力を挙げ、2015 年までにグループの主要業

務とするとのこと。 

 

� 近年、海洋構造物分野における国内市場シェアが低下してきている。 

二大造船グループの今までの海洋構造物製造業務は主に中国国内のユーザ

ーの需要によるものであり、例えば、CSIC傘下の青島北海船舶重工集団は 2004

年から 2009年にかけて海洋開発プラットホームを 7基建造していたが、ユー

ザーは全部中国石油天然気集団公司6（以下、「中国石油」と称す）傘下の中国

海洋工程有限公司である。また、2010年、CSIC傘下の大連船舶重工集団より

建造されたボーリングプラットホームは中国石油化工集団公司7（以下、「中国

石化」と称す）の傘下企業である。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
6 中国石油天然気集団公司：「中国石油集団」、「中石油」とも称す。英文略号は「CNPC」である。中国

最大の原油・天然ガスのサプライヤーで、石油・天然ガスの探査・開発・石油精錬・化学工業、石油製

品の販売、石油・天然ガスの貯蔵・輸送、石油貿易、工事技術サービス及び石油プラント製造等業務を

一体化した綜合的なエネルギーグループである。2010年度のグループ連結総売上高は 14,654.15億元で

ある。CNPCは 2008年アメリカ「石油情報週刊誌」の世界大手石油会社トップ 50に第 5位とランキン

グされ、，アメリカ「財富」雑誌の 2008年世界トップ 500社に第 25位とランキングされている。また、

2010年 5月 30日に、イギリス「金融時報」研究機構の研究報告によると、CNPCは 2010年 3月 31日現

在、市場価値が 3,293億米ドルあり、世界トップ 500社にトップとなり、世界最大の企業と評価されて

いる。 
7 中国石油化工集団公司：「中国石化集団」、「中石化」とも称す。英文略号は「Sinopec」である。1998

年 7月に元中国石油化工総公司をベースに資本再編で設立された大型石油・石油化学企業のグループで

ある。主に実業投資及び投資管理、石油・天然ガスの探査・掘削・貯蔵・輸送（パイプ輸送を含む）・販

売・綜合利用、石油の精錬、ガソリン・灯油・ディーゼル燃料の卸売り、石油化学製品及びその他化学

製品の生産・販売・貯蔵・輸送、石油・石油化学工事の探査・設計・工事・取付を行っている。2010年

度のグループ連結総売上高は 19,130億元である。 
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2.2.2  大手多元化「中央企業」 

大手多元化「中央企業」は海運業、港機械製造業関連の大手「中央企業」が

多元化経営で海洋構造物分野に参入している企業であり、このような大手多元

化「中央企業」は大手海運業者 COSCOグループ傘下の「中遠船務工程集団有

限公司」（以下、「中遠船務」と称す）、大手港機械・道路建設機械グループ傘

下の「振華重工集団股份有限公司」（以下、「振華重工」と称す）等があり、以

下表 2-1をご参照。 

 

表 2-1：海洋構造物分野に参入している大手多元化「中央企業」 

中央グルー

プ企業名 

本業内容 

集団傘下海洋

構造物企業名 

概況 

中国遠洋運輸

集 団 公 司

（COSCO） 

元中国交通部遠洋運輸局

で、海運業と物流業を主要

業務とし、新造船・修繕船

にも従事。船舶所有量 800

隻/5600 万 DWT、年間貨物

輸送量 4 億トンで、船隊規

模中国最大、世界第 2 位で

ある。 

中遠船務工程

集団有限公司

（「中遠船務」

と略称） 

� 2001年、COSCOより南通、

大連、広州の修繕船所が統

合されて設立。 

� 現在、世界最大の修繕船企

業。 

� 2006年から海洋構造物分

野に参入。 

� 2009年、半潜水堀削プラ

ットホームの初船

「SEVAN 650」が竣工。 

中国交通建設

集団公司 

元中国港湾建設（集団）総

公司と元中国路橋（集団）

総公司との合併で設立さ

れ、主に建設業（港、埠頭、

道路、橋、鉄道、トンネル、

インフラ工事）、浚渫業、プ

ラント製造業（港機械、道

路建設機械、大型鉄鋼構造

物）、対外貿易業（国際工事

の請負、輸出入貿易）に従

事。 

振華重工集団

股份有限公司

（「振華重工」

と略称） 

� 世界最大のコンテナ、港機

械製造メーカーで、国際市

場の 70％を占めている。

� 2006年から海洋構造物分

野に参入。 

� 2009年 3月に海洋工程部

を設立。 

� 2011年 7月から、海洋分

野初船のジャッキアップ

式堀削プラットホーム「振

海 1号」が建造開始。 

招商局集団有

限公司 

香港で設立された国営「中

央企業」。主に交通業(港、

道路、エネルギー輸送・物

流、修繕船・海洋構造物)、

金融業(銀行、証券、ファン

ド、保険)、不動産業の三つ

の主要産業に従事。 

招商局工業集

団有限公司 

� 1997年、香港で設立され

た「友聯船廠」と「招商局

発展有限公司」をベースに

設立される。 

� 香港地域規模最大の修繕

船企業。 

� 傘下の招商局重工（深圳）

有限公司は海洋構造物を

建造している。 
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COSCO ＋ 招

商局集団 
前記を参照。 

中国国際海運

集装箱（集団）

股份有限公司

（「中集集団」

と略称） 

� 1980年に創立。招商局集

団とデンマーク宝隆洋行

との合弁企業。中国最初の

コンテナメーカー。 

� 1987年に資本再編で

COSCOと招商局集団と宝

隆洋行との 3社の合弁企

業になる。 

� 1994年、深圳証券取引所

で上場。銘柄「中集集団」、

銘柄コード「000039」。 

� 2008年、「煙台来佛士造

船有限公司」を買収し、社

名を「煙台中集来福士海洋

工程有限公司」に変更。海

洋構造物分野に参入し始

める。 

 

 

大手多元化「中央企業」の海洋構造物に関する特徴は以下の通りである。 

 

� 海洋構造物建造施設の増設を通して、建造能力がアップされている。 

近年、上記大手多元化「中央企業」は海洋構造物の建造施設を増設している。

例えば、「中遠船務」（COSCO）は南通、大連、舟山、広東に造船所を設置

しているが、新たに南通啓東に海洋構造物基地を建設。年間建造能力が海洋

開発プラットホーム 6 基、海洋開発プラットフォームブロック 10 基に達す

る計画。 

「煙台中集来福士」（中集集団）は煙台、海陽、龍口に三つの海洋構造物製

造基地を持っており、2010 年 5 月から煙台に増設工事がスタートし、海洋開

発プラットホームの建造能力が従来の 5基から 9基にアップされる。 

 

� グループ優位性及び海洋構造物分野での戦略によって、発展相違がある。 

「中遠船務」は従来の修繕船、特に海洋構造物の修繕業務における優位性を

発揮し、海洋構造物建造分野に参入後、技術力と製造力が急速に高まり、ジャ

ッキアップ式、半潜水式堀削プラットホーム及び FPSO等多くの船種の建造実

績があり、また、中国初の堀削船も建造中であり、綜合的実力は CSIC、CSSC

に拮抗している。 

「煙台中集来福士」は、シンガポールの海洋構造物企業家「章立人」により

浙された「来佛士造船所」（Raffles Shipyard）を中集集団が買収したもので、

海洋構造物の建造経験が豊かで、技術力が高く、その優位性を発揮して、2008

年から海洋開発補助船から海洋開発プラットホームの建造に移行し、現在、中

国最大の半潜水式堀削プラットホームの製造メーカーとなっている。 
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� 「振華重工」と「招商重工」は製品品種が少ないが、グループ優位性を

発揮している。 

「振華重工」は世界有名な港クレーンと大型構造物製造メーカーであるため、

その優位性を発揮して、現在、海洋開発プラント分野では、主にクレーン船、

クレーンパイプ敷設船と浚渫船を建造しており、2011 年 7 月から、自主設計

した初船のジャッキアップ式堀削プラットホーム「振海 1号」が建造開始。 

「招商重工」は修繕船分野をベースに、「中国海油」からジャッキアップ式

堀削プラットホーム及び関連施設等海洋構造物の建造を受注。 

 

� 海洋構造物関連人材の募集、開発機構の設置を積極的に行っている。 

海洋構造物製造業は多元化「中央企業」にとって新規参入分野であり、設計

力がまだまだ不足している。これを乗り越えるため、近年、積極的に設計・開

発機構を設置し、海洋構造物の設計・建造経験の豊かな技術人材、海洋構造物

建造グループの構成力・リーダー力、業界での影響力の持つ高層マネジメント

人材を募集している。 

例えば、「中遠船務」は 2006年から相継いで大連、上海、南通、広州におい

て技術センターを設立し、海洋構造物関連技術人材を募集し、さらに、外国籍

専門家も招聘しており、現在、技術者が 1,300人いる。 

「中集集団」は 2010 年、上海と煙台において開発機構を設立し、海洋構造

物設計・開発関連の技術人材を募集し、上海開発センターが 500人、煙台開発

センターが 1,200人～1,500人となる計画を実行中。 

「振華重工」は 2009年に「上海振華海洋工程設計研究院」を設立。 

 

� 海外技術人材の採用、海外開発機構の買収を積極的に行っている。 

「中遠船務」の技術センターは設立初期から「グローバル人材の誘致政策」

を策定し、それぞれシンガポール籍専門家を中心とした技術センターと韓国籍

専門家を中心とした技術センターを設立し、現在、外国籍専門家は約 40 人。

また、「中遠船務」はシンガポールの有力堀削プラットホームメーカー

「Sembcorp Marine」を誘致し、出資率を一部持たせることにより、自らの開

発力と受注力を高めてきている。 

「振華重工」は 2010 年、親会社の「中国交通建設集団公司」を通じアメリ

カの海洋構造物設計業者「F&G」を買収した。「F&G」社の設計技術者は 55

人。 

 

� グループ多元化の優位性を発揮し、市場開拓力が高い。 

多元化「中央企業」のユーザーは幅広く、国内有力ユーザーもあり、海外有

力ユーザーもあり、それらのユーザーや提携パートナー、関連企業等から構成

されているネットワークは世界的視野を高め、世界市場の開拓に大きな役割を

果たしている。 

例えば、「中遠船務」は親会社「COSCO」のユーザー資源及び自ら修繕船の

ユーザー資源を利用して市場を開拓している。 

「振華重工」は親会社「中国交通建設集団公司」の「浚渫業、港建設業」等

主要業務から浚渫船の建造を受注している。 
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2.2.3  大手石油会社 

大手石油会社は海洋開発プラントの主要ユーザーであり、その川上産業であ

る海洋構造物製造業に参入し、自社用の海洋開発プラントを建造している。 

 

表 2-2：海洋構造物分野に参入している大手石油会社 

大手石油 

会社名 

本業内容 

集団傘下海洋

構造物企業名 

概況 

中国海洋石油

総公司（「中国

海油」と略称） 

中央政府直轄の大型国営企

業で、中国第 3 の国家石油

会社であり、中国最大の海

洋石油・天然ガスのサプラ

イヤーである。 

現在、単純な石油・ガス採

掘企業から、石油・ガス調

査・探査・開発、専門技術

サービス、化学工業、天然

ガスと発電、金融サービス、

綜合サービス及び新エネル

ギー等綜合型企業グループ

となっている。 

海洋石油工程

股份有限公司

（「海油工程」

と略称） 

� 上海証券取引市場の上場

企業、銘柄「海油工程」、

銘柄コード「600583」。 

� 主に石油堀削プラットホ

ームの設置工事、設備の取

り付け、パイプの敷設等を

行ってきている 

� 2004年末から青島におい

て海洋構造物生産基地を

建設開始。 

� 海洋構造物製造メーカー

「海洋石油工程（青島）有

限公司」を設立。 

� 2006年 6月から海洋構造

物生産基地の建造工事（1

期目）が生産稼動開始。 

中国石油天然

気集団公司

（「中国石油」

と略称） 

中国最大の原油・天然ガス

のサプライヤーで、石油・

天然ガスの探査・開発・石

油精錬・化学工業、石油製

品の販売、石油・天然ガス

の貯蔵・輸送、石油貿易、

工事技術サービス及び石油

プラント製造等業務を一体

化した綜合的なエネルギー

グループとなっている。 

中国石油集団

海洋工程有限

公司（「中油海

洋」と略称） 

� 2004年、「中国石油」が

一部の海洋地域の探査・開

発権を取得してから、「中

石油海洋工程有限公司」を

設立した。 

� 現在、寧波、青島、盤錦に

おいて海洋構造物製造基

地を持っている。 

 

� 主にグループ内の需要製品を建造している。 

大手石油会社系列の海洋構造物製造メーカーは主にグループ内の需要製品

を建造している。例えば、「海油工程」は（「中国海油」の「海洋石油 921」、「海

洋石油 922」、「海洋石油 923」、「海洋石油 924」及び生産プラットホームを 2

基建造した。 
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2.2.4  民営造船所 

金融危機後の造船業の低迷を乗越えるため、多くの民営造船所は海洋構造物

分野に参入することにしている。 

 

� 近年、多くの民営造船所が海洋構造物分野に参入していきている。 

江蘇南通の韓通重工は 2005年創立され、主に 5～8万トン級の船舶を建造し

ているが、海洋構造物分野にも参入しており、中国国内民営造船所初の FPSO

を建造した。 

福建東南船廠は元福建省漁輪修造廠で、主に漁船と小型貨物船の建造をして

きたが、近年、海洋構造物分野に参入しており、2010年に海洋工事船を 23隻

も建造し、造船業界では建造実績の最も数の多い企業となっている。 

 

� 民営造船所は資金力・技術力が限られているため、海洋構造物の補助分

野に参入している。 

海洋構造物の建造はハイテクで、投資金額も高く要求されているため、中国

で建造能力のある民営造船所は少ない。 

中国の民営造船所は自らの弱点を避けるため、技術力の低い、投資金額の低

い海洋開発補助船の建造に専念している。例えば、福建東南船廠は海洋多目的

工事船の建造に専念している。 

また、海洋開発補助船はロット建造ができるので、民営造船所にとっては経

営しやすいメリットがある。例えば、福建東南船廠は多目的工事船を 100隻あ

まり建造しており、うち 59m型海洋多目的工事船の建造実績は 86隻に達して

いる。  
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2.3 設計・開発の現状 

 

中国における海洋開発プラント製品の設計・開発の現状は以下のとおり。 

 

� ジャッキアップ式掘削プラットホーム、FPSOの設計・開発力は成熟し、

2000年代半ばから基礎設計・詳細設計が可能。 

 ジャッキアップ式掘削プラットホーム 

中国は 1970 年代からジャッキアップ式掘削プラットホームの技術開発を行

っており、多くの変更設計や詳細設計を経験した。2000 年代半ばに入り、中

国で初めて自主設計したジャッキアップ式掘削プラットホーム「中油海 5 号」

は勝利石油管理局鑽井工芸研究院海洋工程装備研究所と CSSC708 研究所より

共同で開発・設計され、2007年に青島北船重工より建造された。その後、「中

油海 6/7/8/9/10号」が引き続き青島北船重工と大連船舶重工より建造された。 

 

さらに、中国石化系列の勝利石油管理局鑽井工芸研究院海洋工程装備研究所

が 2008年 11月にジャッキアップ式堀削プラットホーム「勝利 10号」を設計

し、全ての設計図が中国船級協会（CCS）審査センターより審査され、大連船

舶重工より建造された。 

 

また、中国石油系列の遼寧陸海石油装備研究院有限公司と遼河石油装備製造

総公司との共同開発により、中国初の完全な自主知識財産権を有する CP-300

ジャッキアップ式掘削プラットホームが 2011年末に建造された。CP-300ジャ

ッキアップ式掘削プラットホームは遼寧省の重大技術開発プロジェクトで、

2009年～2011年重点支援プロジェクトとして支援され、2009年 8 月から設計

開始し、基本設計（3次元モデリング及び計算を含む）、詳細設計、生産設計、

プロセス設計について全て自主的に行い、10 数項目の発明特許が取得され、

国産化率が 90%に達した。遼寧陸海石油装備研究院有限公司と遼河石油装備製

造総公司は現在、CP-400 ジャッキアップ式掘削プラットホームの設計・開発

に取り組んでいる。 

 

近年、グループ力・資本力の高い大手多元化「中央企業」の傘下企業もジャ

ッキアップ式掘削プラットホームの設計・開発に全力を挙げ、ジャッキアップ

式掘削プラットホームの自主設計を行っている。上海振華重工は 2010 年、世

界で有名な海洋堀削プラットホーム設計業者である米国 F&G社を買収し、元

米国 F&G社の設計グループよりジャッキアップ式堀削プラットホーム「振海

1 号」を設計し、現在建造中。中遠船務グループは「外脳」（海外からの海洋

構造物分野専門家・設計員）によりジャッキアップ式掘削プラットホームの自

主設計を行っている。 

 

 浮体式石油貯蔵積出設備（FPSO） 

中国における浮体式石油貯蔵積出設備（FPSO）の設計・開発は 1980年代半

ばごろから開始された。中国初の FPSO「渤海友誼」号が CSSC708研究所によ

り設計され、渤海湾の海面に氷がある地理的特徴に対応した、世界初の氷海域
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作業用 FPSOが設計・建造された。 

 

2000年代に入り、CSSC708研究所は中国第 2代の 15万トン級と 16万トン

級の FPSOを設計・開発した。CSSC 708研究所は「海上油田用浮体式石油生

産貯蔵船の設計・キーテクノロジに関する研究」により、国家科学技術部の「第

10次五カ年」計画期間の技術研究プロジェクトに入選し、FPSOの設計・建造

技術のマスターに努め、中国初の 30万トン級 FPSO「海洋石油 117」号を設計・

開発した。 

 

