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深海ライフラインの長寿命化
Abaqus FEA、Technip 社
のエンジニアによる深海油田
およびガス田用供給ケーブル
（アンビリカル）の特注設計を
支援

動的供給
ケーブル

供給ケーブル（アンビリカル）とは、深海の
作業現場用のライフラインであり、油田やガ
ス田を母船、海上プラットフォームまたは陸
上ターミナルに接続するものです。供給ケー
ブルは非常に重要であり、深海の油田やガス
田を正常な状態に維持する電力、制御、通
信、液体注入を供給し、24 時間体制でポン
プによる採取を行います（図 1 参照）。
耐久性は、供給ケーブルが水中を垂直方向に
垂れ下がっている（動的）、海底の上に置か
れている（静的）、あるいは重要な作業現場
用インフラを接続している場合のいずれで
あっても非常に重要なものです。その理由
は、圧力と温度の両極端、波と潮流、酸性の
液体のすべてが重なり合って、供給ケーブル
とその内容物が破壊、少なくとも損傷するよ
うに作用するためです。
深海での炭化水素の採取における重要な役
割、設置のコスト、現場で修理することの難
しさ、作業現場の機能停止による費用のため
に、供給ケーブルは長期間耐えるように設計
および製造する必要があります。一般的な供
給ケーブルの設計寿命は 25 年ですが、供給
ケーブルの設計と製造において世界的な一流
企業と見なされている Technip Group の
DUCO Ltd. 社では、ISO 規格が使用され、
設計上の疲労寿命が一般的な設計寿命の 10
倍に設定されています。DUCO 社の研究開
発部門のシニアエンジニアである Ian
Probyn 氏は次のように話しています。「25
年の設計寿命に対して、当社では疲労の観点
で 250 年の寿命に設計しています。海底供給
ケーブルの場合、破損は選択肢に含まれま
せん」

深海での設置
破損しない供給ケーブルを製造することも十
分に困難ですが、深海での設置に伴う課題に
よって作業はさらに複雑になります。貯蔵
リールに巻き取ってから特殊な設置用船舶に
取り付けられた供給ケーブルは、海底の正確
な目標地点に届けるため、高度に制御された
方法で配設する必要があります。
供給ケーブルは、船舶から垂れ下がるにつれ
て保持張力を加え、送り出しを制御するバー
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静的供給
ケーブル
図 1 設置用船舶から配設された供給ケーブルによって、深海の油田/ガス田に電力、通信、および炭化水素の採取に必要な液
体が供給される。

チカルレイシステム（VLS）を介して送り出
されます。通常は V 字型のパッドを備えた
4 個のキャタピラトラックが保持張力を発生
し、摩擦を用いて供給ケーブルに半径方向の
圧縮力を加え、配設を制御します。
深海の油田/ガス田の深度が増すにつれて、
長くなる供給ケーブルの重量を保持するため
に必要な張力と圧縮力も増大します。深海へ
の設置時には、最大 30 トン/m の半径方向
荷重が鋼管製の供給ケーブルに加えられる可
能性があります。
言うまでもなく、供給ケーブルに加わるこの
ような圧力は、各鋼管が変形する原因になる
可能性があります。供給ケーブルはらせん構
造のため、（反対向きでらせん状に回転して
いる隣接する層の各鋼管が交差する部分で）
各鋼管は点接触しています。ノルウェーのリ
スクマネジメントを専門とする DNV （Det
Norske Veritas）社では、3 パーセントの残
留だ円値（圧縮後の鋼管の永久変形）は許容
可能であると推奨しています。しかし、それ
よりも大きな変形は、深度が増すにつれて供
給ケーブルの各鋼管の静水圧に対する抵抗力
に悪影響を及ぼす可能性があります。残留だ
円値は、長期間にわたる圧力サイクルに対す
る耐疲労性を損なう可能性もあります。その
ため、供給ケーブルの圧壊挙動を詳細に把握

することは、製品の完全性の保証、荷重限度
の確立、および破損を排除した設計を行うた
めにきわめて重要です。
プロジェクトが高額になるにつれてリスクも
高くなるため、顧客は事前により多くの技術
的検討を実施することを望みます。Probyn
氏は次のように話しています。「設計が目的
に適合していることを証明できることが非常
に重要です。リアリスティックシミュレー
ションを用いることで、私たちは供給ケーブ
ルの内部を見ることができます。これは実験
では不可能なことです。FEA によって、こ
のレベルの詳細さが提供されます」

設計の柔軟性を目的としたシミュレー
ションのカスタマイズ
英国に本社を置く DUCO 社では、2005 年に
供給ケーブルの研究開発のために Abaqus
FEA をまず選択しました。研究開発チーム
リーダーである Dave Fogg 氏は次のように
述べています。「私たちは評価を実施しまし
たが、Abaqus は傑出していました。その理
由は、非線形性が高い動的挙動を解析するた
めの Explicit ソルバ機能です」Fogg 氏は、
供給ケーブルのらせん構造、コンポーネント
間の相互作用、摩擦による曲げ剛性を前提に
すると、この機能が重要であると補足してい
ます。
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Abaqus ではスクリプトツールでカスタマイ
ズする機能も提供されています。顧客ごとに
供給ケーブルの要件を DUCO 社に依頼する
ため、カスタマイズ機能は重要です。各製品
が基本的に特注品であるため、FEA ツール
とシミュレーションプロセスには、このよう
に高度な設計変動に適応するのに十分な柔軟
性が必要とされます。
DUCO 社は、フランスに本拠を置く公営の
研究および訓練センターである IFP（フラン
ス石油研究所）と協力して、独自の確立され
たエンジニアリングソフトウェアツール
FEMUS（アンビリカル構造有限要素モデ
ル）を開発しました。このツールは、モデル
の作成に必要なすべての情報を含むデータ
ベースに問い合わせを行います（このデータ
ベースは、コンポーネント、材料、寸法デー
タなど、任意の供給ケーブルを設計するため
の DNA を含むデータベースと考えることが
できます）。その結果、すべてのデータを
Python スクリプト（Abaqus で使用されて
いるプログラム可能な言語ファイル）に集め
ることで、3D モデルの作成が自動化されま
す 。 次 に 、P y t h o n ス ク リプ ト に より 、
Abaqus/CAE の中で FEA モデルが作成され
ます。
データが Abaqus に読み込まれると、残りは
Python スクリプトによって実行されます。
供給ケーブルに固有の形状が作成されて、ア
センブリが組み立てられます。断面特性、要
素タイプおよび材料が適用され、荷重ステッ
プ、接触および履歴と場の出力データの要求
が作成されます。Abaqus 専用でありながら
FEA の専門家以外が使用するために開発さ
れたので、インターフェースの目標は実績の
ある手法を用いた迅速なモデル作成でした。
この目標は実現され、研究開発チームはわず
か 10 分程度で、実行の準備が整った基本モ
デルを Abaqus 内部で得ることが可能となり
ました。

