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損傷例の教訓と
破壊管理制御の考え方

ある。したがって、厚さ0.1mmの紙で長さ1m
の船を作ることを想像してほしい。アルキメデ
スの原理で海に浮かんでいるのであるから、原
油を満載した状態でも必ず空艙がある。したがっ
て、大きな力に必死に耐えている部材が必ず存
在する。しかも、20年間使用されるとすれば、
波浪によって約１億回揺れる勘定になる。
500～1,000kmも溶接してあるカラダであ

るから、潰瘍の源になる「応力集中箇所」は無
数に存在しているはずである。
疲労亀裂の発生強度を検討基準にすることは

不可能である。亀裂が存在すること自体が設計
上の不備を意味し、損傷の発生を許容応力の低
減によってのみ回避しようとする設計思想には、
自ずから限界がある。
疲労亀裂の発生・進展、さらに脆性不安定亀

裂の発生・伝播あるいは伝播停止といった、亀
裂を主体とした損傷過程の把握を基礎とする考
え方である。亀裂の存在は許容しても、使用期間
中に致命的な損傷を起こさずに機能を全うでき
る構造方式の開発・設計を実現することである。
また、船体のどこかに小さな潰瘍（疲労亀裂、

局部座屈）ができたとき、その潰瘍の成長状態
を観察・監視しながら、致命的な癌になる前に
手術して、元気なカラダに戻してやることがで
きれば、強度・信頼性はかなり向上する。これが、
破壊管理制御の考え方である。
大型船舶での破壊管理制御を実現する上で、

「ゼロ大事故」すなわち「沈没させない」ために、
最も重要なことは、クラックアレスト構造の設
置である。リベットシームに代わり、「どの位粘っ
こい鋼板を、どの位置に、どの位の幅、挿入して
おけば、万一の場合、高速で走って来る脆性不
安定亀裂を停止できるか」という課題である。
約半世紀前からこの課題に取り組んでおり、

製鋼技術の向上に支えられながら、即物的解答
は得られている。本件に関しては、何れ機会が
あれば紹介する。

はじめに
大型船舶・海洋構造物・橋梁などで発生した

多くの損傷例1) ～ 4)、また、1995年1月17日早
朝の阪神・淡路大地震による震災2)、5)は、工学
の世界に幾多の貴重な教訓を残した。
大型船舶など大型溶接構造物の高信頼性確保

と高付加価値化を実現していくためには、多く
の損傷例が残した教訓を謙虚に受け止めて、前
向きに、合理的に、今後の糧にする必要がある。
大型溶接構造物が「壊れる」ことも、「全寿命

において機能を全うする」ことも、自然現象で
あり、それは、設計・建造あるいはメンテナン
ス担当者の能力次第で決まり、財力や権力の及
ぶところではないからである。自然現象は正直
であり、絶対に嘘をつかない。しかし、絶対に
我慢はしてくれないのである。
大型船舶で発生した損傷例を数例紹介し、そ

の損傷原因や損傷経緯をヒントに編み出した、船
体構造の破壊管理制御の考え方について述べる。

大型船舶での損傷例
(1)損傷例　1
第二次世界大戦中の米国の戦時標準船での脆

性不安定破壊による損傷例は、あまりにも有名
である1) ～ 3)、6)、7)。約5,000隻建造されたうち、
約1,000隻に約1,500件もの損傷（その多くは、
約3m以上の亀裂）が発生した由であり、そのう
ち約250隻は、甲板に亀裂が入る船体強度上重
大なものであった。また、約20数隻は真二つに
折損（図１）したために廃棄されている。戦時
中の混乱期とはいえ、あまりにも大きな損害で
あったといえよう。その代償として「15ft・lb
（21J）遷移温度クライテリオン」（損傷発生時
の温度で、Ｖ-ノッチシャルピー吸収エネルギー

を15ft・lb（21J）以上有している鋼板からは、
脆性不安定亀裂は発生しにくいこと）が残った
のである。
(2)損傷例　2
1969年1月8日、門司からナホトカに向け日
本海を北上中の木材運搬船（7,292D.W.T.）の
右舷上甲板全幅が脆性不安定破壊を起こした（図
２）1) ～ 3)、7)。亀裂の起点は、ハッチのトップコー
ミング内側のカバープレート突合せ溶接部の溶
接欠陥であった。上甲板を高速で伝播した脆性
不安定亀裂は、舷縁のガンネルアングル材と上
甲板との固着用のリベットホールで停止してい
た。舷縁のリベットシームが、本船を生き残ら
せたのである。
(3)損傷例　3
1968年8月9日、原油を満載して中近東から

日本に向かう途中の大型タンカー（88,461D.
W.T.）が、ペルシャ湾出口付近で、船腹に大損
傷を起こした（図３）１)、２)、４)。
調査の結果、推測された損傷の経緯は以下の

ようであった。
①	ストラット基部の座屈・崩壊→破断。
②	トランスリングウェブ材に亀裂発生。サイ
ドロンジ材との交差部スカラップと繋が
り、トランスリングウェブ材破断。