� 深海海洋構造物の設計・開発は、近年、進展。 

 半潜水式掘削プラットホーム 

中国海油は第 11次 5カ年計画期間中に深海への発展戦略を推進するため、

半潜水式掘削プラットホーム等深海用海洋構造物の整備計画を立てた。この結

果、中海石油研究中心、CSSC708 研究所、上海交通大学、中国科学院力学研

究所、大連理工大学、上海外高橋造船有限公司、大連船舶重工集団有限公司等

7社が「産・学・研」提携で、「3,000m深水半潜水式堀削プラットホーム主要

技術開発チーム」を構成し、深水半潜水式堀削プラットホーム設計技術、デー

タ分析技術、模型試験技術、建造技術の四つの技術分野に分けて全力を上げて

取り組み、位置固定動力試験技術、大型設備及び複雑なシステムの取付・調整・

試験技術、高強度と超高强度の大型厚板の溶接プロセス技術、半潜水式プラッ

トフォームの騒音予報と騒音低減技術等多くの最新のテクノロジーを解決し、

自主的知識財産権を持つ 3,000m深水半潜水式プラットホーム「海洋石油 981」

を設計・開発した。 

 

その他、中遠船務グループは半潜水式堀削プラットホームの詳細設計・生産

設計能力を有している。中遠船務グループには中遠船務技術センターが設置さ

れ、同センターには海洋構造物設計センターが設置されている。海洋構造物設

計センターは近年、OCTABUOY半潜水式プラットホームの詳細設計・生産設

計を実現し、GM4000半潜水式掘削プラットホームの生産設計を実現した。 

 

 深海掘削船 

中国における深海掘削船の詳細設計及び建造技術開発は中遠船務、上海船廠

及びハルビン工程大学深海工程技術研究センターが行っている。 

 

中遠船務はグループの海洋構造物設計センターと中遠船務（大連）の技術部

門と「深海掘削船開発チーム」を組んで、深海掘削船「Dalian Developer drillship」

の設計・開発を行っており、また、深海掘削船「Dalian Developer drillship」は

国家科学技術部、商務部、環境保護部及び国家品質監督検査検疫総局が共同実

施した「2011 年度国家重点新製品計画」に入選し、自主的創成製品として政

府からの支援を得ている。 

 

上海船廠は 2009 年からアメリカの船主向けに深海掘削船の一部を建造した

が、その後、建造経験をベースに 2年間を渡って、深海掘削船の建造技術を開

発し、現在、深海掘削船全体の詳細設計力と建造技術力を有している。 
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その他、ハルビン工程大学深海工程技術研究センターは 2007 年から深海掘

削船の基本設計を研究・開発してきており、現在、ある程度の深海掘削船の基

本設計力を有している。 

 

 深海物理探査船 

CSSC708研究所と上海船廠は作業水深 3,000mの 12Cables物理探査船「海洋

石油 720」の共同開発を行い、CSSC708研究所は詳細設計を行い、上海船廠は

生産設計・建造をそれぞれ担当した。 

 

 深水クレーンパイプ敷設船 

深水クレーンパイプ敷設船の設計・開発は中国「第 11 次五カ年」計画期間

中の国家級技術重大項目と「863計画」課題として支援されている。上海船舶

研究設計院は 3,000m 深水クレーンパイプ敷設船「海洋石油 201」の詳細設計

を、熔盛重工は「海洋石油 201」の生産設計をそれぞれ実施し、中国初の自主

的詳細設計・建造による自己推進能力及び DP-3動力位置固定システムを持つ

クレーンパイプ敷設船を建造した。 

 

� LNG-FPSOの設計・開発力はまだ弱く、今後の課題。 

中国では「第 11次五ヵ年」計画期間中（2005年～2010年）から浮体式液体

天然ガス貯蔵積出設備（LNG-FPSO）の研究開発を「第 11 次五ヵ年」計画優

先発展のメインテーマに入っており、CSSC708研究所を始め、大連船舶重工、

上海外高橋、大手石油会社系列の研究所と海油工程（青島）等は LNG-FPSO

の研究開発を行っているが、まだ、設計・建造実績がない。 

 

� 輸送船の設計・開発力は高く、基礎設計・詳細設計が可能。 

中遠船務はシャトルタンカーの自主設計・開発技術力を有しており、基礎設

計から、詳細設計及び生産設計、プロセス設計まで行うことができる。その他、

大連船舶研究院と大連造船所、広州船舶与海洋工程設計研究院と広船国際は詳

細設計、生産設計力を有している。 

 

� 海上風車取付船とジャケット等海上風力発電プラントの設計・開発力は

高く実績も多い。 

近年、風力発電分野は新エネルギーのひとつとして政府の推進政策の下で、

多くの企業が参入してきている。大手造船「中央企業」傘下の CSSC708 研究

所、上海佳豪船舶工程設計股份有限公司及び上海航盛船舶設計有限公司等の民

営船舶設計業者、大手多元化「中央企業」の中遠船務及び上海振華重工、南通

潤邦海洋及び道達重工等の民営企業は海上風車取付船とジャケット等海上風

力発電プラントを積極的に開発し、多くの新製品を自主設計した。 

 

CSSC708 研究所は早くから海上風車取付船の開発に従事し、2008 年から江

蘇龍源如東 150MW海上風力発電場用の海上風車取付船を開発し、その後、中

国初のジャッキアップ式海上風車取付船「海洋 38」号を自主開発・設計した。 

 

また、民営船舶設計業者の上海佳豪も早い時期から海上風車取付船の開発・
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設計を行い、2008 年、上海東海大橋海上風力発電モデルプロジェクト（風車

30 台）に「2x1200t ダブルブーム・可変振幅式クレーン船」を開発・設計し、

2011年には「双胴体海上風力発電工事専用船公司」を設計した。 

同じ民営船舶設計業者である上海航盛船舶設計は近年、海上風車専用取付プ

ラットホームを開発し、「第 1 回中国低炭素（エネルギー）創成大会」で「金

メダル」を受賞した。 

 

そのほかに、中遠船務グループは 2010年に自主知識財産権の持つ第 2世代

のジャッキアップ式風車取付船「MPI ADVENTURE」と「MPI DISCOVERY」

を設計・開発し、その後、引き続き第 3世代のジャッキアップ式マルチ機能風

車取付船「東安吉」を設計・開発した。現在、中遠船務グループは「超大型海

上風車取付作業プラットホーム」の開発を進んでおり、江蘇省科技庁から 1,500

万元のサポート資金が支援されている。 

上海振華重工は海上風力発電パイプ杭の取付工事に使用される 800t フル回

転クレーン船を自主設計・開発し、2011年 5月に建造した。 

 

民営企業の「道達重工」は 2008 年に天津大学と共同で「道達海上風電研究

院」を設立し、大型海上風車複合円筒型基礎構造とワンステップ式取付技術を

研究し、2010年 10 月、複合円筒型基礎構造を用いた海上風車サンプルのグリ

ット発電に成功。その複合円筒型基礎構造を中心となる海上風車ワンステップ

式取付技術を実用化させるため、道達重工は 2年間をかけて 7,000t海上風車ワ

ンステップ式起重輸送取付船を開発した。 
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3 海洋開発プラントの建造現状 

3.1 ジャッキアップ式掘削プラットホーム 

3.1.1 建造現状 

ジャッキアップ式堀削プラットホームは中国において早い時期に建造され

た海洋構造物であり、中国初めてジャッキアップ式堀削プラットホームを建造

したのは 1971年の「渤海 1号」で、長さ 60.4ｍ、幅 32.5ｍ、深さ 5ｍ、ボー

リング溝サイズ 10.5ｍ×10.8ｍ、作業水深 30ｍ、掘削最大深さ 4,000ｍ、満載

排水量 5700トン、喫水 3.3ｍ、4本円筒形の足が採られ、元大連造船所より建

造された。その後、1983年に「渤海 1号」をベースに、「渤海 5号」と「渤海

7号」が建造され、長さ 76ｍ、幅 46.6ｍ、深さ 5.5ｍ、ボーリング溝サイズ 11

ｍ×8.4ｍ、作業水深 40ｍ、掘削最大深さ 6,000ｍ、満載排水量 6400トン、喫

水 3.5ｍ、4本円筒形の足が採られ、また、DNVと ZCの船級協会の認証を取

得した。「渤海 1号」及び「渤海 5号」と「渤海 7号」の船主は全部中国海洋

石油総公司8（以下、「中国海油」）である。（以下表をご参照） 

2000年に入って、グローバル石油価格の高騰につれ、海洋資源の開発がとて

も重要なこととなり、中国の二大国家石油会社でる中国石油と中国石化も相継

いで海洋開発分野に参入した。2007 年から 2010 年にかけて、青島北海船舶重

工は中国石油に「中油海 5/6/7/8 号」の４基のジャッキアップ式堀削プラット

ホームを建造し、大連船舶重工は中国石油に「中油海 9/10号」の 2基、中国石

化に「勝利 10号」の 1基を建造した。大連船舶重工は 2006年から 2009年にか

けて更に中国海油に「海洋石油 937/941/942」の 3 基を建造し、うち「海洋石

油 941」の技術レベルが高く、作業水深 122ｍ、カンチレバー（cantilever）の

最大伸び 22.86ｍ、ボーリング用プラットホームの左右の横向け移動距離 4.57

ｍ、掘削深さ 9,000ｍ以上、一回固定すると 30以上の井戸をドリルすることが

でき、掘削機は世界で始めて全周波数変換駆動技術を使用し、中国初の高温高

圧井戸掘削能力の持つボーリング用プラットホームである。（以下表をご参照） 

2005 年 3 月、中国海油傘下の上場企業「海洋石油工程股份有限公司」は海

洋石油工程(青島)有限公司(以下、「海油工程（青島)」と称す）を設立し、海洋

開発プラントの製造を行う。海油工程（青島)は 2008 年年末から海洋石油

921/922/923/924 の 4 基のジャッキアップ式堀削プラットホームを同時に建造

し、中国初のロット生産で、プラットホームは安定的な三角形で、長さ 57.2

ｍ、幅 53.34ｍ、杭脚の長さ 94ｍ、作業水深 60.9ｍ、掘削最大深さ 6,000ｍ、

耐 12級台風、アメリカ船級協会 ABSと中国船級協会 CCSからの認証を取得

した。（以下表をご参照） 

 

海洋構造物製造業は国家の戦略的新興産業と明確した後、多くのメーカーが

                                                        
8 中国海洋石油総公司：「中国海油」、「中海油」とも称す。英文略号は「CNOOC」である。中央政府直

轄の大型国営企業で、中国第 3大の国家石油会社であり、中国最大の海洋石油・天然ガスのサプライヤ

ーである。1982年 2月設立。本社は北京にある。 
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ジャッキアップ式掘削プラットホームの建造分野に参入している。 

 

表 3-1：中国におけるジャッキアップ式掘削プラットホーム建造実績リスト 

プラント 

名称 

脚の形 

作業水

深 m 

掘削最大

深さ m 

建造基

準 

竣工年 メーカー 船主 

港海 1号 

（元渤海 1

号） 

4本円筒形

の杭脚 
30 4,000 / 1971年 大連造船所 中国海油 

渤海 5号 
4本円筒形

の杭脚 
40 6,000 

DNV、

ZC 
1983年 大連造船所 中国海油 

渤海 7号 
4本円筒形

の杭脚 
40 6,000 

DNV、

ZC 
1983年 大連造船所 中国海油 

渤海 9号 
4本円筒形

の杭脚 
40 6,000 

DNV、

ZC 
1984年 大連造船所 中国海油 

中油海 1号 

4本円筒形

の杭脚＋

靴 

25 4,500 CCS 1998年 大連造船所 中国石油 

中油海 5号 

3本円筒形

の杭脚＋

靴 

40 7,000 CCS 2007年 
青島北海船

舶重工 
中国石油 

中油海 6号 

3本円筒形

の杭脚＋

靴 

40 7,000 CCS 2007年 
青島北海船

舶重工 
中国石油 

中油海 7号 

3本円筒形

の杭脚＋

靴 

40 7,000 CCS 2009年 
青島北海船

舶重工 
中国石油 

中油海 8号 

3本円筒形

の杭脚＋

靴 

40 7,000 CCS 2009年 
青島北海船

舶重工 
中国石油 

中油海 9号 

3本円筒形

の杭脚＋

靴 

91.4 7,000 
ABS 、

CCS 
2008年 

大連船舶重

工 
中国石油 

中油海 10号 

3本円筒形

の杭脚＋

靴 

91.4 7,000 
ABS 、

CCS 
2009年 

大連船舶重

工 
中国石油 

勝利 10号 

3本円筒形

の杭脚＋

靴 

55 7,000 CCS 2010年 
大連船舶重

工 
中国石化 

海洋石油 936 

3本円筒形

の杭脚＋

靴 

106 9,000 
ABS 、

CCS 
2009年 

招商局重工

（深圳） 
中国海油 

海洋石油 937 

3本円筒形

の杭脚＋

靴 

106 9,000 
ABS 、

CCS 
2009年 

大連船舶重

工 
中国海油 
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プラント 

名称 

脚の形 

作業水

深 m 

掘削最大

深さ m 

建造基

準 

竣工年 メーカー 船主 

海洋石油 941 

3本円筒形

の杭脚＋

靴 

122 9,000 
ABS 、

CCS 
2006年 

大連船舶重

工 
中国海油 

海洋石油 942 

3本円筒形

の杭脚＋

靴 

122 9,000 
ABS 、

CCS 
2008 

大連船舶重

工 
中国海油 

海洋石油 921 

3本円筒形

の杭脚＋

靴 

61 6,000 
ABS 、

CCS 

2010年 

12月 

海油工程 

（青島） 
中国海油 

海洋石油 922 

3本円筒形

の杭脚＋

靴 

61 6,000 
ABS 、

CCS 

2010年 

12月 

海油工程 

（青島） 
中国海油 

海洋石油 923 

3本円筒形

の杭脚＋

靴 

61 6,000 
ABS 、

CCS 

2010年 

12月 

海油工程 

（青島） 
中国海油 

海洋石油 924 

3本円筒形

の杭脚＋

靴 

61 6,000 
ABS 、

CCS 

2010年 

12月 

海油工程 

（青島） 
中国海油 

MASTER 

DRILLER号 
/ 90 9,144 ABS 

2011年 

12月 
中集来福士 

Reignwood 

International 

Investment 

(Group)  

/ 
3本三角形

トラス脚 
90 9,000 CCS 

2011年 

12月 

遼河石油 

装備製造 
中国石油 

振海 1号 

3本円筒形

の杭脚＋

靴 

91.44 9,144 ABS 
2013年予

定 
振華重工 無し 

凱旋N407 / / / ABS 
2013年Ⅳ

期予定 

中遠船務 

（南通） 

シンガポール

KSEnergy 

凱旋N408 / / / ABS 
2014年Ⅰ

期予定 

中遠船務 

（南通） 

シンガポール

KSEnergy 

/ / / / / 
2014年Ⅰ

期予定 
上海外高橋 

Prospector 

Offshore 

Drilling 

S.A. 

/ / / / / 
2014年Ⅳ

期予定 
上海外高橋 

Prospector 

Offshore 

Drilling 

S.A. 

出典：資料の収集・まとめ 
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3.1.2 設計・開発 

中国においては CSSC708 研究所を始め、数社の研究所がジャッキアップ式

堀削プラットホームの設計・開発力を持っている。 

1971年に改造された中国初のジャッキアップ式堀削プラットホーム「港海 1

号」（渤海 1号）は CSSC708研究所(元船舶工業総公司 708研究所)より改造設

計され、その後、「港海 1号」（渤海 1号）をベースに、「渤海 5号」と「渤海

7号」の設計・開発を行った。 

青島北海船舶重工より建造された「中油海 5号」は勝利石油管理局钻井工芸

研究院海洋開発プラント研究所と CSSC708 研究所と共同で開発・設計された

ジャッキアップ式堀削プラットホームであり、中国初めて自主設計したラック

＆ピニオン（rack and pinion）でアップダウンするジャッキアップ式堀削プラ

ットホームで、長さ 75ｍ、幅 50ｍ、作業水深 4.5ｍ～40ｍ、最大掘削深さ 7,000

ｍ、一回固定すると 20の井戸をドリルすることができ、使用寿命 20年間であ

る。 

また、山東勝利石油管理局傘下の鑽井院海洋開発プラント研究所も海洋開発

プラントの設計・開発力を持ち、大連船舶重工が建造した「勝利 10 号」ジャ

ッキアップ式堀削プラットホームは 2008年 11月に鑽井院海洋開発プラント研

究所より設計され、全部の設計図は CCS審査センターより審査された。「勝利

10 号」は、3 本脚のカンチレバーのジャッキアップ式堀削プラットホームで、

鉄鋼質・非自己推進、リフター(lifter)装置は伝動ラック＆ピニオンリフトシス

テムが使用。作業水深 50ｍ、最大堀削深度 7,000ｍ、一回固定すると最大 30

の井戸をドリルすることができる。 

最近、海洋構造物分野の新規参入者は海洋構造物設計力の持つ海外設計業者

の買収を通じて、自らの設計力・開発力を高める。例えば、上海振華重工は

2010年、世界で有名な海洋堀削プラットホーム設計業者である米国 F&G社を

買収し、元米国 F&G社の設計グループよりジャッキアップ式堀削プラットホ

ーム「振海 1号」が設計され、現在建造されている。 

 

3.1.3 メーカーリスト 

表 3-2：ジャッキアップボーリングプラットホームメーカーリスト 

番号 建造メーカー名 企業分類 建造実績 

① 大連船舶重工＊ 大手造船「中央企業」 1971年の「渤海 1号」から 11

基を建造。 

② 青島北海船舶重工＊ 大手造船「中央企業」 中油海 5/6/7/8号 

③ 中遠船務（南通） 大手多元化「中央企業」 凱旋 N407/408（初船）建造中

④ 烟台中集来福士＊ 大手多元化「中央企業」 MASTER DRILLER号 

⑤ 海油工程（青島）＊ 大手石油会社 海洋石油 921/922/923/924 

⑥ 招商局重工（深圳）＊ 大手石油会社 海洋石油 936 

⑦ 遼河石油装備＊ 大手石油会社 CP-300建造中 
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⑧ 上海振華重工＊ 大手多元化「中央企業」 振海 1号（初船）建造中 

