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山本善之著「船舶の強度と安全」

電子出版の趣旨

日本船舶海洋工学会は、これまで顕著な多くの業績により学術と産業への双方への大き

な貢献をしてきた。これらの業績は、長い年月をかけて、理論的考察、実験などを積み

重ねて築かれ、その発表も様々な場に部分ごとになされるなど、まとまったかたちでは

見ることができない。その足跡を残すことはきわめて貴重であるが、教科書や著書とし

て公刊しても出版部数が限定されるなどの不都合が大きい。そのため、貴重な業績の記

録として、研究者本人の監修によってこれら貴重な業績をまとめて電子出版とすること

とした。

今回は、東京大学名誉教授 山本善之先生の「船舶の強度と安全」を取り上げる。海難

と船体強度の問題は古くから取り上げられてきたが、山本先生は 1970 年代後半から

1980 年代にかけて、波浪中での船体の強度に関する研究を精力的に進められ、貴重な

成果を得られた。理論と実験の両面から一つの体系を作り上げ、現在でも設計に利用さ

れるなど実用的価値も高い。また、近年は船舶の事故に関連して、第二次大戦期の軍艦

の防御なども考察を展開している。この業績は永く後世に伝えるべきものであり、ここ

に学会として出版を企画した。

この出版に際して、下記の出版社から快く転載許可を戴いた。ここに記して謝意を表す

る。
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はじめに

前方５区画に浸水しても沈まない「不沈

船」として設計・建造された英国船「タイ

タニック号」が、米国への処女航海の途上

1912 年 4 月 14 日午後 11 時 40 分、船側部

が氷山に接触して船首の６区画の外板に割

れ目が生じて浸水し、２時間半の後船尾部

が水上に持ち上がり、中央部で折れ曲がっ

て沈没した。この事件は、1997 年のアカデ

ミー賞映画「タイタニック」で多くのひと

に知られた。1986 年にはその残骸が観察さ

れた。絶対的な「不沈船」は存在しない。

日本の商船も野島崎沖で、1968 年に大型

バラ撒積運搬船「ぼりばあ丸」が寒冷前線

の大波浪を受けて船首部を切断して沈没し、

1968 年に大型鉱石船「かりふぉるにあ丸」

が異常な波浪衝撃を船首側部の外板にうけ、

空倉であった船首・船側・船底のタンクに

浸水して沈没した。

太平洋戦争（以下「戦争」と略す）の前、

1935 年 9 月 26 日、三陸沖で行われた連合

艦隊の大演習に際して「第４艦隊事件」が

起こった。第４艦隊（赤軍）に属する２隻

の特型駆逐艦が猛烈な台風による波浪方向

に向かって全力で航行していたとき、船首

部に波浪による衝撃圧力を受けて、船首楼

甲板が座屈し、艦橋の前で切断した。この

事件は、軍艦設計に強い影響を与えた。こ

の事件の起こるすぐ前に、同型の駆逐艦に

船首楼甲板の座屈が観測され、特型駆逐艦

を大演習に参加させないように、と造船官

から意見が出たが、これは入れられなかっ

た。当時座屈についての知識は設計に取り

入れられていなかったようで、戦後、旧海

軍の牧野茂氏らの要望により、筆者は平板

の座屈の研究を始めた。さらに、古典的な

造船学からは理解できない第４艦隊事件を

含むいわゆる「異常海難」の研究を行うき

っかけになった。

米国では戦争中に電気溶接技術が著しく

発展し、特に多数のタンカーが鋲を使うこ

となく全溶接船として建造されたが、新造

された船が低温時、係船状態で何ら外力を

受けることなく、破断する事故が起こった。

これは、鋼材の切断部に延性を示さない、

いわゆる「脆性破壊」で、この種の事故が

多発した。これは溶接技術の進歩、溶接に

適合した鋼材の開発と、脆性破壊の発生点

である応力集中部のない構造設計を行うこ

とにより解決された。戦後日本造船界は、

溶接材料を供給する鉄鋼業界とともに、溶

接技術の日米格差を埋める努力を行って、

日本の造船業を世界一に押し上げた。第４

艦隊事件では、上記２隻の特型駆逐艦のほ

かに、巡洋艦など多くの艦艇が損傷した。

