
 

（別紙１－１） 

２ＭＷ風車及び浮体等の撤去実証 

工法案１ 

 

 

１．工法のタイトル 

福島沖から曳航し、大型起重機船（3,700t吊級）等を用いて、作業船集積地域で風車を解体、曳航

後、解体処分産業集積地域で浮体を解体する方法 

 

２．工法の内容 

１）準備工 

(1)関係諸官庁への作業許可申請、並びに各届出を行う。 

(2)関係機関、漁業関係者、水域利用者に作業内容の周知徹底を行う。 

 

２）海底ケーブルの撤去 

(1)多目的台船(10,000t積級台船)を浮体付近に配置する。 

(2)浮体上の引留め金具を解体しケーブル端部に防水処理を施し、端部にワイヤを取り付ける。 

(3)ワイヤを浮体側より降ろし、ライザーケーブルを海中に落とし込む。 

(4)潜水士にてライザーケーブル先端のワイヤを台船側のワイヤと接続する。 

(5)台船上のウインチにより、ライザーケーブルを巻き上げ、船上に引き上げる。 

(6)ライザーケーブルをさらに巻き上げ、海底ケーブルとライザーケーブルとのジョイントボック

スを船上に引き上げる。 

(7)ジョイントボックス先の海底ケーブル側を切断して防水処理を施す。 

(8)防水処理をした端末にワイヤを接続し、台船上からウインチにて巻き下ろす。 

(9)リードワイヤ及び起こしワイヤの端末を水中ブイに取り付け海底仮置きする。 

(10)浮体側の BSCは、潜水士にて落下防止ワイヤを取り付け、脱着冶具を取り付ける。 

(11)BSCを台船上のワイヤと接続し、落下防止ワイヤを取り外し台船上のウインチで巻き上げ回収

し、陸揚げ、清掃、産廃処分またはスクラップ処分を行う。 

 

３）係留チェーン・係留アンカーの撤去 

(1)多目的台船(10,000t積級台船)を浮体付近に配置する。 

(2)多目的台船(10,000t積級台船)船尾側からφ132mm チェーン用シャックルを 潜水士により浮体

係留チェーンに取付ける。 

(3)チェーンの係留力を予め確認・検討し、ウインチでの引込み要領を確立する。 

(4)150ｔウインチにて係留チェーンを台船上に引揚げる。 

(5)チェーンを台船上に固定し、チェーンを切断する。 

(6)チェーンの切断が終わったら、浮体側チェーンをウインチにて巻き下げて解放する。 

(7)150ｔウインチにて係留チェーンを巻下げ海底に落とし込む。 



(8)係留チェーンに 75ｍｍワイヤ、26ｍｍワイヤ、18ｍｍワイヤを取付けて順次繰り出し水中に仮

置きする。 

(9)すべての浮体チェーンの係留解除が終わったら、多目的台船(10,000t積級台船)にて海底に仮置

きしたチェーンを回収する。 

(10)回収したチェーンは、所定の長さで切断し、陸揚げ、清掃、産廃処分またはスクラップ処分を

行う。 

 

４）浮体（風車搭載）の曳航 

(1)浮体（風車搭載）の曳航は、主曳船 6,000ps級、補助曳船 5,000ps級×２隻、後方補助曳船

4,000ps級で行う。 

(2)曳航中の警戒は、前方、側方、後方の 3隻体制で行い、曳船 4,000ps級×3隻で監視しながら、

安全作業につとめる。 

(3)曳航作業の準備として、浮体側に曳航属具を設置する。 

(4)曳航船団が所定の曳航体制をとり、解体場所まで曳航開始する。 

(5)曳航中は、曳航作業の安全性を確保し、効率的な曳航作業を行うため、精度の高い気象・海象

情報を収集する。 

(6)曳航船団の喫水と水深の関係をふまえ航行可能な水域を事前調査し、操船目標、変針目標、避

険線の設定等を配慮した曳航計画を立案する。  

(7)曳航経路の選定においては、気象・海象予報、他の船舶の航行状況、漁船等の操業状況を配慮

し、安全かつ適正な経路を選定する。 

(8)前方、後方および側方に警戒船を配備し、付近航行船舶、小型船等が曳航船団に接近しないよ

う、必要に応じて注意喚起し、協力動作を依頼する。 

(9)大角度変針する場合は、少しずつ数回に分けて変針する。やむを得ず大角度に変針する場合

は、減速して曳船及び被曳航物件の姿勢制御に留意する。 

(10)視界制限状態の場合は、レーダーによる監視を強化し、見張員を増員して減速航行する等の適

切な措置を講じる。 

(11)海上衝突予防法等の関係法令を遵守し、見張りの励行に努めるとともに、曳船・警戒船および

被曳航物件は海上衝突予防法に基づく灯火、形象物を掲揚する。 

(12)見張りの励行に努めるとともに、定期的に警戒船にて曳航索の状態や各部に巡視・点検を行い

安全運航に努める。 

(13)夜間は必要に応じ、探照灯で曳航物件・曳航索を照射する等し、付近航行船舶に周知を行う。 

(14)曳航中に荒天等に遭遇もしくは荒天が予想される場合は、原則として速やかに主航路を離脱

し、航行船舶のない海域まで退避し、その地点でヒーブトゥ（主曳船により被曳航物件を風波に

立て定点保持態勢で位置保持を行い、船尾の補助曳船は被曳航物件の振れ回りを抑える。）で保

持し、天候の回復を待つ。 

その際、警戒船は周囲の船舶への注意喚起を行うとともに船団への情報提供を行う。 

波浪の状況によって、船団の中では比較的小型である警戒船や補助曳船が操船不能に陥らない

よう船団を離脱しなければ危険となる場合には、オーシャンタグの主曳船１隻で被曳航物件を保



持することとする。 

（15)曳航中の極値応力及び疲労強度につき、建造会社による詳細な検討を行うものとする。 

 