⑨ 上海外高橋造船＊ 大手造船「中央企業」 2基受注 

注：＊各メーカーの企業概況、施設状況及び建造実績については第 4章の「主要海洋開発

プラントメーカー」をご参照。 

 

 

 

 

3.2 半潜水式堀削プラットホーム 

3.2.1 建造現状 

半潜水式堀削プラットホームは中国においては 1984 年に始め建造され、プ

ラント名称は「勘探 3号」である。「勘探 3号」は 708研究所、上海船廠、地

質鉱産部海洋地質調査局より共同設計され、上海船廠より建造され、1973 年

11 月に建造のことが決められてから 1984 年 7 月に納品されるまでは 10 年も

かかって建造された。 

その後、建造されたのは 25年後の 2009年 1月で、大連船舶重工より建造さ

れ、世界最先端の第 6代堀削りプラットホームの基準に達し、プラットホーム

全長 111.6m、幅 66.4m、全高 120m、最大作業水深 3,000m、最大堀削り深度

10,668m、世界主要海域での作業要求に満たすことができる。プラットホーム

には設備 1,370台、パイプ長さ 60,000m、制御システムが世界最先端で、制御

スクリーン 400台ほど、ケーブル長さ 50万 mで、普通船舶の 10倍もある。 

2009年 6月、中遠船務（COSCO Shipyard）は自主知識財産権の持つ半潜水

式堀削プラットホームで、「SEVAN 650」（また、「SEVAN DRILLER」とも称

す）と称す。「SEVAN 650」は円筒型で、全高 135m、直径 84m、空積載の喫水

7.8m、甲板の積載重量 1.5万 t、15万バレルオイルの貯蔵能力を持ち、推進器

8台をもって位置固定し、世界最先端の超深水海洋堀削り貯蔵プラットホーム

である。 

2010 年、上海外高橋は自主知識財産権の持つ半潜水式堀削プラットホーム

「海洋石油 981」を建造した。「海洋石油 981」は世界最先端の第 6 代 3,000m

深水半潜水式堀削プラットホームで、2008年 4月から建造開始し、1年後、ド

ックに入って総組立がスタートし、5 カ月後、4 つの立柱ブロックの接続が実

現し、2010 年 2 月にドックアウトして艤装岸壁にて最終の調整・試験が行わ

れ、2010年 12月に正式に竣工・納品。「海洋石油 981」は設計重量 3万 t、甲

板全長114m、幅79m、高さ136m、ケーブル全長800Kmで、最大作業水深3,000m、

最大堀削り深さ 10,000である。 
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表 3-3：中国における半潜水式掘削プラットホーム建造実績リスト 

プラント 

名称 

作業水

深ｍ 

掘削最

大深さ

ｍ 

建造基準 竣工年 メーカー 船主 

勘探 3号  6,000 ABS 1984年 上海船廠 
上海海洋石

油局 

 3,000 10,668  2009年 1月
大連船舶

重工 

米国

NOBLE 

DRILLING 

 3,810 12,192 DNV 2009年 
中遠船務 

（南通） 

ノルウェー

SEVAN 

MARINE 

Cosl PIONEER 2,400 7,500 ABS 2010年10月
煙台中集

来福士 
中海油服 

海洋石油 981 3,000 10,000  2010年12月
上海外高

橋 
中国海油 

SSPANTANAL 2,400 7,500 ABS 2010年12月
煙台中集

来福士 

ブ ラ ジ ル

Schahin 

Frigstad D90 3,600 15,250 DNV 2010年12月
煙台中集

来福士 

イ タ リ ア

Saipem 

SS Amazonia 2,400 7,500 ABS 2011年 
煙台中集

来福士 

ブ ラ ジ ル

Schahin 

Cosl 

INNOVATOR 
750 7,500 DNV 2011年10月

煙台中集

来福士 
中海油服 

Cosl 

PROMOTER 
750 7,500 DNV 2012年 4月

煙台中集

来福士 
中海油服 

SEVAN 

BRASIL 
3,810 12,192 DNV 2012年 

中遠船務 

（南通） 

ノルウェー

SEVAN 

MARINE 

GM4000 3,000 11,000

DNV、

DSB、

PSA 

2012年 

中遠船務 

（舟山・

南通・啓

東） 

ノルウェー

MARACC 

Cosl 

PROSPECTOR 
1,500 7,600 DNV 2014年予定

煙台中集

来福士 
 

North Dragon 1,200 8,000 DNV 2014年予定
煙台中集

来福士 

ノルウェー

NSR 

注：ノルウェーNSR：ノルウェーNorth Sea Rigs As 

 

3.2.2 設計・開発 

中国では半潜水式堀削プラットホームの設計・建造技術を開発するため、中
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海石油研究中心、CSSC708 研究所、上海交通大学、中国科学院力学研究所、

大連理工大学、上海外高橋造船有限公司、大連船舶重工集団有限公司等 7社の

「産・学・研」提携で、「水深 3000m型半潜水式堀削プラットホーム主要技術

開発チーム」を構成し、深海半潜水式堀削プラットホーム設計技術、データ分

析技術、模型試験技術、建造技術の四つの技術分野に対して研究開発を行い、

動力位置固定模型試験技術、大型設備及び複雑システムの取付・調整・試験技

術、高強度と超高强度の大型厚板の溶接プロセル技術、半潜水式プラットフォ

ームの騒音予報と騒音低減技術等多くのデーテクノロジーを解決し、現在、自

主的知識財産権の持つ水深 3000m 型半潜水式プラットホームの設計・建造技

術を有している。 

中遠船務グループは半潜水式堀削プラットホームの設計・建造技術を所有し

ている。中遠船務グループには中遠船務技術センターがあり、中遠船務技術セ

ンターには海洋構造物設計センターが設置されている。海洋構造物設計センタ

ーは海洋構造物の詳細設計を担い、中遠船務グループ傘下の各地の支社は海洋

構造物の生産設計を担っている。半潜水式堀削プラットホーム分野の技術開発

は、主に中遠船務海洋構造物設計センターと中遠船務の南通と啓東支社の技術

部門より行われ、現在、多くの技術分野において自主的創成力と設計力を有し

ている。 

 

3.2.3 メーカーリスト 

表 3-4：半潜水ボーリングプラットホームメーカーリスト 

番号 会社名称 企業分類 建造実績 

① 烟台中集来福士＊ 大手多元化「中央企業」 5＋2隻 

② 上海外高橋造船＊ 大手造船「中央企業」 1 

③ 大連船舶重工（集団）＊ 大手造船「中央企業」 1 

④ 中遠船務（南通）＊ 大手多元化「中央企業」 2隻 

⑤ 中遠船務（啓東）＊ 大手多元化「中央企業」 1隻 

⑥ 上海船廠＊ 大手造船「中央企業」 1隻 

注：＊各メーカーの企業概況、施設状況及び建造実績については第 4章の「主要海洋開発

プラントメーカー」をご参照。 
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3.3 深海堀削船 

3.3.1 建造現状 

深海掘削船は中国において新しい海洋構造物として 2010年に「中遠船務（大

連）」より始めて建造され、現在、建造中で、2012年第 3四半期竣工する予定。

「中遠船務（大連）」より建造されている深海掘削船は「Dalian Developer 

drillship」（漢字訳名：「大連開拓者」）との名付けで、ドイツ DVB 銀行から受

注され、受注金額は 5.6億米ドルである。「Dalian Developer drillship」は中国初

の深海掘削船であり、全長 290m、型幅 50m、原油貯蔵量 100万バレル、作業

水深 3,050m、掘削最大深さ 12,000m、世界最先端な DP－3 動力位置固定シス

テムが搭載され、ノルウェー船級協会（DNV）に入籍予定。 

そのほかに、上海船廠は 2011 年 9 月にシンガポール Opus Offshore 社から

Tigerシリーズ深海掘削船を 2+2隻受注し、現在、建造準備をしている。Tiger

シリーズ深海掘削船は始めて中国の造船所で建造される掘削船で、作業水深

915mであるが、設計と建造上において 1,525mまでグレードアップでき、掘削

最大深さ 10,000m、設計排水量 43,000 トン、甲板負荷容量 10,000 トン、総可

変負荷容量 16,000トンで、アメリカ船級協会（ABS）に入籍予定。また、Tiger

シリーズ深海掘削船は CAMERON 水中と制御システムが使用され、掘削と生

産工事に用いられ、offline stand building機能が持ち、最新のディーゼルエンジ

ン推進システムが搭載され、自己航海能力を有する。上海船廠は詳細設計、船

体建造、重要設備の調達、設備の取付・調整・試験等を担当する。 

 

表 3-5：中国における深海掘削船建造実績リスト 

プラント 

名称 

作業水深

ｍ 

掘削最

大深さ

ｍ 

建造基

準 
竣工年 メーカー 船主 

Dalian 

Developer 

drillship 

3,050 12,000 DNV 
2012年第 3

四半期予定

中遠船務

（大連） 
ドイツ DVB 

Tiger シリー

ズ 
915 10,000 ABS 

2014年予

定 
上海船廠 

シンガポー

ル Opus 

Offshore 

Tiger シリー

ズ 
915 10,000 ABS 

2015年予

定 
上海船廠 

シンガポー

ル Opus 

Offshore 

「INO-80」

型 
   

2014年第 1

四半期予定

中遠船務

（大連） 

ノルウェー

Inocean 
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3.3.2 設計・開発 

中国においては中遠船務及び上海船廠等企業が深海掘削船の詳細設計・生産

設計、建造技術を持っている。 

中遠船務グループには中遠船務技術センターを構えており、中遠船務技術セ

ンターには海洋構造物設計センターが設置されている。海洋構造物設計センタ

ーは海洋構造物の詳細設計を担い、中遠船務グループ傘下の各地支社は海洋構

造物の生産設計を担っている。中遠船務はグループの海洋構造物設計センター

と中遠船務（大連）の技術部門と「深海掘削船開発チーム」を組んで、「Dalian 

Developer drillship」の設計・開発を行っており、また、深海掘削船「Dalian 

Developer drillship」は国家科学技術部、商務部、環境保護部、国家品質監督検

査検疫総局より共同実施される「2011年度国家重点新製品計画」に入選され、

自主的創成製品として政府からの支援を得ている。 

上海船廠は 2009 年からアメリカの船主に深海掘削船の一部を建造したが、

その後、その建造経験をベースに 2年間を渡って、深海掘削船の建造技術を開

発し、現在、深海掘削船全体の詳細設計力と建造技術力を持っている。 

そのほかに、ハルビン工程大学深海工程技術研究センターは 2007 年から深

海掘削船の基本設計を研究・開発してきており、現在、一定の深海掘削船の基

本設計力を持っている。ハルビン工程大学深海工程技術研究センターは 2005

年末に設立され、船曳航水槽（110m×7m×3.5m、长峰規則波と不規則波、最

高曳航速度 6.5m/s）、水平型循環水槽(作業区 4m×2m×1.5m、流速 0～2.0m/s、

無段階速度調節)、大型構造物疲労試験機（6ポイント協調負荷）、深水試験プ

ール（50m×30m×10m、風・波浪の複合効果をシミュレートできる）等施設

が整備されており、Harp、Hydrostar、Ariane等水動力系留システム計算ソフト、  

Shear7、ABAQUS 等ライザー分析計算ソフト、ANSYS、MARC、NASTRAN

等プラットフォーム構造計算ソフト等設計・開発用ソフトが導入されており、

アメリカ Technip社、SBM社、Worley Parsons Sea社、イギリス UCL大学、フ

ランス船級協会（BV）等からの専門家が招聘されており、万全な研究体制が

整備されている。 

 

3.3.3 メーカーリスト 

表 3-6：掘削船メーカーリスト 

番号 会社名称 企業分類 建造実績 

①  上海船廠＊ 大手造船「中央企業」 2隻建造準備中 

②  中遠船務（大連）＊ 大手多元化「中央企業」 1隻建造中 

注：＊各メーカーの企業概況、施設状況及び建造実績については第 4章の「主要海洋開発

プラントメーカー」をご参照。 
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3.4 浮体式石油貯蔵積出設備（FPSO） 

3.4.1 建造現状 

浮体式石油貯蔵積出設備（FPSO）は中国において初めて建造されたのは 1989

年 7 月の「渤海友誼」号である。1980 年代ごろ、中国海油は日本石油公団と

提携して、渤海湾において海上石油の探査作業を行い、「渤中 28-1油田」を発

見した。「渤中 28-1油田」を有効に利用するため、日中専門家は FPSOを建造

することにした。「渤海友誼」号は 1986 年初期からスタートし、CSSC708 研

究所(元船舶工業総公司 708研究所)より設計業務が担当され、ワンポイント系

留 FPSOが採用され、1987年 6月から上海滬東造船廠にて建造工事が開始し、

2年間の時間を経て、1989年 7月に建造工事が竣工した。「渤海友誼」号は全

長 215.62m、型幅 31.00m、高さ 17.60mで、積載トン数 52,000トン、排水量 10.50m

で、世界始めての氷海域作業用の FPSOである。同期船として上海滬東造船廠

は「渤海長青」号を建造した。 

 

その後、江南造船廠は積載トン数 57,500トンの FPSO「渤海明珠」号を建造

した。 

 

2000年代に入って、中国第 2代の 15万トン級 FPSO が CSSC708研究所よ

り設計され、大連新船重工より建造され、うち「渤海世紀」号は永久系留方式

が採用され、2001年 7月に竣工し、1年後、「南海奮進」号が竣工した。「南海

奮進」号は内部タレット式ワンポイント系留システムが採用され、中国これま

で設計・建造した技術力最高の FPSOである 。 

 

上海外高橋造船は 2003年 11月から竣工した「海洋石油 l11」を始め、「海洋

石油 l13」、「海洋石油 l17」等 3隻の FPSOを建造した。「海洋石油 l11」号は全

長 262.2m、型幅 46m、高さ 24.6m、石油貯蔵容量 100万バレル、内部タレット

式ワンポイント永久系留システムが採用され、建造期間は 16ヶ月である。「海

洋石油 l13」は「中国海油」と ConocoPhillips（中国）より共同で投資され、設

計と建造工事は CSSC708 研究所、上海外高橋造船、中海油海洋工程公司、中

海油渤海公司 4社より共同で完成され、全長 287.4m、型幅 51m、高さ 20.6m、

石油貯蔵容量 120万バレルで、建造期間がわずか 14ヶ月である。「海洋石油 l17」

は中国初の自主的設計・建造した 30 万トン級 FPSO で、ダブルディープ・ダ

ブルハル船体構造、全長 323m、型幅 63m、石油加工能力 197万バレル/日、石

油貯蔵容量 200万バレル、ソフトアーム式ワンポイント系留システムが採用さ

れ、固定海域で長期に系留する。 

 

煙台中集来福士は世界初の円筒型 SSP FPSO 「SEVAN PIRANEMA」号を建

造し、2006 年に船主のノルウェーSEVAN MARINE 社に納品した。「SEVAN 

PIRANEMA」は石油貯蔵能力 30万バレル、石油プロセス能力 3万 bpdを有す

る。その後、引き続き SSP-300 FPSO 「SEVAN HUMMINGBIRD」号と SSP-300 

FPSO 「SEVAN VOYAGEUR」号を建造した。 
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表 3-7：中国における浮体式石油貯蔵積出設備（FPSO）建造実績リスト 

プラント 

名称 
L × B× D（m） DWT 系留方式 竣工年 メーカー 船主 

渤海友誼 215.62×31×17.6 52,000 ソフトアーム式 1989年 7月
上海滬東

造船廠 

中 国 海

油 

渤海長青 221×31×17.6 52,000 ソフトアーム式 1990年 6月
上海滬東

造船廠 

中 国 海

油 

渤海明珠  57,500 ソフトアーム式 1993年 
江南造船

廠 

中 国 海

油 

渤海世紀 262.2×46×24.6 15万 ソフトアーム式 2001年 7月
大連新船

重工 

中 国 海

油 

南海奮進 262.2×46×24.6 15万 内部タレット式 2002年 7月
大連新船

重工 

中 国 海

油 

BELANAK 285.2×58×26 20万  2002年12月

大連新船

重工（一部

建造） 

ア メ リ カ

CONOC

O 

海 洋 石 油

l11 
262.2×46×24.6 15万 内部タレット式 2003年 7月

上海外高

橋造船 

中 国 海

油 

海 洋 石 油

l12 
/ 16万 ソフトアーム式 2004年 

大連新船

重工 

中 国 海

油 

海 洋 石 油

l13 
287.4×51×20.6 16.2万 ソフトアーム式 2004年 7月

上海外高

橋造船 

中 国 海

油 

海 洋 石 油

l15 
232.5×46×24.1 10万 内部タレット式

2007年 10

月 

青島北海

船廠 

中 国 海

油 

海 洋 石 油

l16 
 10万 内部タレット式  

大連新船

重工 

中 国 海

油 

海 洋 石 油

l17 
323×63×71 30万 ソフトアーム式 2007年 5月

上海外高

橋造船 

中 国 海

油 

SEVAN 

PIRANEM

A 

64.3×64.3×25   2006年 
煙台中集

来福士 

ノ ル ウ

ェ ー

SEVAN 

MARIN

E 

SEVAN 

HUMMING

BIRD 

65.15×64.3×27   2007年 
煙台中集

来福士 

SEVAN 

VOYAGEU

R 

65.15×64.3×27   
2007年 11

月 

煙台中集

来福士 

SEVAN300 

NO.4 （ on 

progress） 

65×65×64   2009年 6月
江蘇韓通

重工 

SEVAN 

DRILLE 

作業水深

3,810m 
  2009年 

中遠船務

（啓東・南

通） 

－ 53 －



 