このとき、溶接された部分に損傷が多かっ

たこともあり、軍艦設計の権威とされてい

た平賀譲造船中将の「鋲接構造の設計手法

は確立しているが、電気溶接構造は未完成

だ」という意見が入れられて、ドイツ海軍

の技術に支えられていた潜水艦を除く全艦

艇の主要構造への溶接の使用が後退した。

残念ながら、このとき電気溶接の技術の欠

陥を克服させ、発展させよう、との決定が

なされなかった。

戦争中、魚雷の攻撃を受けて沈没したわ

が艦船は数えきれない。米国の艦船に比べ



てわが方の沈没した数は遥かに多い。これ

は日本の艦船の設計にあたって魚雷を受け

た時の防御に対する艦船の設計法、あるい

はバルジおよび応急注排水システムが、米

国に比べて著しく劣っていたとしか考えら

れない。また軍艦に電気溶接が有効に利用

されていなかったので、鋲継手からの漏水

によって沈没した艦船もある。新鋭の航空

母艦「大鳳」は、僅か１発の魚雷をうけた

だけで航空燃料タンクが破れ、航空ガソリ

ンがタンクの上の甲板の鋲継手から漏れ出

して揮発し、大爆発を起こし、短い命を閉

じた。これは対魚雷の防御設計の不備によ

る。この種の現象は現在でも、しばしば起

こる機関室の爆発・火災事故に関係する。

日本の軍艦は中央に隔壁を設けて左右対

称に造るのが原則であった。これは機関部

の設計・工作の便宜のためであったが、一

旦このように決まると、すべての軍艦がこ

の設計に従った。この設計法は、戦争が始

まり、多数の艦船が沈没した後、漸くその

設計法の欠陥が認識されて、廃止された。

戦艦「大和」さえも、潜水艦から僅か１発

の魚雷を受けて浸水し、大きく傾いた。米

国の艦艇は浸水しても転覆し難いように徹

底的に検討して設計し、傾斜を立て直す応

急注排水システムを完備していた。防御は

砲弾と爆弾のみに対するものであってはな

らない。日本でも対魚雷のバルジが設けら

れたが、それによって生ずる余剰浮力を兵

装の増強に用いられるなど、本来の目的か

ら逸脱していた。ここに「ひと」の問題が

関係する。

兵学校の卒業した兵科の将校は、席次で

人事が定まった。席次の上位のものが戦艦

に乗り組み、下位のものは駆逐艦長の候補

として駆逐艦に乗る。席次が上位のものが、

すべての分野にわたって優れた能力を持っ

ている保証はない。技術士官は「将校相当

官」で、これも採用時の成績で人事が定ま

る。しかし、兵科の将校が技術士官の上に

立つ。第４艦隊事件対策の調査委員長は兵

科の小林海軍大将であった。英米では兵

科・機関科の将校の優秀なものを大学に送

って造船学を学ばせ、優れた軍艦の計画に

貢献した。日本の造船士官は、飛行機と潜

水艦が大活躍を演ずる時代の軍艦を計画・

設計をなし得なかった。加賀藩の資料によ

ると、明治初年、同藩は優れた少年士族の

佐双佐仲と土師外次郎を選び、留学して造

船学を学ばせた。造船総監佐双佐中は、

1905 年 5 月 27 日の日本海海戦で活躍した

軍艦の計画に係わり、武功抜群として功三

級金鵄勲章をうけている。｢日本の軍艦｣の

著者福井静夫氏は上記の２人と志道貫一を、

同書で「海軍造船官の始祖」と書いている。

なお、戦後の日本の造船界の発展は、旧呉

海軍工廠を借用して、自社の大型タンカー

を多数建造した海運会社ＮＢＣのオーナー

のラドウイック氏抜きには考えられない。

船舶の危険性は「沈没」「爆発」などに

伴う人的、物的損害だけではない。これに

伴う「海洋汚染」の防止という見地から船

舶の構造設計の検討を行う必要がある。こ

れは従来２次的事故と考えられていたが、

船の大型化に伴いその重要性が格段に増大

した。損傷・衝突・座礁により、燃料油や

荷油の流出による大規模な海洋汚染が発生



している。1989 年のエクソン・バルディー

ズ号がアラスカ沖で座礁し、38,400kl の荷

油を流失し、多数の野生動物を死滅させた。

1997 年、日本海で「ナホトカ号」が波浪に

より船首部が損傷して沈没し、積んでいた

Ｃ重油 6,240 kl を流失、我が国の日本海沿

岸が広く汚染された。海洋汚染の見地から

油タンカーを２重船殻にするなど、国際的

な法による規制が行われている。