５）風車解体・処分 

 (1)大型起重機船(3,700t吊級)にてブレードを撤去し、資材台船に仮置きする。 

(2)ブレード撤去は、ブレードを回転させ水平にして 1枚ずつ撤去する。 

(3)ナセル、タワーも同様に大型起重機船(3,700t吊級)にて撤去し、資材台船に搭載する。 

撤去時は、状況に応じてバラスト調整を行う。 

(4)風車部材の撤去・搭載完了後、資材台船にて運搬し、産廃処分またはスクラップ処分を行う。 

 

６）浮体曳航・解体・処分 

(1)風車が撤去された浮体を所定の海域に曳航し、係留台船に係留し固定する。 

(2)大型起重機船により浮体の解体・撤去作業を行う。 

(3)浮体の解体部材を資材台船で運搬し、産廃処分またはスクラップ処分を行う。 

    

７）マリンワランティーサーベイへの対応 

(1)日本の環境特性に則したサーベイを行う。 

(2)豊富な経験を有する Marine Warranty Surveyorとの連係が取れる企業に依頼。 

(3)洋上施工シミュレーションによる十分な事前検討を行う。 

(4)安全確保の為、自主的にマリンワランティーサーベイを実施する。 

 

８）航行安全対策委員会への対応 

本撤去工事における一連の施工安全性を客観的に審議するため、第三者組織として有識者・関係諸

官庁の担当者により構成された「航行安全委員会」の立ち上げを行う。また当該の航行安全委員会に

おいて、指示された事項については、施工要領等に反映し、工事の安全性向上に努める。 

  



（別紙１－２） 

２ＭＷ風車及び浮体等の撤去実証 

工法案２ 

 

 

１．工法のタイトル 

福島沖から曳航し、陸上大型クレーンを用いて、至近の作業港湾で着底し風車を解体、曳航後、起

重機船（3,000t吊級）等を用いて、解体処分産業集積地域にて浮体を解体する方法 

 

２．工法の内容 

１）海底ケーブルの撤去 

①切断・連結作業 

  ケーブルを回収船上に引き上げて切断し、ケーブル端末と作業船搭載のウィンチから繰り出され

たワイヤーを連結する。 

②作業船によるケーブルの揚収 

ワイヤー連結完了後、作業船搭載のウィンチにより引き込みを開始し、ケーブルを回収してい

く。ジョイント部（ライザーケーブル＋送電ケーブルの接続部）については船上搭載の大型クレー

ンを併用し、揚収を行い、運搬、清掃、産廃処分またはスクラップ処分を行う。 

 

２）係留チェーン・係留アンカーの撤去 

風車が漂流しないよう最低限のチェーンを残し、他のチェーンを事前に切断する。その後、曳航船団

で浮体の位置保持をしながら残りのチェーンを切断する。 

①係留チェーン切断 

浮体近傍のチェーンにワイヤー取付用のシャックルを設置する。設置後、ワイヤーを取付けて作

業船上のウィンチで牽引し、張力を抜いた後にランサー等で溶断する。 

※施工状況に応じて、曳船により浮体の移動を制御させ、チェーンの緊張状態を避ける。 

②係留チェーンの仮置き 

チェーンの切断後、引上げワイヤーをゆっくりと降下させ、海底面にチェーンを仮置する。ま

た、仮置きされたチェーンはブイアップしておく。 

③係留チェーンの回収 

前工程にて設置されたブイに付属するワイヤー類をもとに、作業船上のウィンチを用いてチェー

ンを回収し、運搬、清掃、産廃処分またはスクラップ処分を行う。 

④係留アンカーの回収 

チェーン回収作業を続け、アンカー位置まで作業船が到着後、作業船を定点保持させ、チェーン

を垂直方向にけん引し抜錨し、運搬、清掃、産廃処分またはスクラップ処分を行う。 

 

３）浮体（風車搭載）の曳航 

係留チェーン切断作業が完了次第、曳航作業を開始させる。 



 

４）風車解体・処分 

①大型陸上クレーンの準備 

沖合作業と並行して、至近の作業港湾の岸壁にて陸上大型クレーンの設置準備を行う。 

②風車の着底 

至近の作業港湾内の岸壁の前面海域に風車を着底させ、解体に支障のない安定した状態にする。 

③風車の解体 

着底完了後、陸上大型クレーンにより風車の解体を行う。解体部材については、輸送台船に積み

込み、スクラップヤードに陸上げ、産廃処分またはスクラップ処分を行う。 

 

５）浮体曳航・解体・処分 

①曳航作業（至近の作業港湾～解体処分産業集積地域） 

（風車解体完了後）浮体の曳航準備を行い、至近の作業港湾から解体処分産業集積地域にかけ、曳

航作業を実施する。 

②浮体解体作業 

（解体処分産業集積地域到着後）解体処分産業集積地域に予め係留された台船に浮体を係留させ

る。係留完了後、起重機船を配置し、浮体の撤去作業を行う。浮体の解体部材については、随時、

起重機船を用いて近傍にあるスクラップヤードに陸上げ、産廃処分またはスクラップ処分を行う。 

 

６）マリンワランティーサーベイへの対応 

本撤去工事における一部作業（主に洋上作業を想定）については、詳細な工法の決定後、付保のた

め、マリンワランティサーベイへの対応が必要と想定される。当該のサーベイヤーに対しては、詳細

な施工方法を説明し、サーベイヤーの十分な理解に努めるとともに、改善・指摘事項についてはその

対応を行う。 

 

７）航行安全対策委員会への対応 

本撤去工事における一連の施工安全性を客観的に審議するため、第三者組織として有識者・関係諸

官庁の担当者により構成された「航行安全委員会」の立ち上げを行う。また当該の航行安全委員会に

おいて、指示された事項については、施工要領等に反映し、工事の安全性向上に努める。 

  