③	サイドロンジ材と船側外板との隅肉溶接止
端部に沿って、船側外板に疲労亀裂発生・
進展。

④	船側外板の疲労亀裂先端から、脆性不安定
亀裂発生・伝播→大破壊に進展。
すなわち、ストラット基部の座屈・崩壊が引

き金になったのである。座屈・崩壊・破断→疲
労亀裂発生・進展→脆性不安定亀裂発生・伝播
→大破壊へと進展したことが明らかになった。

船体構造に対する「破壊管理制御の考え方」
の基礎を教えてもらった事例である7)、8)。
(4)損傷例　4
1974年5月17日、原油を満載して中近東
からヨーロッパに向かう途中の大型タンカー
（130,000D.W.T.）が、中央アフリカ西岸沖で、
航行中に船首部が破断して流出するという珍し
い損傷を起こした（図４）1)、4)。船体構造に対
する「破壊管理制御の考え方」が、ある程度明
らかになったと考えていた著者は、本船の損傷
に遭遇して大きな衝撃を受けた。ところが、次
に紹介する損傷例が、その疑問を解いてくれた
のである。
(5)損傷例　5
1981年3月1日、石炭を満載して南米から千
葉県君津に向かう途中の大型鉱石/ばら積貨物
/原油運搬船（64,427D.W.T.）が、野島崎東
方約3,300kmの北太平洋で、船首部を破断・
流出する損傷を起こした（図５）1)、4)。約１ヶ
月かけて、自力で4月5日に千葉県君津に入港し
た。積み荷を降ろした後、船底を検査して佐世
保に回航され、修理された。
調査の結果、推測された損傷の経緯は以下の

ようであった。
①	フォアピークタンク内の骨部材が、元板厚
の半分程度の板厚まで腐食・衰耗。

②	過酷な海象による大きな水圧により、フォ
アピークタンク内のサイドロンジが、コリ
ジョンバルクヘッドのすぐ船首側で一斉に
座屈・崩壊。引き続き負荷された変動荷重
により座屈・崩壊した全てのサイドロンジ
の座屈・崩壊部が破断。

③	破断したサイドロンジ破断部先端で、船側
外板に疲労亀裂が発生・進展。

④	それぞれの疲労亀裂先端から脆性不安定亀
裂が発生し、一瞬にして全ての疲労亀裂が
繋がって、船首部が破断・流出。
すなわち、フォアピークタンク内サイドロンジの

座屈・崩壊が引き金になったことが明らかになっ
た。主原因は、構造部材の腐食・衰耗であった。
本船の損傷を調査・検討したことにより、船

体構造に対する「破壊管理制御の考え方」を教
えてもらったといっても過言ではない。
(6)損傷例　6
1997年11月24日、リスボン西方約1,600
kmの大西洋で、大型コンテナ船（2,870TEU、
40,912D.W.T.）が折損した（図６）。破断位置
は、船体を約15m延長した挿入部の溶接継手で
あった。
(7)損傷例　7
2013年6月17日、インド洋沖（北緯12度

30分、東経60度付近）で、コンテナを満載し
た大型コンテナ船（8,110TEU、90,613D.
W.T.）が、船体中央部で折損、船体前半部と後
半部に分断・漂流の後、沈没した（図７）。原因は、
船底部の座屈・崩壊であった。

破壊管理制御の考え方
大型船舶の損傷がなぜ起こったか、解析・検

討した結果、大型船の強度・信頼性を高めるた
めにはどのように設計・建造・メンテナンスす
ればよいかという、「破壊管理制御の考え方」を
編み出すことができた。
25万トン原油を積めるような大型タンカー

（VLCC）になると、船体の長さは約300mにも
なり、1隻建造するのに約500～1,000km位
の長さを溶接しなければならない。また、船体
に使用される鋼板は、厚いところで約30mmで

おわりに
大型船舶の破壊管理制御は、いわゆるトータ

ルエンジニアリングであり、破壊力学の発展、
電子計算機ならびにその利用技術の発達、製鋼
技術の向上をはじめ、様々な要素技術の進歩に
支えられつつ、実用化が可能になった。しかも、
大型船舶の破壊管理制御は、LNG船、LPG船の
如き危険物運搬船、あるいは氷海商船といった
高付加価値特殊船に限らず、一般船舶において
も、その質的合理性を追求するうえから、今後さ
らに実用化が推進されるべきものと考えられる。
周知のごとく、航空機、宇宙機器における破

壊管理制御の実用化の実績は多く、小さな部品
一つに至るまで、徹底した管理制御が実施され
ている。これに比べると大型船舶や海洋構造物
などの大型溶接構造物における破壊管理制御は、
むしろ今後の課題であり、今後日常設計業務の
中に広く浸透していくものと考えられる。
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図 1　戦時標準船	Schenectady 号の脆性不安定破壊状況	(1943年 1月 )

図 3　大型タンカー	(88,461D.W.T.) の損傷状況	(1968年 8月9日 )

図 2　木材運搬船上甲板での脆性不安定亀裂
停止状況	(1969年 1月8日 )

図 4　大型タンカー (130,000D.W.T.) の
			損傷状況 (1974年 5月17日 )

図 5　大型鉱石 /ばら積貨物 /原油	運搬船
(64,427D.W.T.) の損傷状況 (1981年 3月1日 )

図 6　大型コンテナ船(2,870TEU､40,912	
D.W.T.) の損傷状況 (1997年 11月 24日 )

図 7　大型コンテナ船(8,110TEU､90,613	
D.W.T.)	の損傷状況	(2013年 6月17日 )

●お問合せはこちら

https://www.nstec.nipponsteel.com/contact2/