波浪中の航法「荒天航法」でも転覆・沈

没が起こらないようにすることが目標にな

っている。異常海難として知られているバ

ラ積運搬船「尾道丸」の切断・沈没事件で

は、例えば航路を変更し、あるいは減速す

れば、この事件は起こらなかったであろう。

エンジンを止めて漂わしても、沈没しなか

ったかも知れない。しかし、船は－応権威

が認められているウェザー・ルーチングに

従って運航しているので、その指示に反し

て、スケジュールを乱すことに、船長は抵

抗を感じたようである。

船舶の損傷には腐食が関係していること

が多い。特にバラスト・タンクの腐食は大

きな影響を与えるので、バラスト・タンク

は専用にし、有効な防食工事が施されるこ

とになった。1981 年の大型鉱石船マルコ

ナ・トレーダー号の船首の損傷は船首タン

クの腐食による鋼材の脆化によるものであ

る。

水上艦では、第４艦隊事件のように波浪

による損傷を受けるものがある。戦争中米

国海軍はフィリッピンで台風のため多数の

水上艦が損傷を受けた。しかし、殆どの損

傷は砲弾や爆弾を受けるか、魚雷によるも

のである。また、潜水艦は爆雷の衝撃圧力

により破壊された。軍艦では、強度を防御

という見地から論じなければならない。

以下、前半では、波浪中で船舶が受ける

スラミングを考慮した計算プログラム

TSLAM の基礎理論と、それを応用した船

舶の破壊の解析を述べる。後半では、軍艦

の防御について考察する。



第一部 海難事故について

第一部では海難事故について一般的な考察をしている。海難が起こる場合の、気象海象、

波浪の状況、船体構造、そして船体の運動による動的荷重に対する配慮が必要であること

が触れられ、第 2 部以降の導入となっている。文献 1 は、主に船舶の縦強度に関して、海

象や操船との関連を議論している。文献 2 は、著者が行った尾道丸事故に関する講演録で

あり、事故原因を豊富な資料に基づき説明している。

文献１ 船舶の異常海難

出典：山本善之, 船舶の異常海難, 日本造船研究協会 造船研究, Vol.14, pp.326-330, 1982.
文献２ 尾道丸事故に係わる技術検討

出典：山本善之, 尾道丸事故に係る技術検討会報告に関して, 船長実務講座(実務叢書), (社)
日本船長協会, No.61, pp.1-30, 1982.









































































第二部 波浪中の船体の運動と波浪外力 －TSLAM の基礎－

第二部においては非線形性を考慮して船体運動と弾性変形を計算するプログラムである

TSLAM に関する理論を展開している。文献３は国際純粋応用力学連合における講演で、船

舶における構造―流体相互作用問題の基礎的な理論から実験結果までをわかりやすくまと

めてある。文献４は、造船学会の論文で、船体の弾性変形を考慮した水槽模型実験を様々

な波条件に対して行うことにより、縦強度の非線形性を計算と比較し、議論している。文

献５は主にコンテナ船のバウフレアスラミングにおける船体運動の非線形性について論じ

ている。

文献３ 船舶における構造－流体相互作用

出典：Yoshiyuki Yamamoto, STRUCTURE-FLUID INTERACTION PROBLEMS FOR A
SHIP AMONG WAVES, Theoretical and Applied Mechanics, Proceeding of 15th ICTAM,
pp.209-222, 1980.
文献４ 波浪中を航行する船舶の運動と縦強度の非線形性－実験－

出典：Toichi Fukasawa, Yoshiyuki Yamamoto, Masataka Fujino and Seizo Motora, Motion and

Longitudinal Strength of a Ship in Head Sea and the Effects of Non-Linearities (4th Report), 日本造

船学会論文集, Vol.150, pp.308-314, 1981.