（別紙１－３） 

２ＭＷ風車及び浮体等の撤去工法 

工法案３ 

 

 

１．工法のタイトル 

福島沖から曳航し、起重機船（3,000t吊級）等を用いて、作業船集積地域で風車を解体、曳航後、

解体処分産業集積地域にて浮体を解体する方法 

 

２．工法の内容 

１）海底ケーブルの撤去 

(1)切断・連結作業 

ケーブルを回収船上に引き上げて切断し、ケーブル端部が船底到着後、潜水作業員によりケーブ

ル端末と作業船搭載のウィンチから繰り出されたワイヤーを連結する。 

(2)作業船によるケーブルの揚収 

ワイヤー連結完了後、作業船搭載のウィンチにより引き込みを開始し、ケーブルを回収してい

く。ジョイント部（ライザーケーブル＋送電ケーブルの接続部）については船上搭載の大型クレー

ンを併用し、揚収を行い、運搬、清掃、産廃処分またはスクラップ処分を行う。 

 

２）係留チェーン・係留アンカーの撤去 

風車が漂流しないよう最低限のチェーンを残し、他のチェーンを事前に切断する。その後、曳航船団

で浮体の位置保持をしながら残りのチェーンを切断する。 

(1)係留チェーン切断 

浮体近傍のチェーンにワイヤー取付用のシャックルを設置する。設置後、ワイヤーを取付けて作

業船上のウィンチで牽引し、張力を抜いた後にランサー等で溶断する。 

※施工状況に応じて、曳船により浮体の移動を制御させ、チェーンの緊張状態を避ける。 

(2)係留チェーンの仮置き 

チェーンの切断後、引上げワイヤーをゆっくりと降下させ、海底面にチェーンを仮置する。ま

た、仮置きされたチェーンはブイアップしておく。 

(3)係留チェーンの回収 

前工程にて設置されたブイに付属するワイヤー類をもとに、作業船上のウィンチを用いてチェー

ンを回収し、運搬、清掃、産廃処分またはスクラップ処分を行う。 

(4)係留アンカーの回収 

チェーン回収作業を続け、アンカー位置まで作業船が到着後、作業船を定点保持させ、チェーン

を垂直方向にけん引し抜錨し、運搬、清掃、産廃処分またはスクラップ処分を行う。 

 

３）浮体（風車搭載）の曳航 

係留チェーン切断作業が完了次第、曳航作業を開始させる。 



 

４）風車解体・処分 

(1)浮体の仮係留 

曳航作業と並行して、作業船集積地域にて浮体係留用の台船を予め係留させる。浮体が現地に到

着後、その台船に浮体を係留させる。 

(2)風車の解体 

起重機船を計画位置に係留後、風車の解体を行う。解体部材については、輸送台船に積み込み、

スクラップヤードに陸上げ、産廃処分またはスクラップ処分を行う。 

 

５）浮体曳航・解体・処分 

(1)曳航作業（作業船集積地域～解体処分産業集積地域） 

（風車解体完了後）浮体の曳航準備を行い、作業船集積地域から解体処分産業集積地域にかけ、曳

航作業を実施する。 

(2)浮体解体作業 

（解体処分産業集積地域到着後）解体処分産業集積地域に予め係留された台船に浮体を係留させ

る。係留完了後、起重機船を配置し、浮体の撤去作業を行う。浮体の解体部材については、随時、

起重機船を用いて近傍にあるスクラップヤードに陸上げ、産廃処分またはスクラップ処分を行う。 

 

６）マリンワランティーサーベイへの対応 

本撤去工事における一部作業（主に洋上作業を想定）については、詳細な工法の決定後、付保のた

め、マリンワランティサーベイへの対応が必要と想定される。当該のサーベイヤーに対しては、詳細

な施工方法を説明し、サーベイヤーの十分な理解に努めるとともに、改善・指摘事項についてはその

対応を行う。 

 

７）航行安全対策委員会への対応 

本撤去工事における一連の施工安全性を客観的に審議するため、第三者組織として有識者・関係諸

官庁の担当者により構成された「航行安全委員会」の立ち上げを行う。また当該の航行安全委員会に

おいて、指示された事項については、施工要領等に反映し、工事の安全性向上に努める。 

  



（別紙１－４） 

２ＭＷ風車及び浮体等の撤去実証 

工法案４ 

 

 

１．工法のタイトル 

福島沖から曳航し、起重機船（3,000t吊級）等を用いて、解体処分産業集積地域にて風車及び浮体

を解体する方法 

 

２．工法の内容 

１）海底ケーブルの撤去 

(1)切断・連結作業 

ケーブルを回収船上に引き上げて切断し、ケーブル端部が船底到着後、潜水作業員によりケーブ

ル端末と作業船搭載のウィンチから繰り出されたワイヤーを連結する。 

(2)作業船によるケーブルの揚収 

ワイヤー連結完了後、作業船搭載のウィンチにより引き込みを開始し、ケーブルを回収してい

く。ジョイント部（ライザーケーブル＋送電ケーブルの接続部）については船上搭載の大型クレー

ンを併用し、揚収を行い、運搬、清掃、産廃処分またはスクラップ処分を行う。 

 