プラント 

名称 
L × B× D（m） DWT 系留方式 竣工年 メーカー 船主 

FDPSO 

MPF—1000 
297×50×27   

2008年 12

月 

中遠船務

（大連） 

ノ ル ウ

ェ ー

MPF 

注 1：「大連新船重工」は 2005 年 12 月に「大連造船重工」と合併されて、現在の「大連

船舶重工集団有限公司」となった。 

注２：煙台中集来福士は「SEVAN PIRANEMA」号の船体と生活ブロックを建造したが、

「SEVAN PIRANEMA」号のトップサイドはオランダ KEPPEL VEROLME SHIPYARDより

建造された。 

注３：中遠船務（大連）はノルウェーMPF に FDPSO MPF—1000の船体を建造した。 

 

3.4.2 設計・開発 

中国においては CSSC708研究所は浮体式石油貯蔵積出設備（FPSO）の設計・

開発の基幹研究機関で、「渤海友誼」号を始め、「渤海奮進」号、「海洋石油 l12」

号～「海洋石油 l12」号等数隻の FPSOを設計・開発した。 

CSSC708研究所は早い時期の 1980年代半ばごろから FPSOの設計・開発を

取り掛かり、中国初の FPSO「渤海友誼」号を設計し、渤海湾の海面に氷があ

る地理特徴に対応して、世界初の氷海域作業用 FPSOの建造ができた。 

2000年代に入って、CSSC708研究所は中国第 2代の 15万トン級と 16万ト

ン級の FPSOを設計・開発した。CSSC 708研究所は「海上油田用浮体式石油

生産貯蔵船の設計・キーテクノロジに関する研究」をもって、国家科学技術部

の「第 10 次五カ年」計画期間の技術研究プロジェクトに入選され、FPSO の

設計・建造技術をマスターしようと努力してきた。その後、中国初の 30 トン

級 FPSO「海洋石油 117」号を設計・開発した。 

 

そのほかに、上海交通大学は「海洋工程国家重点実験室」として長期的に

FPSOに関するキーテクノロジの研究開発を行っており、例えば「浅水超大型

FPSOの動的応答に関する研究」、「超大型 FPSOのロードプロセスにおける安

定性分析」、「水深の超大型 FPSOの流力弾性応答への影響」等多くの研究開発

を行ってきている。 

 

また、大連新船重工や上海外高橋造船等有力造船所は数隻の FPSO建造実績

を持ち、FPSO の詳細設計・生産設計及び建造技術のレベルが高い。例えば、

上海外高橋造船には独立した海洋構造物設計部門が設置し、Tribon M2 及び

PDMS、ACAD等設計ソフトが整備され、設計員が 150人に達し、FPSO等海

洋構造物製品の詳細設計・生産設計を担っており、また、海洋構造物部をも構

えており、海洋構造物部には 250人おり、うち多くのキーマンはいままで建造

した 3隻の FPSOの設計・建造・調達・計画管理・品質安全管理等を担当して

きて、経験豊かで技術力が高い。 

 

 

－ 54 －



 

3.4.3 メーカーリスト 

表 3-8：浮体式石油貯蔵積出設備（FPSO）メーカーリスト 

番号 建造メーカー名 企業分類 建造実績 

① 上海滬東造船廠 大手造船「中央企業」 「渤海友誼」、「渤海長青」2隻 

② 江南造船廠 大手造船「中央企業」 「渤海明珠」1隻 

③ 
大連新船重工＊ 大手造船「中央企業」 「渤海世紀」、「渤海奮進」、「海

洋石油 112」、「海洋石油 116」4隻

④ 
上海外高橋造船＊ 大手造船「中央企業」 「海洋石油 111」、「海洋石油 113」、

「海洋石油 117」3隻 

⑤ 青島北海船舶重工＊ 大手造船「中央企業」 「海洋石油 115」1隻 

⑥ 

烟台中集来福士＊ 大手多元化「中央企

業」 

「SEVAN PIRANEMA」、SSP300

「 SEVAN HUMMINGBIRD 」、

SSP300「SEVAN VOYAGEUR」3

隻 

⑦ 江蘇韓通重工＊ 民営造船所 SSP300（非自航船）の船体 1隻 

⑧ 
中遠船務（南通）＊ 大手多元化「中央企

業」 

「SEVAN DRILLE」1隻 

注：＊各メーカーの企業概況、施設状況及び建造実績については第 4章の「主要海洋開発

プラントメーカー」をご参照。 
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3.5 輸送船-シャトルタンカー 

3.5.1 建造現状 

シャトルタンカーは海上油田とショアターミナルステーションまたは石油

精錬工場との間に定期的に往復する石油輸送船である。中国におけるシャトル

タンカー初船「LANXIDE KNUTSEN」の建造は 1980年代半ばごろに大連造船

廠より行われた。大連造船廠は 1984 年末にノルウェーKNUDSEN SHIPPING 

から 115,000DWT シャトルタンカーの建造を受注し、1985 年 6 月に起工し、

1986年 9月に進水し、1987年 1月に竣工・納品した。「LANXIDE KNUDSEN」

シャトルタンカーは全長 256m、型幅 46m、高さ 22.2mで、ダブルエンジン・

ダブルプロペラ・ダブル舵、自動動力位置固定システム、メインエンジンリモ

ートコントロールシステム、車軸高電圧発生器が搭載され、また、爆発防止、

火災防止、衛星ナビゲーター等設備が設置される。 

 

そのほかに、広州広船国際股份有限公司（以下、「広船国際」と称す）もシ

ャトルタンカーの建造実績がある。2007年、「広船国際」は「中国海油」傘下

の中海発展股份有限公司「以下、「中海発展」と称す」に 4隻の 52,500DWTシ

ャトルタンカーを建造した。当該 52,500DWTシャトルタンカーは全長 184m、

型幅 32.26m、高さ 18.9m、航海速力 14.6ノット、船室容量 5.85万 m
3
 、無制

限海域で、薄い氷のある氷海域で航行でき、燃焼オイル船室はダブルハルの保

護設計で、また、ヘルプシステム、永久検査通路、ヘリポート等特種施設が搭

載される。 

 

また、中遠船務（南通）は 2011年に 105,000 DWTシャトルタンカー、2012

年に 59,000 DWTシャトルタンカーを建造した。 

中遠船務（南通）が建造した 105,000 DWTシャトルタンカーはボウローデ

ィングシステム、DP-2 動力位置固定システム、可変ピッチメインプロペラ、

船首と船尾にそれぞれ伸縮型サイドプロペラ 1 台とパイプトンネル式サイド

プロペラ 1台が搭載され、自動ナビゲーション、無人エンジン室等システム機

能を持ち、複雑な海洋環境での海洋開発工事ができ、また、VOC（揮発性有

機化合物）削減排出システムが搭載され、環境汚染へのコントロールができる。 

 

 

表 3-9：中国における輸送船-シャトルタンカー建造実績リスト 

プラント 

名称 
L × B× D（m） DWT 入籍 竣工年 メーカー 船主 

LANXIDE 

KNUTSEN 
256×46×22.2 115,000 DNV 1987年 1月

大連造船

廠 

ノ ル ウ ェ ー

KNUDSEN 

SHIPPING 

瑞金潭 184×32.26×18.9 52,500 CCS 2007年 4月 広船国際 中海発展 

黎平潭 184×32.26×18.9 52,500 CCS 2007年 6月 広船国際 中海発展 
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プラント 

名称 
L × B× D（m） DWT 入籍 竣工年 メーカー 船主 

遵義潭 184×32.26×18.9 52,500 CCS 2007年 9月 広船国際 中海発展 

瀘定潭 184×32.26×18.9 52,500 CCS 
2007年 12

月 
広船国際 中海発展 

FORTALEZA 

KNUTSEN 
246×42×22.5 105,000 DNV 2011年 4月

中遠船務 

（南通） 

ノ ル ウ ェ ー

KNUDSEN 

SHIPPING 

DAN SABIA 207×32.2×19.5 59,000 DNV 2012年 1月
中遠船務 

（南通） 

デ ン マ ー ク

LAUNRITZEN 

TANKERS A/S

DAN CISNE 207×32.2×19.5 59,000 DNV 2012年 
中遠船務 

（南通） 

デ ン マ ー ク

LAUNRITZEN 

TANKERS A/S

「中燃 35」 

3,400DWT 

bunkering 

tanker 

87.6×15×7.1 3,400 CSS 2012年 2月
遼河石油

装備 
中国石油 

/ / 75,000 / / 
江蘇熔盛

重工 
上海北海船務

 

 

3.5.2 設計・開発 

中国においては、中遠船務はシャトルタンカーの自主設計・開発技術力を持

っており、基礎設計から、詳細設計及び生産設計、プロセス設計まで行うこと

ができる。そのほかに、大連船舶与海洋工程設計研究院と大連造船所、広州船

舶与海洋工程設計研究院と広船国際は詳細設計、生産設計力を持っている。 

大連船舶研究院は 1980年代に 11.5万 DWT、11.7万 DWT、11.8万 DWT等

三つの積載重量のシャトルタンカーを設計し、大連造船所と共同開発で 11.5

万 DWTのシャトルタンカーを建造した。 

中遠船務海洋構造物設計センターは早くから海外から海洋構造物の設計

員・専門家を招聘し、海洋構造物の設計・開発力が高く、10.5 万 DWT、5.9

万 DWTシャトルタンカーの基礎設計・詳細設計を行い、完全な自主知識財産

権を持っている。中遠船務海洋構造物設計センターのシャトルタンカー設計・

開発プロジェクトは 2009 年からスタートされ、自主開発新製品のプロジェク

トとして地方政府に支援される。例えば、5.9 万 DWT シャトルタンカー設計

開発は遼寧省海外開発チームの導入プロジェクトに入選され、それぞれ遼寧省、

大連市政府から 100万の補助金が支援された。 
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3.5.3 メーカーリスト 

表 3-10：輸送船-シャトルタンカーメーカーリスト 

番号 会社名称 企業分類 建造実績 

① 大連造船廠 大手造船「中央企業」 「LANXIDE KNUTSEN」1隻 

② 広船国際 大手造船「中央企業」 「瑞金潭」、「黎平潭」、「遵義

潭」、「瀘定潭」4隻 

③ 中遠船務（南通）＊ 大手多元化「中央企

業」 

「FORTALEZA KNUTSEN」、

「 DAN SABIA 」、「 DAN 

CISNE」3隻 

④ 遼河石油装備＊ 大手石油会社 「中燃 35」 

⑤ 江蘇熔盛重工＊ 民営造船所 1隻受注中 

注：＊各メーカーの企業概況、施設状況及び建造実績については第 4章の「主要海洋開発

プラントメーカー」をご参照。 
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3.6 浮体式液体天然ガス生産・貯蔵・積出施設（LNG-FPSO） 

3.6.1 建造現状 

浮体式液体天然ガス貯蔵積出設備（LNG-FPSO）は中国においてまだ建造実

績がない。 

 

3.6.2 設計・開発 

中国では「第 11次五ヵ年」計画期間中（2005年～2010年）から浮体式液体

天然ガス貯蔵積出設備（LNG-FPSO）の研究開発を「第 11 次五ヵ年」計画優

先発展のメインテーマに入っていた。近年、CSSC708 研究所を始め、大連船

舶重工、上海外高橋、大手石油会社系列の研究所と海油工程（青島）等は

LNG-FPSOの研究開発を行っているが、まだ、設計・建造実績がない。 

LNG-FPSOは「中国船舶工業第 12次５カ年発展計画」において「重大イノ

ベーション創出プロジェクト」として支援され、新たに策定された「産業構造

調整指導目録（2011年版）」にも奨励類製品として明確されている。 

 

3.6.3 メーカーリスト 

表 3-11：浮体式液体天然ガス貯蔵積出設備（LNG-FPSO）メーカーリスト 

番号 会社名称 企業分類 建造実績 

①  大連船舶重工＊ 大手造船「中央企業」 無し。開発中。 

②  上海外高橋造船＊ 大手造船「中央企業」 無し。開発中。 

③  海油工程（青島）＊ 大手石油会社 無し。開発中。 

注：＊各メーカーの企業概況、施設状況及び建造実績については第 4章の「主要海洋開発

プラントメーカー」をご参照。 
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3.7 海上風力発電プラント 

3.7.1 建造現状 

海上風力発電プラントは中国において大手多元化「中央企業」と民営造船所

より建造されている。 

 

江蘇韓通重工は 2009 年から南通海洋水建が建設している江蘇龍源如東

150MW海上風力発電場用の海上風車取付船を数隻建造し、2011年末に中国初

のジャッキアップ式海上風車取付船の建造に成功した。また、2011 年、同発

電場で設置する海上風力発電ジャケット建造分野に参入し、新たに大型 NCプ

レート曲げ機及び溶接生産ラインを増設して、海上風力発電ジャケットの建造

を行い、始めての製品は 2011年 9月に納品された。 

 

南通潤邦海洋は 2011年 1月から初船の海洋風力発電取付作業プラットホー

ムの建造工事を起工したが、施設が整備されていないため、一時的に船体の建

造を江蘇柏倫宝船業有限公司に外注したが、うまく行かず依然として自社建造

にして、納期を 4ヵ月も延ばしていた。 

 

 COSCO傘下の中遠船務は海洋構造物分野の建造力が高く、世界第 2代目の

海上風車取付船を設計して建造した。2011年 3月と 201110月に竣工され、オ

ランダVROONに引き渡された2隻のジャッキアップ式風車取付船は中遠船務

の自主設計・建造した世界第 2 代目の海上風車取付船で、DNV 船舶基準と

MODU 海洋構造物基準に達する。その後、中遠船務は引き続き世界 3 代目の

ジャッキアップ式マルチ機能風車取付船「東安吉」を中遠船務の啓東基地で建

造している。 

 

 道達重工は新エネルギー、海運業物流業、プラント製造を行っている道達集

団の傘下企業で、2007年に新設され、2011年 7月に自主設計・開発した世界

初の 7,000DWT海上風力発電ユニット一歩式取付船の建造工事が起工し、2012

年 7月に竣工予定をしている。 

 

表 3-12：中国における海上風力発電プラント建造実績リスト 

プラント 

名称 
プラント種類 竣工年 メーカー 船主 

海洋 29 海上風車取付船 2009年 9月 江蘇韓通重工 南通海洋水建 

三航風範 

2x1200tダブルブ

ーム・可変振幅

式クレーン船 

2009年 10月 乳山造船 中交第三航務 

/ 風車取付船 2010年 11月  中国石油 

MPI 

ADVENTURE 

ジャッキアップ

式風車取付船 
2011年 3月 中遠船務（啓東） 

オ ラ ン ダ

VROON 
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プラント 

名称 
プラント種類 竣工年 メーカー 船主 

龍源振華 

海上風力発電

800t フル回転ク

レーン船 

2011年 5月 上海振華重工 龍源振華海洋 

海洋 36 海上風車取付船 2011年 5月 江蘇韓通重工 南通海洋水建 

/ 
海上風力発電ジ

ャケット 
2011年 9月～ 江蘇韓通重工 南通海洋水建 

MPI DISCOVERY 
ジャッキアップ

式風車取付船 
2011年 10月 中遠船務（啓東） 

オ ラ ン ダ

VROON 

海洋 38 
ジャッキアップ式

海上風車取付船 
2011年 12月 江蘇韓通重工 南通海洋水建 

/ 
双胴体海上風力

発電工事専用船 
2012年 1月 靖江南洋船廠 武橋重工 

/ 

海洋風力発電取

付作業プラット

ホーム 

2012年 4月延期 南通潤邦海洋 南通盛東海洋 

東安吉 
ジャッキアップ

式風車取付船 
2012年 5月予定 中遠船務（啓東） 

デ ン マ ー ク

A2SEA A/S 

/ 

7,000DWT 海上

風力発電ユニッ

トワンステップ

式取付船 

2012年 7月予定 道達重工  

 

3.7.2 設計・開発 

中国においては近年、多くの企業が海上風力発電プラントの設計・開発に参

入してきている。 

� 大手造船「中央企業」傘下の研究所 

CSSC708 研究所は早くから海上風車取付船の開発に従事し、2008 年から江

蘇龍源如東 150MW海上風力発電場用の海上風車取付船を開発し、その後、中

国初のジャッキアップ式海上風車取付船「海洋 38」号を自主開発・設計した。 

� 民営船舶設計業者 

上海佳豪船舶工程設計股份有限公司は中国最初に深セン取引所創業ボード

に上場した船舶設計業者（銘柄「上海佳豪」、銘柄コード「300008」）で、早い

時期から海上風車取付船の開発・設計を行い、2008 年、上海東海大橋海上風

力発電モデルプロジェクト（風車 30台）に「2x1200tダブルブーム・可変振幅

式クレーン船」を開発・設計した。また、同社の設計した 2011 年「双胴体海

上風力発電工事専用船」は、杭付け、風車本体輸送、風車本体取付けと海上風

車組立等作業が可能で、海上風車取付コストを大幅に下げることができる。 

その他、上海航盛船舶設計有限公司は浚渫船、プラットホームサプライ船、

クレーン船、パイプ敷設船等特種工事船、海洋工事船を中心とした設計業者で
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あり、近年、海上風車専用取付プラットホームを開発し、「第 1 回中国低炭素

（エネルギー）創成大会」で「金メタル」を受賞した。航盛船舶設計が設計・

開発した海上風車専用取付プラットホームは、ジャッキアップ式プラットホー

ムと底部海底支持式プラットホーム（bottom-supported platform）をもって風車

取付方法を解決し、海上風車の取付ができ、建造コストが低下で、取付コスト

も大幅に下げることができる。 

 

� 大手多元化「中央企業」 

中遠船務海洋構造物設計センターは海洋構造物の基礎設計・詳細設計ができ、

設計・開発力が高い。中遠船務は 2010年に自主知識財産権の持つ世界第 2代

目のジャッキアップ式風車取付船「MPI ADVENTURE」と「MPI DISCOVERY」

を設計・開発し、その後、引き続き世界 3代目のジャッキアップ式マルチ機能

風車取付船「東安吉」を設計・開発した。現在、中遠船務は「超大型海上風車

取付作業プラットホーム」の開発を進んでおり、江蘇省科技庁から 1,500万元

のサポート資金が支援されている。 

 