文献５ 波浪中における船舶の運動の非線形効果

出典：Y.Yamamoto, T.Fukasawa, M.Arai and E.Kajita, NONLINEAR EFFECTS FOR SHIP

MOTION IN HEAVY SEAS, International Shipbuilding Progress, Vol.29, pp.319-325, 1982.



























































第三部 波浪中の船舶の破壊解析例 －TSLAM の応用－

第三部においては筆者らが行った TSLAM を用いた事故解析に関して説明している。文献

６においてはスラミングを受けたバラ積運搬船の船首部折損解析について説明している。

また、文献７においては戦前の艦艇の艦首切断事故の解析を行っている。文献８において

はバウフレアスラミングを受けた高速コンテナ船の船首部損傷解析を行い、設計、修理に

おける様々な知見を得ている。文献９、１０においては小型貨物船の船首部の折損事故に

おけるスラミング荷重および崩壊モーメントに関して議論している。

文献６ バラ積運搬船の満載時における遭難事故解析

出典：山本善之, 藤野正隆ほか, バラ積運搬船の満載時における遭難事故解析, 日本造船学

会論文集, Vol.154, pp.545-553, 1983.

文献７ 第４艦隊事件の事故原因

出典：山本善之, 角洋一ほか, 第 4 艦隊事件の事故原因に関する研究, 日本造船学会論文集,

Vol.158, pp.323-553, 1985.

文献８ 高速コンテナー船のスラミングによる船首部損傷

出典：山本善之, 飯田國廣ほか, 高速コンテナ船のスラミングによる船首部損傷解析, 日本

造船学会論文集, Vol.155, pp.251-2613, 1984.

文献９ 小型貨物船のスラミングによる応答と崩壊強度（その１）

出典：山本善之, 大坪英臣ほか, 小型貨物船のスラミングによる応答と崩壊強度（第 1 報）

－波浪曲げモーメントの算定－, 日本造船学会論文集, Vol.149, pp.139-144, 1981.

文献１０ 小型貨物船のスラミングによる応答と崩壊強度（その２）

出典：山本善之, 大坪英臣ほか, 小型貨物船のスラミングによる応答と崩壊強度（第 2 報）

－ホギングモーメントによる崩壊強度－, 日本造船学会論文集, Vol.149, pp.145-148, 1981.



















































































第四部 軍艦の強度と防御

第四部においては軍艦の強度と防御について議論している。文献 11、12 においては戦争末

期における航空母艦の雷撃からガソリン溢出、爆発に至る過程を合理的な仮説に基づく検

討を行っている。また、文献 13、14、15 においては軍艦の防御に関して、構造に限らず広

範囲な議論を展開している。最後に、東京大学の船舶工学科の 100 年記念講演として、船

舶の安全について広範囲な議論を展開している。（文献 16）

文献 11 航空母艦大鳳の大爆発（その１）

出典：山本善之, 航空母艦大鳳の大爆発 1, 関西造船協会らん, Vol.46, pp.58-65, 2000.

文献 12 航空母艦大鳳の大爆発（その２）

出典：山本善之, 航空母艦大鳳の大爆発 2, 関西造船協会らん, Vol.47, pp.67-74, 2000.

文献 13 軍艦の強度と防御（その１）

出典：山本善之, 太平洋戦争における軍艦の防禦(1), 防衛技術ジャーナル, 防衛技術協会，

pp.11-19, 2001.

文献 14 軍艦の強度と防御（その２）

出典：山本善之, 太平洋戦争における軍艦の防禦(2), 防衛技術ジャーナル, 防衛技術協会，

pp.38-46, 2002.

文献 15 軍艦の強度と防御（その３）

出典：山本善之, 太平洋戦争における軍艦の防禦(3), 防衛技術ジャーナル, 防衛技術協会，

pp.9-15, 2002

文献 16 船舶の安全

出典：山本善之, 船舶の安全, 船舶工学科の百年,東京大学船舶工学科, pp.140-154, 1983
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