２）係留チェーン・係留アンカーの撤去 

風車が漂流しないよう最低限のチェーンを残し、他のチェーンを事前に切断する。その後、曳航船団

で浮体の位置保持をしながら残りのチェーンを切断する。 

(1)係留チェーン切断 

浮体近傍のチェーンにワイヤー取付用のシャックルを設置する。設置後、ワイヤーを取付けて作

業船上のウィンチで牽引し、張力を抜いた後にランサー等で溶断する。 

※施工状況に応じて、曳船により浮体の移動を制御させ、チェーンの緊張状態を避ける。 

(2)係留チェーンの仮置き 

チェーンの切断後、引上げワイヤーをゆっくりと降下させ、海底面にチェーンを仮置する。ま

た、仮置きされたチェーンはブイアップしておく。 

(3)係留チェーンの回収 

前工程にて設置されたブイに付属するワイヤー類をもとに、作業船上のウィンチを用いてチェー

ンを回収し、運搬、清掃、産廃処分またはスクラップ処分を行う。 

(4)係留アンカーの回収 

チェーン回収作業を続け、アンカー位置まで作業船が到着後、作業船を定点保持させ、チェーン

を垂直方向にけん引し抜錨し、運搬、清掃、産廃処分またはスクラップ処分を行う。 

 

３）浮体（風車搭載）の曳航 

係留チェーン切断作業が完了次第、曳航作業を開始させる。 



 

４）風車・浮体解体・処分 

(1)浮体の仮係留 

曳航作業と並行して、解体処分産業集積地域にて浮体係留用の台船を予め係留させる。浮体が現

地に到着後、その台船に浮体を係留させる。 

(2)風車の解体 

起重機船を計画位置に係留後、風車の解体を行う。解体部材については、随時、起重機船を用い

て近傍にあるスクラップヤードに陸上げ、産廃処分又はスクラップ処分を行う。 

(3)浮体の解体 

風車解体完了後、起重機船の切り替え作業を実施する。切り替え後、浮体の解体作業を行う。解

体部材については、風車部材と同様に起重機船を用いて近傍にあるスクラップヤードに陸上げ、産

廃処分またはスクラップ処分を行う。 

 

５）マリンワランティーサーベイへの対応 

本撤去工事における一部作業（主に洋上作業を想定）については、詳細な工法の決定後、付保のた

め、マリンワランティサーベイへの対応が必要と想定される。当該のサーベイヤーに対しては、詳細

な施工方法を説明し、サーベイヤーの十分な理解に努めるとともに、改善・指摘事項についてはその

対応を行う。 

 

６）航行安全対策委員会への対応 

本撤去工事における一連の施工安全性を客観的に審議するため、第三者組織として有識者・関係諸

官庁の担当者により構成された「航行安全委員会」の立ち上げを行う。また当該の航行安全委員会に

おいて、指示された事項については、施工要領等に反映し、工事の安全性向上に努める。 

  



（別紙１－５） 

２ＭＷ風車及び浮体等の撤去実証 

工法案５ 

 

 

１．工法のタイトル 

福島沖から曳航し、アンカー・ハンドリング船等を用いて、国外解体撤去施設にて風車及び浮体等

一式を解体する方法 

 

２．工法の内容 

委託事業者は、海底ケーブル、係留チェーン・係留アンカー、浮体（風車搭載）の撤去・曳航等に

必要となる十分な機材を選定・手配するものとする。 

１）海底ケーブルの撤去 

委託事業者は、作業台船等のウインチでライザーケーブル及びジョイントボックス（ライザーケ

ーブル及び海底ケーブル）の引上げを行う。その上で、海底ケーブル側に適切な防水処理を施し、

作業台船のウインチにより海底ケーブルを着水させる。着水後、海底ケーブル先端には、標識ブイ

を取り付けておくものとする。 

 

２）係留チェーン・係留アンカーの撤去 

委託事業者は、海底ケーブルを撤去後、アンカー・ハンドリング船を用いて係留チェーン・係留

アンカーの撤去作業を実施する。 

委託事業者はアンカー・ハンドリング船作業を指揮し、アンカー・ハンドリング船のアンカー・

ウインチや推進力を用いることで、係留チェーン及び係留アンカーの回収を行う。回収した係留チ

ェーン及び係留アンカーはクレーン船のデッキ上にて切断作業を行い、港湾等にて陸揚げの上、国

内解体撤去業者において産廃処分またはスクラップ処分を行い、解体証明書を取得する。 

係留チェーン、アンカー撤去に使用する機材及び船員・要員は、作業安全性確保等の観点から、

以下性能基準を上回るものでなければならないものとする。 

 

３）浮体（風車搭載）の曳航 

対象 基準 

アンカー・ハンドリ

ング船 2隻 

曳航力 200トン以上、ウインチ能力 400トン以上、石油・ガス関連等の

フィールドにて十分な係留作業実績を有すること 

ハーバータグ 4隻 4000馬力級 

警戒船 2隻 漁船 

船員・要員 石油・ガス関連等のフィールドにおける 90m以上の高さを有する特殊浮

体構造物や大型船舶の十分な係留実績を持つ者（アンカー・ハンドリン

グ船のみ対象） 



委託事業者は、海底ケーブル、係留チェーン・係留アンカーの撤去後、浮体（風車搭載）を実証

海域から国外解体撤去施設まで曳航する。なお曳航に先立って、５）記載の第三者機関による十分

な安全審査を経るものとする。なお、曳航時には荒天時や燃料補給への十分な備えを施しておくも

のとする。 

 

４）浮体（風車搭載）の解体・処分 

委託事業者は、国外解体撤去事業者の有する施設において浮体（風車搭載）一式の解体撤去を行

う。国外解体撤去業者及びその作業施設の選定に当たっては、機密保持等の観点から、以下基準等

を上回るものでなければならないものとする。国外解体撤去事業者等において産廃処分またはスク

ラップ処分を行い、解体証明書を取得する。 

対象 選定基準 

解体撤去事業者 過去本浮体（風車搭載）と同等の重量規模の船舶・浮体式構造物等の解体撤去実

績を有する。 

解体撤去施設 浮体（風車搭載）解体撤去に十分と考えられる解体撤去施設の設備等を有する。 

 