その他、上海振華重工は海上風力発電パイプ杭の取付工事に使用される 800t

フル回転クレーン船を自主設計・開発し、2011年 5月に建造した。 

 

� 民営企業 

新エネルギー、海運業物流業、プラント製造を行っている道達集団の傘下企

業「道達重工」は 2008 年に天津大学と共同で「道達海上風電研究院」を設立

し、大型海上風車複合円筒型基礎構造とワンステップ式取付技術を研究し、

2010 年 10 月、複合円筒型基礎構造を用いた海上風車のグリット発電に成功。

複合円筒型基礎構造の中心となる海上風車ワンステップ式取付技術を実用さ

せるため、道達重工は 2年間をかけて 7,000t海上風車ワンステップ式起重輸送

取付船を開発した。 

 

3.7.3 メーカーリスト 

表 3-13：海上風力発電プラントメーカーリスト 

番号 会社名称 企業分類 建造実績 

① 

江蘇韓通重工＊ 民営造船所 「海洋 29」、「海洋 36」、「海洋 38」

等数隻取付船及びジャケット 

② 

中遠船務（啓東）＊ 大手多元化「中央企業」 「MPI ADVENTURE」、「MPI 

DISCOVERY」、「東安吉」等 3隻

③ 

上海振華重工＊ 大手多元化「中央企業」 「龍源振華」1隻 

④ 靖江南洋船廠 民営造船所 1隻 

⑤ 南通潤邦海洋 民営造船所 建造中 

⑥ 道達重工 民営造船所 建造中 

注：＊各メーカーの企業概況、施設状況及び建造実績については第 4章の「主要海洋開発

プラントメーカー」をご参照。 
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4 主要海洋開発プラントメーカー 

4.1 大连船舶重工（集団）有限公司 

4.1.1 企業概況 

 所在地：遼寧省大連市沿海街 1号（〒116005） 

 電話番号：0086-411-84482888 

 ＵＲＬ：http://www.dsic.cn 

 

特徴： 

� 大手造船「中央企業」CSIC傘下の有力造船所である。 

� 中国最も早い時期に海洋構造物建造分野に参入した造船所である。 

� FPSO、半潜水式堀削プラットホーム、ジャッキアップ式堀削プラット

ホーム等海洋構造物の建造力を持っている。 

� 2000年末に、中国造船所初の海洋構造物事業部を設立。 

� 2006年に、海洋構造物専用建造基地を建設。 

 

4.1.2 主要施設 

大連船舶重工は 2006 年から、大連市甘井子区において海洋構造物の専用建

造基地を建設し、うち海洋構造物建造用ドックは 2009年 7月に竣工した。 

 

表 4-1：大連船舶重工海洋構造物建造基地の施設状況 

所在地： 大連市甘井子区大連湾鎮前塩村 

敷地面積： 60万平米 海岸沿い岸線： 162ｍ 

艤装岸線： 460ｍ カンチレバー岸線： 162ｍ 

スリップウェー： 1基（6,000トン級） スリップウェーサイズ： 220ｍ×76.38ｍ 

ドック： 1基 ドックサイズ： 181ｍ×120ｍ×12.7ｍ 

同時建造能力： ジャッキアップ式堀削プラットホーム 4 基と半潜水式堀削プラットホーム 1

基、或いはジャッキアップ式堀削プラットホーム 6基 

出典：資料の収集・まとめ 
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4.1.3 建造実績 

表 4-2：大連船舶重工の海洋構造物建造実績リスト 

種類 
プラント名

称 
新造/改造 納期 船主 

ジャッキアップ式堀

削プラットホーム 
勝利 10号 新規建造 2010年 5月

中国石化集団勝

利石油管理局 

ジャッキアップ式堀

削プラットホーム 
海洋石油 937 新規建造 

2009 年 12

月 

中海油田服務股

份有限公司 

半潜水式深海堀削

プラットホーム 
 新規建造 2009年 1月

アメリカ NOBLE 

DRILLING 

ジャッキアップ式堀

削プラットホーム 
中海油 9号 新規建造 2009年 中国石油 

ジャッキアップ式堀

削プラットホーム 
中海油 10号 新規建造 2008年 中国石油 

JU2000E 型ジャッ

キアップ式堀削プ

ラットホーム 

海洋石油 942 新規建造 2008年 8月
中海油田服務股

份有限公司 

FPSO（23万トン級） 
インド油田で

使用 
 2001年受注 米国 Conoco 

ジャッキアップ式堀

削プラットホーム 
 新規建造 2007年 9月

米 国 NOBLE 

DRILLING 

FPSO 海洋石油 115 新規建造 2007年 9月 中国海油  

ジャッキアップ式堀

削プラットホーム 
勝利 5号 

改造（元米国建

造） 
2000年 中国石化 

ジャッキアップ式堀

削プラットホーム 

南海 1 号  

 

改造（元シンガ

ポール建造） 
1999年 中国海油 

BINGO9000 型半

潜水式堀削プラッ

トホーム 

2基 新規建造 1999年 

ノ ル ウ ェ ー 海

洋 堀 削 プ ラ ッ

トホーム会社  

BINGO9000 型半

潜水式堀削プラッ

トホーム 

2基 新規建造 1998年 

ノ ル ウ ェ ー 海

洋 堀 削 プ ラ ッ

トホーム会社  

ジャッキアップ式堀

削プラットホーム 
中海油 1号 新規建造 1998年 中国石油 

生活モジュール 西江 30-2 一部建造 1995年 3月
米 国 Phil l ips 

Petroleum 

生活モジュール 西江 24-3 一部建造 1994年11月
米 国 Phil l ips 

Petroleum 

ジャッキアップ式堀

削プラットホーム 
渤海 7 号  改造 1983年 中国海油 

ジャッキアップ式堀

削プラットホーム 
渤海 10号 

改造（元シンガ

ポール建造） 
1980年 中国海油 

－ 64 －



 

種類 
プラント名

称 
新造/改造 納期 船主 

ジャッキアップ式堀

削プラットホーム 
南海 4 号  

改造（元日本建

造） 
1978年 中国海油 

ジャッキアップ式堀

削プラットホーム 

港海 1 号  

（渤海 1 号）
改造 1971年 中国海油 

出典：資料の収集・まとめ 

 

� 「海洋石油 937」CJ46型ジャッキアップ式堀削プラットホーム 

 竣工日：2009年 12月 

 プラント主：中海油田服務股份有限公司 

 プラント図： 

 

 

 

CJ46 型ジャッキアップ式堀削プラットホ

ームは世界先端レベルの 350インチのジャッ

キアップ式堀削プラットホームで、平地造船

法より建造され、ABS と CCS から認証を取

得。長さ 65.25ｍ、幅 62ｍ、最大作業水深 106

ｍ、最大堀削深度 9,144ｍ。 

 

 

 

 

 

 

� 「海洋石油 942」JU2000E型ジャッキアップ式堀削プラットホーム 

 竣工日：2008年 8月 

 プラント主：中海油田服務股份有限公司 

 プラント図： 

 

「海洋石油 942」ジャッキアップ式堀削プラット

ホームは作業水深 122ｍ、最大堀削深度 9,144ｍ、

最大堀削作業条件の可変ロッド 3,766トン、カンチ

レバーの最大垂直オーバーハング 22.86ｍ、ボーリ

ング台の移動距離左右 4.57ｍ、最低設計温度-20度、

総設備容量 8,000kW、作業エリアは無制限のナビゲ

ーションエリアである。  

 

「海洋石油 942」は初めて平地で建造して傾斜ス

リップウェーで進水する建造プロセスで建造され

る。また、初めて沙石地でのブロック合併を試み、初めて重さ 2万トン以上の

プラットホームを平地で移動し、初めて立て杭とカンチレバーを移動してプラ
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ットホームに上がる合併方法を使用し、大型カンチレバーの合併がクレーンの

最大吊上げ能力に制限される問題を解決した。また、舶用クレーンがない状況

で、すべての水中取付け、水中試験及び杭脚を長く接する作業が完成した。 

 

� 「海洋石油 115」 FPSO 

 竣工日：2007年 7月 

 プラント主：中国海洋石油总公司文昌油田 

 プラント図： 

 

 

総長さ： 232.5ｍ トン級： 155,769ｔ 

喫水線長さ： 225.0 m 最大処理能力： 9,480ｍ
3
/日 

幅： 46ｍ 石油貯蔵量： 128,959ｍ
3
  

深さ： 24.1ｍ 作業水深： 123.3m 

設計喫水： 16ｍ 係留方式： SPM一点係留方式 

DWT： 121,223ｔ 設計寿命： 25年 

 

� 「大陸架 6号」 半潜水式深海掘削プラットホーム 

 竣工日：2009年 1月 

 プラント主：アメリカ NOBLE 

 プラント図： 

当該プラットホームの基本構造は 1986

年にロシアで建造された「大陸架 6号」

で、既存の構造をベースに新たに設計さ

れ、全長 111.6m、幅 66.4m、全高 120m、

最大作業水深 3,048m、掘削最大深度

10,668mで、世界各主要海域での作業条件

を満足。 

 

－ 66 －



 

4.2 南通中遠船務工程有限公司 

4.2.1 企業概況 

 所在地：江蘇省南通市中遠路 1号（〒226006） 

 電話番号：0086-513-8505620 

 ＵＲＬ：http://www.cosco-shipyard.com/ 

 

特徴： 

� 中国最大海運業者 COSCO管轄の大型船舶・海洋構造物の修繕・改造・

建造を行う「中遠船務」グループ傘下企業の一つ。 

� 「中遠船務」グループ傘下における海洋構造物建造実績の最も多い、

実力の最も高い企業。 

� 初の海洋構造物「超深水海洋钻探储油平台“SEVAN650”」の建造を

もって海洋構造物建造分野に参入。 

� 現在、ジャッキアップ式堀削プラットホーム、半潜水式深海堀削プラ

ットホーム、シャトルタンカー、FPSO、海上風車取付船等多品目の海

洋構造物を建造できる。 

� 南通中遠船務工程有限公司海洋工程技術開発センターが設置され、海

洋構造物の設計・開発に従事する国家級技術センターであり、設計・

技術者 400人、最先端設計ソフト・施設が整備されている。 

 

4.2.2 主要施設 

表 4-3：中遠船務（南通）建造基地の施設状況 

主要施設 数 

規格 
最大設計トン級 

（ＤＷＴ） 
クレーン 長さ

(m) 
幅(m) 

深さ

(m) 

ドック 2 
270 48 9.5 15万（浮きドック）

24t×1、22t×1 

15t×1、15t×1、

5t×1 

230 42 8 8万（浮きドック） 22t×1、5t×1 

艤装岸壁

（833m） 
4 

221 / -10.0 10万 32t×1 

264 / -10.0 15万 100t×1、40t×1 

200 / -7.5 10万 32t×1 

223 / -10.0 8万 40t×1、32t×1 

出所：資料の収集・まとめ 
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4.2.3 建造実績 

表 4-4：中遠船務（南通）の海洋構造物建造実績リスト 

種類 プラント名称 新造/改造 納期 船主 

ジャッキアップ式堀

削プラットホーム 
凱旋 N407 新規建造 

2013.Ⅳ期予

定 

シ ン ガ ポ ー ル

KSEnergy 

ジャッキアップ式堀

削プラットホーム 
凱旋 N408 新規建造 

2014.Ⅰ期予

定 

シ ン ガ ポ ー ル

KSEnergy 

半潜水式堀削プラ

ットホーム 

SEVAN 

BRASIL 
新規建造 2012年 3月 

ノ ル ウ ェ ー

SEVAN MARINE 

59,000DWT シャト

ルタンカー 
DAN CISNE 新規建造 2012年 

デ ン マ ー ク

LAUNRITZEN 

TANKERS A/S 

59,000DWT シャト

ルタンカー 
DAN SABIA 新規建造 2012年 1月 

デ ン マ ー ク

LAUNRITZEN 

TANKERS A/S 

105,000DWT シャ

トルタンカー 

FORTALEZA 

KNUTSEN 
新規建造 2011年 4月 

ノ ル ウ ェ ー

KNUDSEN 

SHIPPING 

多機能ジャッキア

ップ海洋工作プラ

ットホーム 

REMEDI 新規建造 2010年 6月 

ア メ リ カ

REMEDIAL 

OFFSHORE 

半潜水式深海堀削

プラットホーム 
 新規建造 2009年 

ノ ル ウ ェ ー

SEVAN MARINE 

SEVAN FPSO 
SEVAN 

DRILLE 

プロペラ搭

載 
2009年 11月

ノ ル ウ ェ ー

SEVAN MARINE 

深海パイプ敷設船  改装 2009年 12月  

 

� 「SEVAN BRASIL」半潜水式堀削プラットホーム 

 竣工日：2012年 3月 

 プラント主：ノルウェーSEVAN MARINE 

 プラント図： 
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「SEVAN BRASIL」は半潜

水式円筒型海洋掘削プラッ

トホームであり、水深 12,500

インチ（3,810m）とドリル

深 さ 40,000 イ ン チ

（12,192m）の掘削能力を持

つ。 

 

� 「DAN CISNE」59,000DWTシャトルタンカー 

 竣工日：2012年 

 プラント主：デンマーク LAUNRITZEN TANKERS A/S 

 プラント図： 

 

ダブルハルのパナマ型 DPⅡシャトルタン

カーで、2つの伸縮型フル回転プロペラと 1

つのシャフト・トンネル型プロペラ、ボウ

ローディングシステムが搭載され、全長

207m、型幅 32.2m、型深さ 19.5m、メイン

エンジン出力 9,480Kw、設計航海速力 13.9

ノット、自動ナビゲーション、自動位置固

定機能を持つ。ノルウェーDNVに入級。 

                     

 

� 「FORTALEZA KNUTSEN」105,000DWTシャトルタンカー 

 竣工日：2011年 4月 

 プラント主：ノルウェーKNUDSEN SHIPPING 

 プラント図： 
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全長 246.8m、型幅 42m、型深さ

22.5m、継続航海能力 13,500 海

里で、ボウローディングシステ

ム、DP-2動力位置固定システム、

可変ピッチメインプロペラ、船

首と船尾にそれぞれ伸縮型サイ

ドプロペラ 1 台とパイプトンネ

ル式サイドプロペラ 1 台が搭載

され、自動ナビゲーション、無

人エンジン室等システム機能を

持ち、複雑な海洋環境での海洋

開発工事ができ、また、VOC（揮

発性有機化合物）削減排出シス

テムが搭載され、環境汚染への

コントロールができる。 

                

 

 

 

 

� 「SEVAN DRILLE」FPSO 

 竣工日：2009年 11月 

 プラント主：ノルウェーSEVAN MARINE 

 プラント図： 

 

 

「SEVAN DRILLER」は世界初の第 6代目の半潜水式円筒型掘削・探査・石

油貯蔵プラットフォームであり、船体は中遠船務（啓東）で建造され、プロペ

ラは中遠船務（南通）で搭載され、全高さ 135m、直径 84m、無負荷喫水 7.8m、

甲板可変負荷 1.5万 t、石油貯蔵能力 15万バレルで、プロペラ 8台で位置固定

する。  
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4.3 中遠船務（啓東）海洋工程有限公司 

4.3.1 企業概況 

 所在地：江蘇省啓東市寅陽鎮中遠大道 1号（〒226269） 

 電話番号：0086-513-83763473 

 ＵＲＬ：http://www.cosco-shipyard.com/ 

 

特徴： 

� 中国最大海運業者 COSCO管轄の大型船舶・海洋構造物の修繕・改造・

建造を行う「中遠船務」グループ傘下企業の一つ。 

� 2008年「中遠船務」グループの海洋構造物生産基地として建設され、

敷地面積 100万平米である。 

� 2009年 4月、半潜水式円筒型掘削・探査・石油貯蔵プラットフォーム

「SEVAN DRILLER」（SEVAN FPSO）の船体の建造開始をもって生

産稼動開始。 

� 2012年から２期目建設工事（スライドウェー1基、艤装岸壁 1基、切

断加工及び部品工場、ブロック工場等生産施設）が開始。 

� 2期目建設工事竣工後の年間建造能力：海洋開発プラットフォーム 6

基、海洋開発プラットフォームブロック 10基、鋼材加工量 13万トン。 

 

4.3.2 主要施設 

表 4-5：中遠船務（啓東）建造基地の施設状況 

主要施設 数 
規格 

クレーン 
長さ(m) 幅(m) 深さ(m)

ドック 1 150 120 14.3 
600t×1、50t×1 

(ドック集積場クレーン：100t×1) 

スライド

ウェイ 
2 

/ 100 / 
200t×1 

(スライドウェイ集積場クレーン：50t×1) 

/ 70 / 
200t×1 

(スライドウェイ集積場クレーン：70t×1) 

艤装岸壁 / 1,200 / / 200t×1、40t×1、50t×1 

出所：資料の収集・まとめ 
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4.3.3 建造実績 

表 4-6：中遠船務（啓東）の海洋構造物建造実績リスト 

種類 プラント名称 新造/改造 納期 船主 

ジャッキアップ式

風車取付船 
東安吉 新規建造 2012年 3月予定

デンマークA2SEA 

A/S 

半潜水式深海堀削

プラットホーム 
GM4000 新規建造 2012年 

ノ ル ウ ェ ー

MARACC 

ジャッキアップ式

風車取付船 

MPI 

DISCOVERY 
新規建造 2011年 10月 オランダ VROON 

ジャッキアップ式

風車取付船 

MPI 

ADVENTURE 
新規建造 2011年 3月 オランダ VROON 

SUPER M2 自航式

ジャッキアップ式工

作プラットフォーム 

REMEDI 新規建造 2010年 6月 
アメリカ Remedial 

Offshore 

SEVAN FPSO 
SEVAN 

DRILLE 
船体建造 2009年 11月 

ノルウェーSEVAN 

MARINE 

出所：資料の収集・まとめ 

 

 

� 「GM4000」半潜水式深海堀削プラットホーム 

 竣工日：2012年（建造中、2012年 3月ドックアウト） 

 プラント主：ノルウェーMARACC 

 プラント図： 

 