供給ケーブルの内部
VLS によって設置される間、供給ケーブル
は張力、曲げ、およびキャタピラパッドから
の圧縮荷重を受けます。圧縮荷重部分に対し
て、DUCO 社のチームは、らせん状に配向
された構造におけるすべての相互作用を再現
するために、Abaqus/Explicit の 3D モデル
を使用しました。3D 解析により、圧縮荷重
と、その荷重を受けている間に鋼管に生じる
だ円値との関係が得られました。
供給ケーブルがキャタピラを離れると、圧縮
荷重が取り除かれて各鋼管が弾性的に回復す
るため、鋼管のだ円値は減少します。鋼管の
回復に対しては、Abaqus/Standard のより
簡単な 2D 解析が効率的であることが証明さ
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図 2 さまざまな圧縮荷重を加えた後の供給ケーブルの残留だ円値を検証するために、供給ケーブルの FEA 解析（左）と 4 ト
ラックのキャタピラ圧縮装置を用いた実物大実験（右）の結果が比較されている。

れました。2D 環境において、チームは各鋼
管について多数の解析を実行し、荷重下にお
ける最大だ円値と弾性回復後の鋼管の残留だ
円値の関係を蓄積しました。その後、2D お
よび 3D 解析の結果を組み合わせて、特定の
キャタピラ圧縮荷重に対する鋼管の全体的な
残留だ円値が算出されます。
さらに効率化するために、すべての解析は、
供給ケーブルの 1 ピッチ（らせんパターンが
繰り返される長さ）で作成したモデルで実行
されました。今回の 1 ピッチは数メートルで
した。各鋼管にはシェル要素が使用され、ポ
リマー製シース、アウタシースおよび充填材
にはソリッド要素が使用されました。圧縮
パッドについては、剛体要素と供給ケーブルの
ピッチ長さに一致する寸法が使用されました。
供給ケーブルの設置解析において、DUCO
社の研究開発チームは主な変数、すなわち鋼
管の肉厚、VSL 圧縮荷重、鋼管の内圧、お
よびキャタピラパッドの形状を考慮しまし
た。シミュレーション結果に確信を持つため
に、研究開発チームは、鋼管内圧とキャタピ
ラパッド角度の組み合わせによる 4 種類の実
物大の実験の条件に一致させた 4 つのシミュ
レーションを実行しました。

確立されたシミュレーションプロセスに
よって得られる確信
たとえ合理化されても、供給ケーブル設置の
シミュレーションには高い計算能力が必要に
なる可能性があります。最新の DUCO 社の
解析では、節点数が約 50 万あり、要素数も
ほぼ同じです。この複雑なモデルを扱うため
に、高度な能力を持つ CPU クラスタが利用
されました。Probyn 氏は、「目標は適正な
時間内に解析を提供することであり、私たち
は成功しました」と付け加えています。
結果を比較したところ、FEA による予測と

実験が良好に一致することが確認されまし
た（図 2 参照）。ほとんどの荷重について、
FEA と実験の結果の差は測定許容誤差の範
囲に十分入っていました。また、FEA によ
る予測では、キャタピラパッドの V 字型の
角度を大から小に変更すると残留だ円値が減
少すると予測した実験データと同じ傾向も示
されました。さらに、FEA モデルと実験で
は、圧縮荷重を加えている際に、鋼管に内圧
が存在するタイミングについても一致しまし
た。すべての結果において、残留だ円値がす
べての荷重に対して推奨値の 3 パーセント未
満であり、公称圧縮荷重の範囲に十分入って
いることが示されました。これにより、研究
開発チームでは、特定のケースにおいて、通
常の値を超える圧縮荷重を加えることが可能
であるとの確信を得ました。
全体として、今回の解析では FEA によって
複数のコンポーネントの接触と非線形材料挙
動を含む複雑な荷重条件を正確にシミュレー
トできることが DUCO 社の研究開発チーム
に対して実際に示されました。研究開発チー
ムのリーダーである Fogg 氏は、「今や私た
ちは FEA を完全に検証したので、最適化や
信頼性の検討などの追加の解析を実行するた
めに、シミュレーションを仮想試作として使
用することが可能になりました」と述べてい
ます。
確立されたリアリスティックシミュレーショ
ン・プロセスにより、DUCO 社の顧客は油
田/ガス田のライフラインが将来にわたって
長期的に正常に機能することに確信を持つこ
とができます。

詳細は以下をご覧ください
www.technip.co
www.simulia.com/cust_ref
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