５）マリンワランティーサーベイへの対応 

浮体（風車搭載）の国外曳航に先立っては、保険会社（再保険会社を含む。）から信認を有する

第三者機関により航路の海象・気象条件や浮体（風車搭載）の安定性等に関する十分な技術的な安

全審査を実施するものとする。 

 

６）航行安全対策委員会への対応 

本撤去工事における一連の施工安全性を客観的に審議するため、第三者組織として有識者・関係

諸官庁の担当者により構成された「航行安全委員会」の立ち上げを行う。また当該の航行安全委員

会において、指示された事項については、施工要領等に反映し、工事の安全性向上に努める。 

 

  



（別紙２－１） 

５ＭＷ風車及び浮体等の撤去実証 

工法案１ 

 

 

１．工法のタイトル 

福島沖から曳航し、大型起重機船（3,700t吊級）等を用いて、作業船集積地域で風車を解体、曳航

後、解体処分産業集積地域で浮体を解体する方法 

 

２．工法の内容 

１）準備工 

(1)関係諸官庁への作業許可申請、並びに各届出を行う。 

(2)関係機関、漁業関係者、水域利用者に作業内容の周知徹底を行う。 

 

２）海底ケーブルの撤去 

(1)多目的台船(10,000t積級台船)を浮体付近に配置する。 

(2)浮体上の引留め金具を解体しケーブル端部に防水処理を施し、端部にワイヤを取り付ける。 

(3)ワイヤを浮体側より降ろし、ライザーケーブルを海中に落とし込む。 

(4)潜水士にてライザーケーブル先端のワイヤを台船側のワイヤと接続する。 

(5)台船上のウインチにより、ライザーケーブルを巻き上げ、船上に引き上げる。 

(6)ライザーケーブルをさらに巻き上げ、海底ケーブルとライザーケーブルとのジョイントボック

スを船上に引き上げる。 

(7)ジョイントボックス先の海底ケーブル側を切断して防水処理を施す。 

(8)防水処理をした端末にワイヤを接続し、台船上からウインチにて巻き下ろす。 

(9)リードワイヤ及び起こしワイヤの端末を水中ブイに取り付け海底仮置きする。 

(10)浮体側の BSCは、潜水士にて落下防止ワイヤを取り付け、脱着冶具を取り付ける。 

(11)BSCを台船上のワイヤと接続し、落下防止ワイヤを取り外し台船上のウインチで巻き上げ回収

し、運搬、清掃、産廃処分またはスクラップ処分を行う。 

 

３）係留チェーン・係留アンカーの撤去 

(1)多目的台船(10,000t積級台船)を浮体付近に配置する。 

(2)多目的台船(10,000t積級台船)船尾側からφ132mm チェーン用シャックルを 潜水士により浮体

係留チェーンに取付ける。 

(3)チェーンの係留力を予め確認・検討し、ウインチでの引込み要領を確立する。 

(4)150ｔウインチにて係留チェーンを台船上に引揚げる。 

(5)チェーンを台船上に固定し、チェーンを切断する。 

(6)チェーンの切断が終わったら、浮体側チェーンをウインチにて巻き下げて解放する。 

(7)150ｔウインチにて係留チェーンを巻下げ海底に落とし込む。 



(8)係留チェーンに 75ｍｍワイヤ、26ｍｍワイヤ、18ｍｍワイヤを取付けて順次繰り出し水中に仮

置きする。 

(9)すべての浮体チェーンの係留解除が終わったら、多目的台船(10,000t積級台船)にて海底に仮置

きしたチェーンを回収する。 

(10)回収したチェーンは、所定の長さで切断し、陸揚げ、清掃、産廃処分、スクラップ処分を行

う。 

 

４）浮体（風車搭載）の曳航 

(1)浮体（風車搭載）の曳航は、主曳船 10,000ps級、補助曳船 6,000ps級×３隻で行う。 

(2)曳航中の警戒は、前方、側方、後方の 3隻体制で行い、曳船 4,000ps級×3隻で監視しながら、

安全作業につとめる。 

(3)曳航作業の準備として、浮体側に曳航属具を設置する。 

(4)曳航船団が所定の曳航体制をとり、解体場所まで曳航開始する。 

(5)曳航中は、曳航作業の安全性を確保し、効率的な曳航作業を行うため、精度の高い気象・海象

情報を収集する。 

(6)曳航船団の喫水と水深の関係をふまえ航行可能な水域を事前調査し、操船目標、変針目標、避

険線の設定等を配慮した曳航計画を立案する。  

(7)曳航経路の選定においては、気象・海象予報、他の船舶の航行状況、漁船等の操業状況を配慮

し、安全かつ適正な経路を選定する。 

(8)前方、後方および側方に警戒船を配備し、付近航行船舶、小型船等が曳航船団に接近しないよ

う、必要に応じて注意喚起し、協力動作を依頼する。 

(9)大角度変針する場合は、少しずつ数回に分けて変針する。やむを得ず大角度に変針する場合

は、減速して曳船及び被曳航物件の姿勢制御に留意する。 

(10)視界制限状態の場合は、レーダーによる監視を強化し、見張員を増員して減速航行する等の適

切な措置を講じる。 

(11)海上衝突予防法等の関係法令を遵守し、見張りの励行に努めるとともに、曳船・警戒船および

被曳航物件は海上衝突予防法に基づく灯火、形象物を掲揚する。 

(12)見張りの励行に努めるとともに、定期的に警戒船にて曳航索の状態や各部に巡視・点検を行い

安全運航に努める。 

(13)夜間は必要に応じ、探照灯で曳航物件・曳航索を照射する等し、付近航行船舶に周知を行う。 

(14)曳航中に荒天等に遭遇もしくは荒天が予想される場合は、原則として速やかに主航路を離脱

し、航行船舶のない海域まで退避し、その地点でヒーブトゥ（主曳船により被曳航物件を風波に

立て定点保持態勢で位置保持を行い、船尾の補助曳船は被曳航物件の振れ回りを抑える。）で保

持し、天候の回復を待つ。 

その際、警戒船は周囲の船舶への注意喚起を行うとともに船団への情報提供を行う。 

波浪の状況によって、船団の中では比較的小型である警戒船や補助曳船が操船不能に陥らない

よう船団を離脱しなければ危険となる場合には、オーシャンタグの主曳船１隻で被曳航物件を保

持することとする。 



（15)曳航中の極値応力及び疲労強度につき、建造会社による詳細な検討を行うものとする。 

 