2007年 3月にノルウェーMARACCから受注された GM4000」半潜水式深海

堀削プラットホームは中遠船務グループの傘下企業（舟山・南通・啓東）の 3

社より建造されている。 

� 2009年 11月、「GM4000」の二つの浮体と 4

つのコラム（立柱）は中遠船務（舟山）より

建造され、デッキモジュールは中遠船務（南

通）より建造。 

� 2010年 1月末、上記モジュールが中遠船務（啓

東）に曳航されてドックイン。 

� 2010年 7月、ドックアウトされて進水。 

� その後、「DF掘削パッケージ」、「SETBACK 

TOWER」、「OFFSHORE CRANE」、「HPU

油圧ユニット」等大型設備モジュールの調

達・卸し・吊上げが行われた。 

� 2011年 7月、「MUD MODULE」の吊上げが

順調に完成され、「GM4000」上部モジュール

の吊上げ作業が全部完成。 
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� 2012年 1月、システムMC後期のデバッグと

塗装のため、再びドックイン。 

� 2012月 3月、ドックアウト。 

 

 

 

 

� 「REMEDI」SUPER M2自航式ジャッキアップ式工作プラットフォー

ム 

 竣工日：2012年（建造中、2012年 3月ドックアウト） 

 プラント主：アメリカ Remedial Offshore 

 プラント図： 

 

世界初の自航動力システムのジャ

ッキアップ式海洋工作プラットフォ

ームで、中遠船務グループが海洋構造

物分野に参入してからの初の自社設

計・建造したジャッキアップ式海洋工

作プラットフォームであり、主に海洋

掘削プラットフォームの改修等サポ

ートサービスを行い、また、ジャッキ

アップ式クレーンプラットフォーム

として使用されて他の海上開発施設

に関連サービスを提供する。 

 

 

� 「SEVAN DRILLE」FPSO 

 竣工日：2009年 10月 

 プラント主：ノルウェーSEVAN MARINE 

 プラント図： 

 

SEVAN DRILLEは中遠船務（啓東）初の

海洋構造物であり、2009年 4月から建造さ

れ、2009年 10月に竣工。エンジンは中遠船

務（南通）で搭載される。 
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4.4 大連中遠船務工程有限公司 

4.4.1 企業概況 

 所在地：遼寧省大連市沿海街 1号（〒116005） 

 電話番号：0086-411-84482888 

 ＵＲＬ：http://www.cosco-shipyard.com/ 

 

特徴： 

� 中国最大海運業者 COSCO管轄の大型船舶・海洋構造物の修繕・改造・

建造を行う「中遠船務」グループ傘下企業の一つ。 

� 1992年に設立された修繕船所であるが、2007年に新造船分野に参入。 

� 敷地面積 120万平米、岸線 3,200m。 

� 年間修繕船能力：200隻。OBO、PCTC、VLCC、 VLOC、FPSO等船

型の修繕・改造力を持っている。 

� 2008年から５隻の FPSO改造実績があり、FPSO改造力が高い。 

4.4.2 主要施設 

表 4-7：中遠船務（大連）建造基地の施設状況 

主要施設 数 
規格 最大設計トン級 

（ＤＷＴ） 
クレーン 

長さ(m) 幅(m) 深さ(m)

ドック 3 

360 66 27 30万（浮きドック）
400t×1、200t×1

20t×1、30t×1 

270 48.5 22.5 15万（浮きドック）
200t×1、22t×1

10t×1 

240 40 11.8 8万（ドライドック）
200t×1、32t×1

15t×1 

艤装岸壁 

11 

（う

ち、修

繕専

用 8）

240 / -6.0 10万 40t×1、50t×1 

300 / -7.0 6万 32t×1 

250 / -5.0 工作用  

223 / -7.5 3.5万 30t×1 

330 / -7.0 15万 50t×2 

356 / -10.0 30万 50t×2 

353 / -7.5 17.5万（VLLC） 50t×2 

309 / -6.0 20万 50t×1 

270 / -6.0 艤装用  

252 / -6.0  艤装用 

180 / -5.0 3万 20t×1 

出所：資料の収集・まとめ 

－ 74 －



 

4.4.3 建造実績 

表 4-8：中遠船務（大連）の海洋構造物建造実績リスト 

種類 プラント名称 新造/改造 納期 船主 

深海掘削船 
Dalian Developer 

drillship 
新規建造 

2012年第 3四半

期予定 
ドイツ DVB 

深海掘削船 「INO-80」型 新規建造 
2014年第 1四半

期予定 
ノルウェーInocean 

FPSO NYSA 改造 2011年 10月 
ブラジル

PETROBRAS 

FPSO Diamond 改造 2011年 10月 日本MODEC 

FPSO 柏松 改造 2009年 6月 日本MODEC 

FPSO 旭日東昇 改造 2009年 5月 日本MODEC 

FDPSO / 船体建造 2008年 12月 ノルウェーMPF 

FPSO 太陽神松寿 改造 2008年 8月 日本MODEC 

 

 

� 「Dalian Developer drillship」深海掘削船 

 竣工日：2012年下期予定 

 プラント主：ドイツ DVB 

 プラント図： 

 

世界最大の深海掘削船、中国

初の深海掘削船であり、全長

290m、型幅 50m、原油貯蔵量

100万バレル、作業水深

3,050m、掘削最大深さ

12,000m、世界最先端な DP－

3動力位置固定システムが搭

載され、ノルウェー船級協会

（DNV）に入級予定。 
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4.5 煙台中集来福士海洋工程有限公司 

4.5.1 企業概況 

 所在地：煙台芝罘島芝罘東路 70号（〒264000） 

 電話番号：0086-535-6801451 

 ＵＲＬ：http://www.cimc-raffles.com/ 

 

特徴： 

� 1977に創立された元煙台造船廠。1994年～2008年の間はシンガポー

ル有名な海洋構造物企業家「章立人」より買収されて「来佛士造船所」

（Raffles Shipyard）となり、海洋開発補助船等海洋構造物の建造分野

に参入し、建造経験が豊かで、設計力・建造力が高い。 

� 2008年、中国最初のコンテナメーカー「中集集団」が「章立人」の出

資分を買収し、現在、「中集集団」のマジョリティー企業となった。 

� 中国最大の半潜水式堀削プラットホームの製造メーカー。 

� ジャッキアップ式プラットホーム、半潜水式プラットホーム、海洋開

発特種船等海洋構造物シリーズ製品の建造力を持っている。 

� 世界最大の 2万 t橋型クレーン及び 2万 t油圧機等を有し、海洋構造物

の総組立に有利。 

� 煙台、海陽、龍口に三つの海洋構造物製造基地を持っている。 

� 開発設計センターが設置され、国際化した開発設計グループが 720人

おり、うち高級研究者 3％、高級エンジニア 6％、海洋構造物専門家 2％

で、世界最先端な設計ソフトが整備され、基礎設計・詳細設計・工事

設計のレベルが高い。 

 

4.5.2 主要施設 

表 4-9：煙台中集来福士建造基地の施設状況 

主要施設 数
規格 最大設計トン級 

（ＤＷＴ） 
クレーン 

長さ(m) 幅(m) 深さ(m)

ドック 2 
380 120 14 

30万 

（ドライドック） 

2,000 t×1(世界最

大の橋型クレーン)

370t×2（門型） 

205 45 6 3.5万 200t×1 

艤装岸壁 9 1,100 / -18 / 

2,000 t×1（世界で

最も大きい岸壁タ

レット式クレーン、

アーム長さ 52m、

柱の直径 2.5m） 
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深水艤装岸壁はプロペラの水中取付け、傾斜試験等後期のデバッグ・試

験、プロペラ取付け後のプラットホームの停泊等に使用され、例えば、半潜

水式掘削プラットホーム「Cosl PIONEER」のプロペラの取付、Schahin

「SS-Pantanal」”のプロペラの取付実績等がある。 

杭脚建造工

場 
世界少数の自主的ジャッキアップ式掘削プラットホームの杭脚建造工場。 

4.5.3 建造実績 

表 4-10：煙台中集来福士の海洋構造物建造実績リスト 

種類 プラント名称 
新造/改

造 
納期 船主 

半潜水式掘削

プラットホーム 
North Dragon 

新 規 建

造 
2014年予定 ノルウェーNSR 

半潜水式掘削

プラットホーム 

Cosl 

PROSPECTOR 

新 規 建

造 
2014年予定  

半潜水式掘削

プラットホーム 
Cosl PROMOTER

新 規 建

造 
2012年 4月 中海油服 

ジャッキアップ

式掘削プラット

ホーム 

MASTER 

DRILLER 

新 規 建

造 
2011年 12月

Reignwood International 

Investment(Group) 

半潜水式掘削

プラットホーム 

Cosl 

INNOVATOR 

新 規 建

造 
2011年 10月 中海油服 

半潜水式掘削

プラットホーム 
SS Amazonia 

新 規 建

造 
2011年 ブラジル Schahin 

海上石油パイプ

敷設船 
CASTORONE 

船 体 建

造 
2011年 3月 イタリア Saipem 

D90 半潜水式

掘削プラットホ

ーム 

Frigstad D90 
新 規 建

造 
2010年 12月 イタリア Saipem 

半潜水式掘削

プラットホーム 
SSPANTANAL 

新 規 建

造 
2010年 12月 ブラジル Schahin 

半潜水式掘削

プラットホーム 
Cosl PIONEER 

新 規 建

造 
2010年 10月 中海油服 

FPSO 
SEVAN 

VOYAGEUR 

新 規 建

造 
2007年 11月

ノ ル ウ ェ ー SEVAN 

MARINE 

FPSO 
SEVAN 

HUMMINGBIRD 

新 規 建

造 
2007年 

ノ ル ウ ェ ー SEVAN 

MARINE 

FPSO 
SEVAN 

PRIANEMA 

新 規 建

造 
2006年 

ノ ル ウ ェ ー SEVAN 

MARINE 

3,800t クレーン

パイプ敷設船 
藍疆 

新 規 建

造 
2001年 中国海油 
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� 「MASTER DRILLER」ジャッキアップ式掘削プラットホーム 

 竣工日：2011年 12月 

 プラント主：Reignwood International Investment(Group) 

 プラント図： 

 

「MASTER DRILLER」の基礎設計はアメリカ

Friede&Goldman より行われ、詳細設計と工事設

計は全部煙台中集来福士より自主的に行われ、

中集来福士はジャッキアップ式掘削プラットホ

ーム杭脚の設計・建造の自主的知識財産権を持

っている。 

「MASTER DRILLER」は中集来福士の海陽基

地にてメイン船体が建造され、そして、中集来

福士の煙台基地にて総組立・デバッグ・試験が

行われ、全長59.745m、型幅55.78m、型深さ7.62m、

工作水深 90m、掘削作業深度 9,144m、工作中の

甲板可変負荷 4,080t、最大作業員数 110人、杭脚

長さ 125mで、アメリカ ABSに入級。 

 

� 「SS Amazonia」半潜水式掘削プラットホーム 

 竣工日：2011年 

 プラント主：ブラジル Schahin 

 プラント図： 

 

中国初の第 5 代半潜水式掘削プラットホ

ーム。基礎設計は Friede & Goldmanより

行われ、詳細設計・工事設計は中集来福

士より完成。全長 105m、型幅 73.1m、型

深さ 34m、作業水深 2400m、掘削水深

7,500mで、DP2動力位置固定システムが

搭載され、ドップドライブは最軽量であ

るが、負荷最大のトップドライブシステ

ムが使用。 
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� 「Frigstad D90」半潜水式掘削プラットホーム 

 竣工日：2010年 12月 

 プラント主：イタリア Saipem 

 プラント図： 

 

基礎設計は Frigstad Engineering Inc.よ

り行われ、詳細設計と工事設計は全部

中集来福士より完成。中国国内メーカ

ーは初めて詳細設計を自主的に担当。

ノルウェーDNVに入籍。 

「Frigstad D90」は全長 115m、型幅

78m、型深さ 42.4m、作業水深 3,600m、

掘削水深 15,250mで、DP3動力位置固

定システムが搭載され、元船主イタリ

ア Frigstad Discoverer Invest Ltdであっ

たが、資金の関係でイタリア Saipem

社に売却された。 

 

 

� 「COSL PIONEER」半潜水式掘削プラットホーム 

 竣工日：2010年 10月 

 プラント主：中海油服の全額資本子会社「COSL Drilling Europe AS」 

 プラント図： 

 

中国初の半潜水式掘削プラットホーム

（第 4代）。Global Maritime ASより設

計され、全長 104.5m、型幅 65m、型深

さ 36.85m、設計喫水 9.5～17.75m、作

業水深 70～750m、生存状態最大風速

51.5m/s、最大垂直掘削深度 7,500m、最

大可変甲板負荷 4,000t、最大居住人数

120 人で、掘削・修繕・居住等機能を

持ち、掘削ゼロ排出や汚水システムが

搭載され、環境にゼロ汚染ができる。
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4.6 上海外高橋造船有限公司 

4.6.1 企業概況 

 所在地：上海浦東新区外高橋洲海路 3001号（〒200137） 

 電話番号：0086-21-38864500 

 ＵＲＬ：http://www.chinasws.com/ 

 

特徴： 

� 1999に 5月に創立。中国船舶工業集団公司（CSSC）傘下の基幹造船

所。 

� 年間最大建造能力：700万 DWT（長興島造船（マジョリティ出資）を

含む） 

� 主要海洋構造物製品：15万 DWT、17万 DWTと 30万 DWT浮体式石

油貯蔵積出し設備（FPSO）、深水半潜水式掘削プラットホーム等。 

� 独立の海洋構造物設計グループが設置され、設計員が 150人おり、

Tribon M2及の PDMS、ACAD等設計ソフトを用いて海洋構造物の詳

細設計と生産設計を行っている。 

� 2008に 4月に全額資本子会社「上海外高橋造船海洋工程有限公司」

（SWS Offshore）が南匯区臨港新城重装備産業区にて設立。敷地面積

103万平米、岸線長さ 1,131m。2010年 4月に生産稼動開始。年間建造

目標：半潜水式掘削プラットホーム 2基、ジャッキアップ式掘削プラ

ットホーム 2基等。 

 

4.6.2 主要施設 

表 4-11：上海外高橋造船建造基地の施設状況 

主要施設 数 
規格 最大設計トン級

（ＤＷＴ） 
クレーン 

長さ(m) 幅(m) 

ドック 2 
480 106 300,000 600t×1 

540 76 300,000 600t×1、800t×1

艤装岸壁 4 1,726 / 300,000 60t×2、32t×4 

出所：資料の収集・まとめ 
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4.6.3 建造実績 

表 4-12：上海外高橋造船の海洋構造物建造実績リスト 

種類 プラント名称 
新造/改

造 
納期 船主 

ジャッキアップ

式掘削プラット

ホーム 

/ 新規建造
2014年Ⅳ期予

定 

Prospector Offshore 

Drilling S.A. 

ジャッキアップ

式掘削プラット

ホーム 

/ 新規建造
2014年Ⅰ期予

定 

Prospector Offshore 

Drilling S.A. 

3,000m深水半潜

水式掘削プラッ

トホーム 

海洋石油 981 新規建造 2010年 12月 中国海油 

FPSO 海洋石油 117 新規建造 2007年 5月 中国海油 

FPSO 海洋石油 113 新規建造 2004年 7月 中国海油 

FPSO 海洋石油 111 新規建造 2003年 7月 中国海油 

 

 

� 「海洋石油 981」3,000m深水半潜水式堀削プラットホーム 

 竣工日：2010年 12月 

 プラント主：中国海油 

 プラント図： 

 

世界最先端の第 6 代 3,000m

深水半潜水式堀削プラットホ

ームで、2008年 4月から建造開

始し、1年後、ドックに入って

総組立がスタートし、5カ月後、

4つの立柱ブロックの接続が実

現し、2010年 2月にドックアウ

トして艤装岸壁にて最終の調

整・試験が行われ、2010 年 12

月に正式に竣工・納品。「海洋

石油 981」は設計重量 3 万 t、

甲板全長 114m、幅 79m、高さ

136m、ケーブル全長 800Kmで、

最大作業水深 3,000m、最大堀

削り深さ 10,000である。 

 

 

 

 

－ 81 －



 

� 「海洋石油 117」30万トン級 FPSO 

 竣工日：2007年 5月 

 プラント主：中国海油 

 プラント図： 

 

 

中国最大の FPSO。中国初の自主的設計・建造した 30万トン級 FPSOで、ダ

ブルディープ・ダブルハル船体構造、全長 323m、型幅 63m、石油加工能力 197

万バレル/日、石油貯蔵容量 200 万バレル、ソフトアーム式ワンポイント系留

システムが採用され、固定海域で長期に系留する。ノルウェーDNVに入級。 

 

 

� 「海洋石油 113」16.2万トン級 FPSO 

 竣工日：2004年 7月 

 プラント主：中国海油 

 プラント図： 

 

「 中 国 海 油 」 と

ConocoPhillips（中国）より共

同で投資され、設計と建造工

事は CSSC708研究所、上海外

高橋造船、中海油海洋工程公

司、中海油渤海公司 4 社より

共同で完成され、全長287.4m、

型幅 51m、型深さ 20.6m、石

油貯蔵容量 120 万バレルで、

建造期間がわずか 14 ヶ月で

ある。 
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4.7 青島北海船舶重工有限責任公司 

4.7.1 企業概況 

 所在地：山東省青島市南区燕児島路 1号（〒266071） 

 電話番号：0086-532-5732233 

 ＵＲＬ：http:// www.bhshipyard.com.cn/ 

 

特徴： 

� 元青島北海造船所。中国船舶重工集団公司(CSIC)傘下の中堅造船所・

修繕所。 

� 2004年、造船所が元青島市内から青島海西湾に引越しされ、年間最大

建造能力が「新造船 200万 DWT、修繕船 200隻」に拡張。 

� 2010年、新造船竣工量 8隻/144万 DWT、中国造船所ランキング 13位。 

� 1986年、海洋構造物製造分野に参入。1988年、勝利油田浅海用歩行式

submersible drilling platformの建造に成功。 

� ジャッキアップ式掘削プラットホーム、10万トン級 FPSO、油井改修

プラットホーム、試験掘削プラットホームの建造実績がある。 

 