５）風車解体・処分 

 (1)大型起重機船(3,700t吊級)にてブレードを撤去し、資材台船に仮置きする。 

(2)ブレード撤去は、ブレードを回転させ水平にして 1枚ずつ撤去する。 

(3)ナセル、タワーも同様に大型起重機船(3,700t吊級)にて撤去し、資材台船に搭載する。 

撤去時は、状況に応じてバラスト調整を行う。 

(4)風車部材の撤去・搭載完了後、資材台船にて運搬し産廃処分またはスクラップ処分を行う。 

 

６）浮体曳航・解体・処分 

(1)風車が撤去された浮体を所定の海域に曳航し、係留台船に係留し固定する。 

(2)大型起重機船により浮体の解体・撤去作業を行う。 

(3)浮体の解体部材を資材台船で運搬し、産廃処分またはスクラップ処分を行う。 

    

７）マリンワランティーサーベイへの対応 

(1)日本の環境特性に則したサーベイを行う。 

(2)豊富な経験を有する Marine Warranty Surveyorとの連係が取れる企業に依頼。 

(3)洋上施工シミュレーションによる十分な事前検討を行う。 

(4)安全確保の為、自主的にマリンワランティーサーベイを実施する。 

 

８）航行安全対策委員会への対応 

本撤去工事における一連の施工安全性を客観的に審議するため、第三者組織として有識者・関係諸

官庁の担当者により構成された「航行安全委員会」の立ち上げを行う。また当該の航行安全委員会に

おいて、指示された事項については、施工要領等に反映し、工事の安全性向上に努める。 

  



（別紙２－２） 

５ＭＷ風車及び浮体等の撤去工法 

工法案２ 

 

 

１．工法のタイトル 

福島沖から曳航し、起重機船（3,000t吊級）等を用いて、作業船集積地域で風車を解体、曳航後、

解体処分産業集積地域にて浮体を解体する方法 

 

２．工法の内容 

１）海底ケーブルの撤去 

(1)切断・連結作業 

 ケーブルを回収船上に引き上げて切断し、ケーブル端部が船底到着後、潜水作業員によりケーブ

ル端末と作業船搭載のウィンチから繰り出されたワイヤーを連結する。 

(2)作業船によるケーブルの揚収 

ワイヤー連結完了後、作業船搭載のウィンチにより引き込みを開始し、ケーブルを回収してい

く。ジョイント部（ライザーケーブル＋送電ケーブルの接続部）については船上搭載の大型クレー

ンを併用し、揚収を行い、運搬、清掃、産廃処分またはスクラップ処分を行う。 

 

２）係留チェーン・係留アンカーの撤去 

風車が漂流しないよう最低限のチェーンを残し、他のチェーンを事前に切断する。その後、曳航船団

で浮体の位置保持をしながら残りのチェーンを切断する。 

(1)係留チェーン切断 

浮体近傍のチェーンにワイヤー取付用のシャックルを設置する。設置後、ワイヤーを取付けて作

業船上のウィンチで牽引し、張力を抜いた後にランサー等で溶断する。 

※施工状況に応じて、曳船により浮体の移動を制御させ、チェーンの緊張状態を避ける。 

(2)係留チェーンの仮置き 

チェーンの切断後、引上げワイヤーをゆっくりと降下させ、海底面にチェーンを仮置する。ま

た、仮置きされたチェーンはブイアップしておく。 

(3)係留チェーンの回収 

前工程にて設置されたブイに付属するワイヤー類をもとに、作業船上のウィンチを用いてチェー

ンを回収し、運搬、清掃、産廃処分またはスクラップ処分を行う。 

(4)係留アンカーの回収 

チェーン回収作業を続け、アンカー位置まで作業船が到着後、作業船を定点保持させ、チェーン

を垂直方向にけん引し抜錨し、運搬、清掃、産廃処分またはスクラップ処分を行う。 

 

３）浮体（風車搭載）の曳航 

係留チェーン切断作業が完了次第、曳航作業を開始させる。 



 

４）風車解体・処分 

起重機船を計画位置に係留後、風車の解体を行う。解体部材については、輸送台船に積み込み、ス

クラップヤードに陸上げ、産廃処分またはスクラップ処分を行う。 

 

５）浮体曳航・解体・処分 

(1)曳航作業（作業船集積地域～解体処分産業集積地域） 

（風車解体完了後）浮体の曳航準備を行い、作業船集積地域から解体処分産業集積地域にかけ、曳

航作業を実施する。 

(2)浮体解体作業 

（解体処分産業集積地域到着後）起重機船を配置し、浮体の撤去作業を行う。浮体の解体部材につ

いては、随時、起重機船を用いて近傍にあるスクラップヤードに陸上げ、産廃処分またはスクラッ

プ処分を行う。 

 

６）マリンワランティーサーベイへの対応 

本撤去工事における一部作業（主に洋上作業を想定）については、詳細な工法の決定後、付保のた

め、マリンワランティサーベイへの対応が必要と想定される。当該のサーベイヤーに対しては、詳細

な施工方法を説明し、サーベイヤーの十分な理解に努めるとともに、改善・指摘事項についてはその

対応を行う。 

 