 

4.7.2 主要施設 

表 4-13：青島北海船舶重工建造基地の施設状況 

主要施

設 
数 

規格 
最大設計トン級 

（ＤＷＴ） 
クレーン 長さ

(m) 

幅

(m) 

深さ

(m) 

ドック 5 

530 125 12.8 

50万造船ドック 600t×2、120t×1、32t

×1、45t×2（30 万トン級

と共用） 

480 96 12.8 
30万造船ドック 600t×1、120t×1、32t

×1 

250 45 18 
10万修繕浮きド

ック 

20t×2 

360 78 13 

30万修繕ドック 80t×1（15 万トン級と共

用）、32t×1（15 万トン級

と共用）、32t×1、25t×1

325 58 13 15万修繕ドック 200t×1、32t×1、25t×1

艤装岸

壁 
3 

1680 / -9 / 25～60t×10 

660 / -9 / 40t×2  

250 / -5 / 25t×1 

出所：資料の収集・まとめ 
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4.7.3 建造実績 

表 4-14：青島北海船舶重工の海洋構造物建造実績リスト 

種類 プラント名称 新造/改造 納期 船主 

油井改修プラットホーム 中油海 62号 新規建造 2009年 4月 中国石油 

ジャッキアップ式掘削プ

ラットホーム 
中油海 8号 新規建造 2009年 4月 中国石油 

submersible drilling platform 中油海 33号 新規建造 2009年 4月 中国石油 

ジャッキアップ式掘削プ

ラットホーム 
中油海 7号 新規建造 2009年 中国石油 

jacket launch barge 海洋石油 229号 新規建造 2008年 2月 海油工程 

10万トン級 FPSO 海洋石油 115 新規建造 2007年 10月 中国海油 

ジャッキアップ式掘削プ

ラットホーム 
中油海 6号 新規建造 2007年 10月 中国石油 

ジャッキアップ式掘削プ

ラットホーム 
中油海 5号 新規建造 2007年 9月 中国石油 

試験掘削プラットホーム 中油海 63号 新規建造 2007年 1月 中国石油 

油井改修プラットホーム 遼河作業 1号 新規建造 2004年 9月 遼河油田 

浅 海 歩 行 式 submersible 

drilling platform 
勝利 2 号 新規建造 1988年 9月 中国海油 

 

 

� 「中油海 8」ジャッキアップ式掘削プラットホーム 

� 「中油海 33」submersible drilling platform 

 竣工日：2009年 4月 

 プラント主：中国石油 

 プラント図： 

 

「中油海 33号」は中国石油集団

海洋工程公司より設計。全長

74.4m、型幅 36.4m、型深さ 5.2m、

主に 10m 以内水深の海上石油掘削

作業、試験・改修作業に使用。 

 

「中油海 8 号」は 2007 年 10 月

から起工され、全長 75m、型幅

49.8m、最大作業水深 40m、最大掘

削深さ 7,000mである。 
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� 「中油海 5」ジャッキアップ式掘削プラットホーム 

 竣工日：2007年 10月 

 プラント主：中国石油 

 プラント図： 

 

中国初の「gear-rack jacking system」付け

のジャッキアップ式掘削プラットホーム

で、中国石油が 2005 年 11 月から勝利石油

管理局钻井工芸研究院とCSSC708研究所と

提携して設計を行い、2006年 5月に中国船

級協会(CCS)より審査され、2006 年 9 月に

建造工事が起工。 

「中油海 5」は 3本脚のジャッキアップ・

カンチレバー式掘削プラットホームで、作

業水深 4.5m～40m、三角形平面で、全長

54m、型幅 49m、型深さ 5.2m、曳航喫水 3.2m、

CCS基準に従って設計され、CCSに入級。

 

 

 

� 「海洋石油 115」10万トン級 FPSO 

 竣工日：2007年 10月 

 プラント主：中国海油 

 プラント図： 

 

詳細設計は CSSC708研究所より

担当され、フランス船級協会

（BV）に入籍。全長 232．5m、

型幅 46m、型深さ 24．1m、設計

喫水 16m。2006年 3月から起工。
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4.8 上海振華重工（集団）股份有限公司 

4.8.1 企業概況 

 所在地：上海市浦東南路 3470号（〒200125） 

 電話番号：0086-21-5839-6666 

 ＵＲＬ：http://cn.zpmc.com/ 

 

特徴： 

� 世界最大の港コンテナ機械と鉱石石炭等バラ積み貨物のロード・アン

ロード機械メーカー。世界市場シェア 75％以上。 

� 揚子江口の長興基地において中国最大の重型プラント製造工場を持ち、

敷地面積 304万平米、深水岸線 4.65Km、耐荷重岸壁 5.4 Kt。 

� 上海証券取引市場の上場企業、銘柄「振華重工」、銘柄コード「600320」。 

� 2009年 3月に「海洋工程部」の設置をもって海洋構造物分野に参入。 

� 現在、大型クレーン船、パイプ敷設船、掘削プラットホーム等海洋構

造物の建造実績を有する。 

� 2009年 8月、上海振華海洋工程設計研究院が設立され、技術者が 92

人おり、うち研究員 9人、高級エンジニア 16人、博士 7人いる。 

� 2011年 7月、上海振華重工初の自主設計した 300インチ海上ジャッキ

アップ式掘削プラットホーム「振海 1号」が起工。現在、建造中。 

 

4.8.2 主要施設 

上海振華重工は上海の長興島、江蘇の南通、江陰等地域において 8つの生産

基地を構えており、うち上海長興基地と江蘇南通基地では海洋構造物の建造業

務を行っている。 

以下、上海長興基地と江蘇南通基地の主要施設状況を紹介する。 

 

【上海長興基地の施設状況】 

� 敷地面積 304万平米、うち工場 78万平米、岸線 4.65Km。年間最大生産

能力：岸壁コンテナガントリークレーン 280台、鉄鋼構造物 47万 t。 

� 大型フローティングクレーン 3台、うち 1600t2台、2200t1台。 

� 耐荷重 5.4 Ktの重型岸壁 1基、コンテナガントリークレーン総組立岸壁

7基、全長 2,390m。 

� 重型工場 10,200平米、うち 400t重型走行クレーン 8台、工場高さ 28m、，

地上耐荷重 2000t。 

� 大型シールド、大型造船所用門型クレーン、掘削プラットホーム、ジャ

ケット、工事船、大型フローティングクレーン、海上風力発電タワー等

鉄鋼構造物を主とした重型プラントの建造・取付・輸送ができる。 
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【江蘇南通基地の施設状況】 

� 上海振華重工の南通子会社「南通振華重型装備製造有限公司」として 2006

年に設立されている。 

� 敷地面積 180万平米、建築面積 55万平米、うち一般構造物工場 14.4万平

米、重型鉄鋼構造物工場 4.8万平米。 

� 海洋構造物製造専用敷地面積 6.9万平米、総耐荷重能力 27万 t、1,200t門

型クレーン 2台、船舶、掘削プラットホーム等大型鉄鋼構造物の総組立が

できる。 

� 総岸線 2.9Km、うち耐荷重岸壁 2 Km。大型フローティングクレーン 8基、

起重最大重量 4,000t、吊り高さ 110m。 

 

4.8.3 建造実績 

表 4-15：上海振華重工の海洋構造物建造実績リスト 

種類 
プラント

名称 

新造/改

造 
納期 船主 

ジャッキアップ式掘

削プラットホーム 
振海 1号 新規建造 2013年予定 無し 

3,800t クレーンパイ

プ敷設船 
/ 新規建造

2012年 7月予

定 

アブダビ国営石油建設

会社 

海上風力発電 800t フ

ル回転クレーン起重

船 

龍源振華 新規建造 2011年 5月 龍源振華海洋 

3,000t クレーンパイ

プ敷設船 
/ 新規建造 2011年 シンガポール船主 

3,000t クレーンパイ

プ敷設船 
/ 新規建造 2011年 シンガポール船主 

4,400t クレーンパイ

プ敷設船 
/ 新規建造 2010年 9月 スペイン船主 

8,000t 浮体式クレー

ン 
Samsung 5 新規建造 2010年 11月 韓国 Samsung重工 

3,000t クレーンパイ

プ敷設船 
Fortu na 新規建造 2010年 7月 ルクセンブルクMCS 

1,200t 浅海パイプ敷

設船 

海洋石油

202号 
新規建造 2009 年 7 月 海油工程 

1,700 t 浮体式クレー

ン 
/ 新規建造 2009 年 1 月 アメリカ AB/F 

大型浮体式クレーン

3 基 
/ 新規建造 2008 年 11 月 フランス GMP  

フル回転クレーン船 藍鯨 新規建造 2008 年 5 月 海油工程 
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� 「振海 1号」ジャッキアップ式掘削プラットホーム 

 竣工日：2013年予定 

 プラント主：無し 

 プラント図： 

 

上海振華重工初めての自主設計・建造する 300

インチ（91.44m）SuperM2 型ジャッキアップ式

掘削プラットホームで、掘削・油井補完・改修

作業等機能を有し、最大作業水深 300 インチ

（91.44m）、掘削深さ 30000 英尺（9,144m）、甲

板可変負荷 2,722t、メキシコ、ペルシャ湾、東南

アジア地域等海域作業に適する。アメリカ ABS

に入籍予定。 

上海振華重工は多くの自主設計項目を持ち、

例えば、杭脚は典型的な K 型構造型で、ジャッ

キアップ装置、ロック装置、スリップシステム、

甲板クレーン等主要設備は自主設計・建造。 

全長 59.74m、型幅 55.78m、型深さ 7.62m、構

造喫水 4.8m、杭脚全長 125.28m、カンチレバー

最大オーバーハング距離 17.526m。 

 

 

� 「龍源振華」海上風力発電 800tフル回転クレーン起重船 

 竣工日：2011年 5月 

 プラント主：江蘇龍源振華海洋工程有限公司 

 プラント図： 

 

中国初の潮間帯海域で作業

する重量最大の風力発電作業

専用船。上海振華重工より独

立設計・建造され、全長 99m、

型幅 43.2m、型深さ 6.5m、江

蘇如東 15 万 Mw 海上風力発

電場の建設工事に使用され

る。 
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4.9 海洋石油工程（青島）有限公司 

4.9.1 企業概況 

 所在地：青島経済技術開発区海西湾西岸（〒266555） 

 電話番号：0086-532-8675-8165 

 ＵＲＬ：http://www.cnoocengineering.com/ 

 

特徴： 

� 中国第 3大の国家石油会社、中国最大の海洋石油・天然ガスのサプラ

イヤーである「中国海油」傘下の「海洋石油工程股份有限公司」（上

海証券取引市場の上場企業、銘柄「海油工程」、銘柄コード「600583」）

の子会社、有力な海洋構造物製造メーカー。 

� 敷地面積 90万平米、岸線 1,208m。年間最大生産能力鋼材 20万～25

万 t。 

� 主に「中国海油」グループ内の需要製品を建造している。 

� 主要製品：海上油田プラットホームジャケット、ジャッキアップ式掘

削プラットフォーム、FPSO上部モジュール、3万トン級ジャケット進

水専用はしけ等。 

4.9.2 主要施設 

表 4-16：海油工程（青島）建造基地の施設状況 

主要施設 数 

規格 
最大設計トン級 

（ＤＷＴ） 
クレーン 長さ

(m) 
幅(m) 

深さ

(m) 

スリップ

ウェー 
4 

300 / / 4,000 

600t×1等数台 
300 / / 12,000 

270 / / 8,000 

340 / / 30,000 

ドック 1 420 110 13.9 30万 800t×1 

艤装岸壁  1,645 / 10～12 / 50t×1等数台 

敷地面積 120万平米。 

鋼材加工 年間最大 20万ｔ。 

出所：資料の収集・まとめ 
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4.9.3 建造実績 

表 4-17：海油工程（青島）の海洋構造物建造実績リスト 

種類 プラント名称 新造/改造 納期 船主 

海上油田プラットホー

ムジャケット 
麗水 36-1 新規建造 

2012年 5月

予定 
中国海油 

海上油田プラットホー

ムジャケット 
荔湾 3-1 新規建造 2011年 9月 中国海油 

Mock-upモジュール / 
モジュール

建造 
2011年 8月 Norway Kvaerner

200ft ジャッキアップ式

掘削プラットホーム 
海洋石油 921 新規建造 

2010年 12

月 
中国海油 

200ft ジャッキアップ式

掘削プラットホーム 
海洋石油 922 新規建造 

2010年 12

月 
中国海油 

200ft ジャッキアップ式

掘削プラットホーム 
海洋石油 923 新規建造 

2010年 12

月 
中国海油 

200ft ジャッキアップ式

掘削プラットホーム 
海洋石油 924 新規建造 

2010年 12

月 
中国海油 

FPSO 
PYRENEES 

VENTURE 
VLCC改造 2009年 

AustraliaBHP 

BILLITON 

FPSO上部モジュール / 
モジュール

建造 

2008年 11

月 

MODEC 

Australia 

海上油田プラットホー

ムジャケット（アジア

最大） 

番禺 30-l 新規建造 2008年 4月 中国海油 

3 万トン級ジャケット

進水専用はしけ 
海洋石油 229 新規建造 2008年 2月 中国海油 
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� 「海洋石油 921」200ftジャッキアップ式掘削プラットホーム 

 竣工日：2010年 12月 

 プラント主：中国海油 

 プラント図： 

海油工程（青島）始めてのジャッキア

ップ式掘削プラットフォームの建造

で、 Friede & Goldman Model L780 

MODⅡより設計され、三角形構造で、

最大作業水深 60.9m、最大掘削深度

6,000m。2008年 10月に起工。 

全長 57.2m、型幅 53.34m、型深さ

7.62m、杭脚全長 94m、カンチレバー

最大オーバーハンド距離 12.2m。 

ABS & CCSに入級。 
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4.10 遼河石油装備製造総公司 

4.10.1 企業概況 

 所在地：盘锦市興隆台区迎賓路 32号（〒124010） 

 電話番号：0086-427-7288735 

 ＵＲＬ：http://www.cplec.com/ （本社ウェブ、ご参考） 

 

特徴： 

� 中国最大の原油・天然ガスのサプライヤーである中国石油グループ所

轄の遼河装備集団有限公司の傘下プラント製造メーカー。 

� 主要製品：海洋開発プラットホーム、海洋開発工事船、陸上石油プラ

ント、風力発電プラント、港及海洋開発プラント用クレーン、電気制

御プラント。 

� 年間最大生産能力：海洋開発プラットホーム 4基、海洋開発工事船 10

隻、石油掘削プラント 400台、大中型リグ 70台。 

4.10.2 主要施設 

表 4-18：遼河石油装備建造基地の施設状況 

主要施設 数 

規格 
最大設計トン級

（ＤＷＴ） 
クレーン 長さ

(m) 
幅(m)

深さ

(m) 

スリップ

ウェー 
2 

/ / / 30,000 300t×1（門型） 

/ / / 50,000 500t×1（門型） 

艤装岸壁 1 / / / / 650t×1（クローラ型）

敷地面積 80万平米。 ブロック加工工場 4万平米。 

岸線 950m。 鋼材加工工場 1,800平米。 

鋼材加工 年間最大 15万ｔ。 塗装工場 1.8万平米。 

出所：資料の収集・まとめ 

 

4.10.3 建造実績 

表 4-19：遼河石油装備の海洋構造物建造実績リスト 

種類 プラント名称
新造/改

造 
納期 船主 

3400t bunkering tanker 中燃 35 新規建造 2012年 2月 中国石油 

CP-300 ジャッキアップ式

掘削プラットホーム 
/ 新規建造 2011年 12月 中国石油 

風車取付船 / 新規建造 2010年 11月 中国石油 
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種類 プラント名称
新造/改

造 
納期 船主 

浅海エアガンソースオプレ

ーティング船 
海豹 6号 新規建造 2009年 中国石油 

浅海石油プラットホーム 航工平 1号 改造 2008年 中国石油 

12600DWTプロダクトタン

カー 
昆侖油 106 新規建造 2006年 中国石油 

作業プラットホーム 遼河作業 1号 新規建造 2003年 中国石油 

試験石油回収プラットホー

ム 

遼河試采 2 号

平台 
新規建造 2004年 中国石油 

試験石油回収プラットホー

ム 

遼河試采 1 号

平台 
新規建造 1994年 中国石油 

 

 

� CP-300ジャッキアップ式掘削プラットホーム 

 竣工日：2011年 12月 

 プラント主：中国石油 

 プラント図： 

 

 
 

中国初の完全な自主知識財産権の持つ CP-300ジャッキアップ式掘削プラッ

トホームで、遼寧陸海石油装備研究院有限公司と遼河石油装備製造総公司と共

同設計される。 

CP-300 ジャッキアップ式掘削プラットホームは世界無制限航海区で作業で

き、作業水深 300ft、最大掘削作業深さ 9,000mである。カンチレバーターンテ

ーブルセンターの最大オーバーハング 15.24m、掘削台の左右横向き移動幅各

4.57m、1度場所で 15の井戸を掘削できる。 

船体型長さ 60.98m、型幅 55.78m、型深さ 7.62m、杭靴を含んだ杭脚の全長

125.3m。設計定員 110人、使用寿命 25年。 

CP-300 ジャッキアップ式掘削プラットホームは遼寧省の重大技術開発プロ

ジェクトであり、2009年～2011年重点支援プロジェクトとして支援され、2009

年 8 月から設計開始し、基本設計（3 次元モデリング及び計算を含む）、詳細

設計、生産設計、プロセス設計が全部自主的に完成し、10 数項目の発明特許

が取得され、国産化率が 90%に達した。 
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4.11 江蘇熔盛重工有限公司 

4.11.1 企業概況 

 所在地：江蘇省如皋市如皋港経済開発区疏港路 1号（〒226532） 

 電話番号：0086-513-87686000 

 ＵＲＬ： http://www.rshi.cn 

 

特徴： 

� 中国最大の民営造船所のひとつ。2010年、新造船竣工量 21隻/315.5

万 DWTで TOP4とランキングされる。 

� 年間最大建造能力：500万 DWT。年間鋼材加工量 120万 t。 

� 世界最大の海洋構造物専用ドックを有し、1,600t門型クレーンが配置。 

� 中国初の 3000m深水クレーンパイプ敷設船を建造。 

� 江蘇省造船業界の唯一の省級船舶研究院「江蘇省（熔盛）船舶工程研

究設計院」が設置。 

 

4.11.2 主要施設 

表 4-20：江蘇熔盛重工建造基地の施設状況 

主要施設 数 
規格 最大設計トン級

（ＤＷＴ） 
クレーン 

長さ(m) 幅(m) 深さ(m)

ドック 4 

465 102 11 300,000 900t×1 

530 102 11 300,000 900t×1 

530 106 11 300,000 900t×1 

580 139.5 12.2 
400,000 

(海洋構造物専用) 
1,600t×1 

艤装岸壁 8 3,700 / / 300,000 32t×4、45t×4

出所：資料の収集・まとめ 

 

4.11.3 建造実績 

表 4-21：江蘇熔盛重工の海洋構造物建造実績リスト 

種類 
プラント名

称 

新造/改

造 
納期 船主 

シャトルタンカー / 新規建造 / 上海北海船務 

3,000m深水クレーンパ

イプ敷設船 

海 洋 石 油

201 
新規建造 2011年 5月 海油工程 
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� 「海洋石油 201」3,000m深水クレーンパイプ敷設船 

 竣工日：2011年 5月 

 プラント主：海油工程 

 プラント図： 

 

船体全長 204m、型幅 39.2m、型

深さ 14m、喫水 7～10.8m、作業

パ イ プ 管 直 径 15.24cm ～

152.4cm、航海速力 12ノット、

最大作業水深 3,000m、パイプ敷

設速度 5Km/日、海上最大起重

能力 4,000t、北極を除いた世界

無制限航海区での作業ができ、

CSSと ABSに入級。 

 

3,000m深水クレーンパイプ敷設船は中国「第 11次五カ年」計画期間中の国

家級技術重大項目と「863計画」課題として支援され、熔盛重工は当該船舶の

共同設計に参入している。 

「海洋石油 201」は、基本設計はオランダ GUSTOより行われ、詳細設計は

上海船舶研究設計院より行われ、中国初の自主的詳細設計・建造した自己推進

能力及び DP-3 動力位置固定システムを持つクレーンパイプ敷設船。「海洋石

油 201」の設計期間が 2年間、フル電力推進、DP-3動力位置固定、4,000t重型

海洋工事クレーン、自動パイプ敷設作業ライン等多くの最先端な技術と設備が

搭載されている。 
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4.12 江蘇韓通船舶重工有限公司 

4.12.1 企業概況 

 所在地：江蘇省通州李港沿江工業区（〒226361） 

 電話番号：0086-513-8670-0616 

 ＵＲＬ： http://www.cnhtship.com/ 

 

特徴： 

� 2005年に新設された韓国系の新造船と海洋構造物製造メーカー。 

� 57,000DWTバラ積み貨物船の建造を主としている。 

� 年間最大建造能力：新造船 100万 DWT、鋼材加工 15万 t。 

� FPSO、海上風車取付船、海上風力発電ジャケット、パイプ敷設船等海

洋構造物の建造実績がある。 

� 従業員数 2,000人、うち技術者 360人。 

� DNVの品質管理システム ISO9001：2008、環境管理システム

ISO14001：2004、職業健康と安全システム OHSA18001：1999の認証

を取得。 

 

4.12.2 主要施設 

表 4-22：江蘇韓通重工建造基地の施設状況 

主要施設 数 
規格 最大設計トン級

（ＤＷＴ） 
クレーン 

長さ(m) 幅(m) 深さ(m)

スリップ

ウェー 
3 

250 80 / 80,000 200t×2 

220 48 / 80,000 200t×1、85t×1 

185 96 / 80,000 200t×2、50t×1 

艤装岸壁 2 
330 25 / / 

30t×3 
250 / / / 

敷地面積 80万平米。 ブロック加工工場面積 4万平米。 

岸線 950m。 パイプ加工工場面積 1,800平米。 

鋼材加工 年間最大 15万ｔ。 塗装センター面積 1.8万平米。 

出所：資料の収集・まとめ 

 

 

 

 

－ 96 －



 

4.12.3 建造実績 

表 4-23：江蘇韓通重工の海洋構造物建造実績リスト 

種類 プラント名称 新造/改造 納期 船主 

ジャッキアップ式

海上風車取付船 
海洋 38 新規建造 2011年 12月 南通海洋水建 

海上風力発電ジャ

ケット 
/ 新規建造 2011年 南通海洋水建 

海上風車取付船 海洋 36 新規建造 2011年 5月 南通海洋水建 

海上風車取付船 海洋 29 新規建造 2009年 9月 南通海洋水建 

FPSO SEVAN300  船体建造 2009年 
ノルウェー

SEVAN MARINE 

FPSO 
SEVAN300 NO.4

（on progress） 
船体建造 2009年 6月

ノルウェー

SEVAN MARINE 

パイプ敷設船 / 新規建造 2007年 6月 CPL 

 

� 「Sevan300 NO.4」円筒型 FPSO船体 

 竣工日：2009年 

 プラント主：ノルウェーSEVAN MARINE 

 プラント図： 

円筒式の船体で、直径 65m、高さ

64m、重さ 1.2 万 t。液体処理能力 8

万バレル/1日、石油加工能力 3万バ

レル/1 日、水処理能力 7 万バレル/1

日、石油貯蔵能力 300万バレル。 

全世界 4 基目の円筒式海洋石油貯

蔵プラットホームで、世界初めてス

リップウェーを使用して浸水した海

上浮体式石油貯蔵プラットホームで

もある。ノルウェーNDVに入級。 

 

� 「海洋 38」ジャッキアップ式海上風車取付船  

 竣工日：2010年 12月 

 プラント主：江蘇省南通市海洋水建工程公司 

 

「海洋 38」は CSSC708研究所より自主設計された中国初のジャッキアップ

式海上風車取付船で、中国船級協会 CCS基準に従って設計され、船全長 89.4m、

型幅 36m、型深さ 5m、250t×30m 電動フル回転クレーンが配置され、可吊装

3.6Mw 風車を吊上げでき、吊上げ高さ：甲板以上 110m。作業水深 2.5～12m、

4本の靴付き杭脚、中国船級協会 CCSに入籍。江蘇沿海（塩城、大豊～啓東）

浅海地域の無氷期での作業に適用。 

－ 97 －



 

4.13 上海船廠船舶有限公司 

4.13.1 企業概況 

 所在地：上海楊浦区楊樹浦路 468号（〒200082） 

 電話番号：0086-21-6541-0100 

 ＵＲＬ： http:// www.sh-shipyard.com 

 

特徴： 

� 中国船舶工業集団公司（CSSC）傘下の基幹造船所。 

� 年間最大生産能力：新造船 100万 DWT、修繕船 200隻、年間鉄鋼構造

物 3万トン。 

� ジャッキアップ掘削プラットホーム、掘削船船体、物理探査船等海洋

構造物の建造実績がある。 

� 中国の物理探査船建造の有力造船所。2011年、12Cables物理探査船が

建造・納品。 

� 深海掘削船船体の建造経験があり、現在、中国初の深海掘削船フル船

の建造が進んでいる。 

 

4.13.2 主要施設 

表 4-24：上海船廠建造基地の施設状況 

主要施設 総数 
規格 最大設計トン級 

（ＤＷＴ） 
クレーン

長さ(m) 幅(m) トン級

スリップ

ウェー 
1 300 46 / 70,000（崇明） 

150t×4 

120t×2 

100t×2 

80t×2 

40t×4  

2t×1 

30t×1  

22t×1 

15t×6 

ドック 

5 

(うち、1

基貸出

中) 

262 44 10.9 80,000(ドライドック) 

205 36 10.4 35,000(ドライドック) 

192 40.5/29 14.4 
25,000(浮きドック) 

（貸出中） 

190 26.9 13.0 40,000(浮きドック) 

245 51/39.4 15.3 100,000(浮きドック) 

艤装岸壁 5 

259 20 / 80,000 

53 33.5 / 35,000 

750 25 10 100,000 

860 25 9 70,000 

/ 25 / 10万/2.5万 
浮き艤装

岸壁 

出所：資料の収集・まとめ 
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4.13.3 建造実績 

表 4-23：上海船廠の海洋構造物建造実績リスト 

種類 プラント名称 新造/改造 納期 船主 

深海掘削船 Tigerシリーズ 新規建造 2015年予定 
シンガポールOpus 

Offshore 

深海掘削船 Tigerシリーズ 新規建造 2014年予定 
シンガポールOpus 

Offshore 

物理探査船 / 新規建造 2013年予定 
中石化上海海洋石

油局 

12Cables物理探査船 海洋石油 720 新規建造 2011年 4月 中海油服 

12,000ft掘削船 / 船体建造 2008年 11月 アメリカ船主 

12,000ft掘削船 / 船体建造 2009年 アメリカ船主 

8Cables物理探査船 海洋石油 719 改造 2008年 3月 中海油服 

極地調査船 雪龍 改造 2007年 11月 中国極地研究中心

物理探査船 濱海 256 改造 2005年 中海油服 

6Cables物理探査船 海洋石油 718 新規建造 2005年 中海油服 

ジャッキアップ式掘

削プラットホーム 
渤海 10号 改造 1987年 渤海石油 

ジャッキアップ式掘

削プラットホーム 
渤海 8号 改造 1986年 渤海石油 

半潜水式掘削プラッ

トホーム 
勘探 3 号 新規建造 1984年 

中石化上海海洋石

油局 

 

 

� 「海洋石油 720」12Cables物理探査船 

 竣工日：2011年 4月 

 プラント主：中海油服 

 プラント図： 

作業水深 3,000m、波浪階級 5

級と海流 3ノットの状況下で地

震データの取得ができ、水中設

備は波浪階級 5級下で安全リリ

ース・安全回収ができ、航海速

度 5ノットの時に最大曳航張力

100tで、12本 8,000m地震デー

タ・アクイジション・ケーブル

とデュアルソースでトータル 8

列のエアガンアレイの曳航が

でき、世界一流の専用物理探査

設備が搭載され、マルチケーブ

ルと自己拡張ソースの同時リ

リース・回収ができる。 
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4.14 招商局重工（深圳）有限公司 

4.14.1 企業概況 

 所在地：広東省深圳市南山区前海媽湾大道北孖洲島基地（〒518067） 

 電話番号：0086-755-26817088 / 26679180 

 ＵＲＬ：http://www.cmhicom.com/ （本社ウェブ、ご参考） 

 

特徴： 

� 招商局集団系列の招商局工業集団有限公司傘下の造船所の一つで、海

洋構造物の建造を行っている。 

� 主に海洋開発プラントと特種工事船の建造に従事。 

� 主要製品：海洋石油堀削プラットホーム、移動式多機能修繕堀削プラ

ットホーム、堀削モジュール、生活モジュール、海上クレーン船、大

型パイプ敷設船、浚渫船、ケーブルボード及び物質探査船等。 

� 深圳市市レベル研究開発センターが設置され、技術者が 200人おり、

うち高級技術者 49人、国務院特種手当享受技術者 1人いる 

 

4.14.2 主要施設 

表 4-23：招商局重工（深圳）建造基地の施設状況 

主要施設 数 

規格 
最大設計トン級 

（ＤＷＴ） 
クレーン 長さ

(m) 
幅(m) 

深さ

(m) 

スリップ

ウェー 
1 370 88 / / 

各種クレーン

100台、最大起

重量 300t。 ドック 4 

400 83 8 
30万（ドライドッ

ク） 

360 67 8.5 
30万（ドライドッ

ク） 

/ / / 7万（浮きドック）

/ / / 3万（浮きドック）

岸線 3,400m 

敷地面積 70万平米 

出所：資料の収集・まとめ 
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4.14.3 建造実績 

表 4-16：招商局重工（深圳）の海洋構造物建造実績リスト 

種類 プラント名称 新造/改造 納期 船主 

CJ46-X100-D 型ジャッキアップ

式掘削プラットホーム 2隻 
/ 新規建造 / 

シ ン ガ

ポ ー ル

FEG  

5 万トン級半潜水・自己推進式

工事船 
海洋石油 278 新規建造 2012年 3月 海油工程

ジャッキアップ航海サポート式

作業プラットホーム 
海恒 1号 新規建造 2012年 2月 海恒海洋

非自航油井改修サポートはしけ COSL 225 新規建造 2010年 9月 中海油服

ジャッキアップ式掘削プラット

ホーム 
海洋石油 936 新規建造 

2009年 12

月 
中海油服

掘削プラットホーム 海洋石油 931 改造 2009年 中海油服

ジャッキアップ式多機能サポー

トプラットホーム 
海洋石油 282 新規建造 

2009年 11

月 
海油発展

多機能掘削プラットホーム 海洋石油 902 新規建造 2009年 9月 中海油服

多機能掘削プラットホーム 海洋石油 901 新規建造 2009年 9月 中海油服

ジャッキアップ式多機能サポー

トプラットホーム 
海洋石油 281 新規建造 2009年 6月 海油発展

油井改修サポートはしけ COSL 223 新規建造 2009年 2月 中海油服

油井改修サポートはしけ COSL 222 新規建造 2009年 2月 中海油服

油井改修サポートはしけ COSL 221 新規建造 2009年 2月 中海油服

 

� 「海洋石油 278」5万トン級半潜水・自己推進式工事船 

 竣工日：2012年 3月 

 プラント主：海油工程 

 プラント図： 

世界初の DP2 級動力位置固定機能

付きの 5万トン級半潜水・自己推進式

工事船、世界同船型に第 2 の負荷重

量、モジュールの浮力法取付、掘削プ

ラットホーム及び他の大型鉄鋼構造

物のローディング・アンローディン

グ・輸送、浮きドックとして使用でき、

3,000m 半潜水式掘削プラットホーム

「海洋石油 981」の輸送、深水工事サ

ポート船として兼用もできる。 

船体全長 221.6m、型幅 42.0m、型

深さ 13.3m、設計喫水 10.15m、半潜

水喫水 26.8m、バラスト水含有負荷

重量 50,424t 、総積載重量 53,500t。
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� 「海洋石油 936」ジャッキアップ式掘削プラットホーム 

 竣工日：2009年 12月 

 プラント主：中海油服 

 プラント図： 

 

オランダMSCより設計され、GustoMSC 

CJ46-X100-D 船型のジャッキアップ式掘削

プラットホームが使用され、最大設計作業

水深 106m、最大掘削深度 9,144mである。

船体全長 65.25m、型幅 62m、型深さ 8m。

3本円筒形の杭脚＋靴が使われる。 

ABSと CCSに入級。 

 

 

 

 

 

� 「海洋石油 901」多機能掘削プラットホーム 

 竣工日：2009年 9月 

 プラント主：中海油服 

 プラント図： 

 

海上油田の油井掘削・改修の作業装置

で、海域水深 5～35mの作業に適用。 

三角形船型で、船体型長さ 40.8m、型幅

42.67m、型深さ 6.25m、全長 59.2mである。
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【附記】社名略称とフル社名の対照表 

社名略称 フル社名 

CSSC 中国船舶工業集団公司 

CSIC 中国船舶重工集団公司 

COSCO 中国遠洋運輸集団公司 

中国海油 中国海洋石油総公司 

海油工程 海洋石油工程股份有限公司 

中海油服 中海油田服務股份有限公司 

海油発展 中海油能源発展股份有限公司 

海油工程（青島） 海洋石油工程（青島）有限公司 

中国石油 中国石油天然気集団公司 

中油海洋 中国石油集団海洋工程有限公司 

CSSC708研究所 
中国船舶工業集団公司第 708研究所 

中国船舶及び海洋工程技術研究院 

大連船舶重工 大連船舶重工集団有限公司 

青島北海船舶重工 青島北海船舶重工有限責任公司 

山海関船舶重工 山海関船舶重工有限責任公司 

中遠船務グループ 中遠船務工程集団有限公司 

中遠船務（南通） 南通中遠船務工程有限公司 

中遠船務（大連） 大連中遠船務工程有限公司 

中遠船務（啓東） 中遠船務（啓東）海洋工程有限公司 

中遠船務（舟山） 舟山中遠船務工程有限公司 

烟台中集来福士 烟台中集来福士海洋工程有限公司 

武橋重工 武橋重工集団股份有限公司 

招商局重工（深圳） 招商局重工（深圳）有限公司 

遼河石油装備 遼河石油装備製造総公司 

上海振華重工 上海振華重工（集団）股份有限公司＊ 

上海外高橋造船 上海外高橋造船有限公司＊ 

上海外高橋海洋 上海外高橋造船海洋工程有限公司 

上海船廠 上海船廠船舶有限公司 

上海滬東造船 上海滬東中華造船（集団）有限公司 

江蘇熔盛重工 江蘇熔盛重工有限公司 

江蘇韓通重工 江蘇韓通船舶重工有限公司 

上海北海船務 上海北海船務股份有限公司 

中海発展 中海発展股份有限公司 

広船国際 広州広船国際股份有限公司 

龍源振華海洋 江蘇龍源振華海洋工程有限公司 

南通潤邦海洋 南通潤邦海洋工程装備有限公司 

南通盛東海洋 南通盛東海洋工程有限公司 

海恒海洋 天津海恒船舶海洋工程服務有限公司 
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南通海洋水建 江蘇南通海洋水建工程公司 

啓東道達重工 江蘇啓東道達海洋重工有限公司 

上海佳豪 上海佳豪船舶工程設計股份有限公司 

航盛船舶設計 上海航盛船舶設計有限公司 

乳山造船 山東乳山市造船有限責任公司 

中交第三航務 中交第三航務工程局有限公司 
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