７）航行安全対策委員会への対応 

本撤去工事における一連の施工安全性を客観的に審議するため、第三者組織として有識者・関係諸

官庁の担当者により構成された「航行安全委員会」の立ち上げを行う。また当該の航行安全委員会に

おいて、指示された事項については、施工要領等に反映し、工事の安全性向上に努める。 

  



（別紙３－１） 

洋上変電所及び浮体等の撤去実証 

工法案１ 

 

 

１．工法のタイトル 

福島沖から曳航し、大型起重機船（3,700t吊級）等を用いて、作業船集積地域で上部構造を解体、

曳航後、解体処分産業集積地域で浮体を解体する方法 

 

２．工法の内容 

１）準備工 

(1)関係諸官庁への作業許可申請、並びに各届出を行う。 

(2)関係機関、漁業関係者、水域利用者に作業内容の周知徹底を行う。 

 

２）海底ケーブルの撤去 

(1)多目的台船(10,000t積級台船)を浮体付近に配置する。 

(2)浮体上の引留め金具を解体しケーブル端部に防水処理を施し、端部にワイヤを取り付ける。 

(3)ワイヤを浮体側より降ろし、ライザーケーブルを海中に落とし込む。 

(4)潜水士にてライザーケーブル先端のワイヤを台船側のワイヤと接続する。 

(5)台船上のウインチにより、ライザーケーブルを巻き上げ、船上に引き上げる。 

(6)ライザーケーブルをさらに巻き上げ、海底ケーブルとライザーケーブルとのジョイントボック

スを船上に引き上げる。 

(7)ジョイントボックス先の海底ケーブル側を切断して防水処理を施す。 

(8)防水処理をした端末にワイヤを接続し、台船上からウインチにて巻き下ろす。 

(9)リードワイヤ及び起こしワイヤの端末を水中ブイに取り付け海底仮置きする。 

(10)浮体側の BSCは、潜水士にて落下防止ワイヤを取り付け、脱着冶具を取り付ける。 

(11)BSCを台船上のワイヤと接続し、落下防止ワイヤを取り外し台船上のウインチで巻き上げ回収

し、運搬、清掃、産廃処分またはスクラップ処分を行う。 

 

３）係留チェーン・係留アンカーの撤去 

(1)多目的台船(10,000t積級台船)を浮体付近に配置する。 

(2)多目的台船(10,000t積級台船)船尾側からφ132mm チェーン用シャックルを 潜水士により浮体

係留チェーンに取付ける。 

(3)チェーンの係留力を予め確認・検討し、ウインチでの引込み要領を確立する。 

(4)150ｔウインチにて係留チェーンを台船上に引揚げる。 

(5)チェーンを台船上に固定し、チェーンを切断する。 

(6)チェーンの切断が終わったら、浮体側チェーンをウインチにて巻き下げて解放する。 

(7)150ｔウインチにて係留チェーンを巻下げ海底に落とし込む。 



(8)係留チェーンに 75ｍｍワイヤ、26ｍｍワイヤ、18ｍｍワイヤを取付けて順次繰り出し水中に仮

置きする。 

(9)すべての浮体チェーンの係留解除が終わったら、多目的台船(10,000t積級台船)にて海底に仮置

きしたチェーンを回収する。 

(10)回収したチェーンは、所定の長さで切断し、陸揚げ、清掃、産廃処分、スクラップ処分を行

う。 

 

４）浮体（上部構造搭載）の曳航 

(1)浮体（上部構造搭載）の曳航は、主曳船 6,000ps級、補助曳船 5,000ps級×２隻、後方補助曳

船 4,000ps級で行う。 

(2)曳航中の警戒は、前方、側方、後方の 3隻体制で行い、曳船 4,000ps級×3隻で監視しながら、

安全作業につとめる。 

(3)曳航作業の準備として、浮体側に曳航属具を設置する。 

(4)曳航船団が所定の曳航体制をとり、解体場所まで曳航開始する。 

(5)曳航中は、曳航作業の安全性を確保し、効率的な曳航作業を行うため、精度の高い気象・海象

情報を収集する。 

(6)曳航船団の喫水と水深の関係をふまえ航行可能な水域を事前調査し、操船目標、変針目標、避

険線の設定等を配慮した曳航計画を立案する。  

(7)曳航経路の選定においては、気象・海象予報、他の船舶の航行状況、漁船等の操業状況を配慮

し、安全かつ適正な経路を選定する。 

(8)前方、後方および側方に警戒船を配備し、付近航行船舶、小型船等が曳航船団に接近しないよ

う、必要に応じて注意喚起し、協力動作を依頼する。 

(9)大角度変針する場合は、少しずつ数回に分けて変針する。やむを得ず大角度に変針する場合

は、減速して曳船及び被曳航物件の姿勢制御に留意する。 

(10)視界制限状態の場合は、レーダーによる監視を強化し、見張員を増員して減速航行する等の適

切な措置を講じる。 

(11)海上衝突予防法等の関係法令を遵守し、見張りの励行に努めるとともに、曳船・警戒船および

被曳航物件は海上衝突予防法に基づく灯火、形象物を掲揚する。 

(12)見張りの励行に努めるとともに、定期的に警戒船にて曳航索の状態や各部に巡視・点検を行い

安全運航に努める。 

(13)夜間は必要に応じ、探照灯で曳航物件・曳航索を照射する等し、付近航行船舶に周知を行う。 

(14)曳航中に荒天等に遭遇もしくは荒天が予想される場合は、原則として速やかに主航路を離脱

し、航行船舶のない海域まで退避し、その地点でヒーブトゥ（主曳船により被曳航物件を風波に

立て定点保持態勢で位置保持を行い、船尾の補助曳船は被曳航物件の振れ回りを抑える。）で保

持し、天候の回復を待つ。 

その際、警戒船は周囲の船舶への注意喚起を行うとともに船団への情報提供を行う。 

波浪の状況によって、船団の中では比較的小型である警戒船や補助曳船が操船不能に陥らない

よう船団を離脱しなければ危険となる場合には、オーシャンタグの主曳船１隻で被曳航物件を保



持することとする。 

（15)曳航中の極値応力及び疲労強度につき、建造会社による詳細な検討を行うものとする。 

 

５）上部構造解体・処分 

(1)大型起重機船にて撤去し、資材台船に搭載する。撤去時は、状況に応じてバラスト調整を行

う。 

(2)部材の撤去・搭載完了後、資材台船にて運搬し、産廃処分またはスクラップ処分を行う。 

 

６）浮体曳航・解体・処分 

(1)上部構造が撤去された浮体を所定の海域に曳航し、係留台船に係留し固定する。 

(2)大型起重機船により浮体の解体・撤去作業を行う。 

(3)浮体の解体部材を資材台船で運搬し、産廃処分またはスクラップ処分を行う。 

    

７）マリンワランティーサーベイへの対応 

(1)日本の環境特性に則したサーベイを行う。 

(2)豊富な経験を有する Marine Warranty Surveyorとの連係が取れる企業に依頼。 

(3)洋上施工シミュレーションによる十分な事前検討を行う。 

(4)安全確保の為、自主的にマリンワランティーサーベイを実施する。 

 

８）航行安全対策委員会への対応 

本撤去工事における一連の施工安全性を客観的に審議するため、第三者組織として有識者・関係諸

官庁の担当者により構成された「航行安全委員会」の立ち上げを行う。また当該の航行安全委員会に

おいて、指示された事項については、施工要領等に反映し、工事の安全性向上に努める。 

  



（別紙３－２） 

洋上変電所及び浮体等の撤去工法 

工法案２ 

 

 

１．工法のタイトル 

福島沖から曳航し、起重機船（3,000t吊級）等を用いて、作業船集積地域で上部構造を解体、曳航

後、解体処分産業集積地域にて浮体を解体する方法 

 

２．工法の内容 

１）海底ケーブルの撤去 

(1)切断・連結作業 

ケーブルを回収船上に引き上げて切断し、ケーブル端部が船底到着後、潜水作業員によりケーブ

ル端末と作業船搭載のウィンチから繰り出されたワイヤーを連結する。 

(2)作業船によるケーブルの揚収 

ワイヤー連結完了後、作業船搭載のウィンチにより引き込みを開始し、ケーブルを回収してい

く。ジョイント部（ライザーケーブル＋送電ケーブルの接続部）については船上搭載の大型クレー

ンを併用し、揚収を行い、運搬、清掃、産廃処分またはスクラップ処分を行う。 

 

２）係留チェーン・係留アンカーの撤去 

洋上変電所が漂流しないよう最低限のチェーンを残し、他のチェーンを事前に切断する。その後、曳

航船団で浮体の位置保持をしながら残りのチェーンを切断する。 

(1)係留チェーン切断 

浮体近傍のチェーンにワイヤー取付用のシャックルを設置する。設置後、ワイヤーを取付けて作

業船上のウィンチで牽引し、張力を抜いた後にランサー等で溶断する。 

※施工状況に応じて、曳船により浮体の移動を制御させ、チェーンの緊張状態を避ける。 

(2)係留チェーンの仮置き 

チェーンの切断後、引上げワイヤーをゆっくりと降下させ、海底面にチェーンを仮置する。ま

た、仮置きされたチェーンはブイアップしておく。 

(3)係留チェーンの回収 

前工程にて設置されたブイに付属するワイヤー類をもとに、作業船上のウィンチを用いてチェー

ンを回収し、運搬、清掃、産廃処分またはスクラップ処分を行う。 

(4)係留アンカーの回収 

チェーン回収作業を続け、アンカー位置まで作業船が到着後、作業船を定点保持させ、チェーン

を垂直方向にけん引し抜錨し、運搬、清掃、産廃処分またはスクラップ処分を行う。 

 

３）浮体（上部構造搭載）の曳航 

係留チェーン切断作業が完了次第、曳航作業を開始させる。 



 

４）上部構造解体・処分 

起重機船を計画位置に係留後、上部構造の解体を行う。解体部材については、輸送台船に積み込

み、スクラップヤードに陸上げ、産廃処分またはスクラップ処分を行う。 

 

５）浮体曳航・解体・処分 

(1)曳航作業（作業船集積地域～解体処分産業集積地域） 

（上部構造解体完了後）浮体の曳航準備を行い、作業船集積地域から解体処分産業集積地域にか

け、曳航作業を実施する。 

(2)浮体解体作業 

（解体処分産業集積地域到着後）起重機船を配置し、浮体の撤去作業を行う。浮体の解体部材につ

いては、随時、起重機船を用いて近傍にあるスクラップヤードに陸上げ、産廃処分またはスクラッ

プ処分を行う。 

 

６）マリンワランティーサーベイへの対応 

本撤去工事における一部作業（主に洋上作業を想定）については、詳細な工法の決定後、付保のた

め、マリンワランティサーベイへの対応が必要と想定される。当該のサーベイヤーに対しては、詳細

な施工方法を説明し、サーベイヤーの十分な理解に努めるとともに、改善・指摘事項についてはその

対応を行う。 

 

７）航行安全対策委員会への対応 

本撤去工事における一連の施工安全性を客観的に審議するため、第三者組織として有識者・関係諸

官庁の担当者により構成された「航行安全委員会」の立ち上げを行う。また当該の航行安全委員会に

おいて、指示された事項については、施工要領等に反映し、工事の安全性向上に努める。 

 


