
はじめに
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（鋼板は溶接で
繋がっていないので、構造不連続となってい
る.すなわち、高速で伝播して来た脆性不安定
亀裂は停止する.）に代わり、「どの位粘っこい
鋼板を、どの位置に、どの位の幅で挿入してお
けば、万一の場合、高速で走って来る脆性不安
定亀裂を停止させることができるか」という「溶
接型クラックアレスト構造」1）～ 5）に関する課
題であった。

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。

クラックアレスト構造の必要性
図１は、第二次世界大戦中に建造された、米

国の戦時標準船T ｰ 2型タンカー Ponaganset
の折損状況である6)。

タンカーの大型化や短期建造に対処するため
に、リベットシームを廃止して、船体の完全溶
接構造化が進んで来た。しかし、1965年当時、
大型タンカーを完全溶接構造で建造する場合
の、各船級協会規則による船体中央横断面での
鋼板配置は図２のようになっていた。万一の場

合を想定すると、「かちかち山の狸の泥舟」で
あるとしか言いようがなかった。

三菱重工業（株）長崎造船所建造の大型タン
カーでは、上甲板・船底外板と縦隔壁との交差
部の外側の計4箇所に、リベットシームを設置
していた（図３）。万一の、小型船との衝突事
故などにより、船側外板から高速で走って来る
脆性不安定亀裂を停止させて、センタータンク
が損傷しないように守るという考えであった。

しかし、タンカーは益々大型化し、建造ドッ
ク使用期間の短縮化を図るためにも、完全溶接
構造へと推移せざるを得なかった。

また、製鋼技術の進歩により、第二次世界大
戦中に米国で多発したような脆性不安定破壊は
姿を消したとは言え、微小な溶接欠陥から残留
応力等も影響して、疲労亀裂が発生する可能性
は十分考えられ、脆性不安定亀裂に発展する可
能性は否定できず、溶接型クラックアレスター
に関する研究が本格的に始まったのである。

クラックアレスター材への要求
靭性値

溶接型クラックアレスターに関する研究の最
大の課題は、「どの位粘っこい鋼板を配置して
おけば、高速で走って来る脆性不安定亀裂を停
止させることができるか」ということであった。

幅 1,300mm、2,400mm と い う 大 型 の
試験片を用いての結果 7）では、図４に示すよ
うに、船体用軟鋼板に対してのことではある
が、有効Ｋ値（Keff）の上限は600kgf/mm3/2

（6,000N/mm3/2） で あ る こ と が 推 測 さ れ
た。すなわち、高速で走って来る脆性不安定亀
裂先端のＫ値（応力拡大係数）は、600kgf/
mm3/2（6,000N/mm3/2）で飽和するという
結果であった。

一方、バルクキャリア（10,379G.T.）の上甲
板部に発生した疲労亀裂から脆性不安定亀裂
に転移し、伝播・停止した損傷例( 図５)の、静
的取り扱いによる逆解析結果 8) ～10)によれば、
亀裂先端のＫ値をKeff の考え方を適用して推定
し、損傷部鋼板のKca値（脆性不安定亀裂伝
播停止靭性値）を推定してそれらを比較すれば、
概ね脆性不安定亀裂伝播・停止状況を説明で
きることが明らかになった（図６）。

以上により、設計的見地からは、船体用軟鋼
板を対象にした場合、クラックアレスター材の
亀裂伝播部幅400 ～ 500mm程度の試験片

（標準ESSO試験片、標準二重引張試験片など）
によって求めたKca値が、

Kca≧600kgf/mm3/2（6,000N/mm3/2）
を満足していれば、クラックアレスターは有効
であると考えてもよいということである10）。

仮に大型船舶の最低使用温度を、ｰ10℃と
すれば、ｰ10℃で、Kca値が600kgf/mm3/2

（6,000N/mm3/2）を満足する鋼板をクラック 
アレスターとして配置しておけば、高速で走って
来る脆性不安定亀裂を停止させることができる
ということになる。しかし、ｰ10℃でKca値が
600kgf/mm3/2（6,000N/mm3/2）を満足す
る船体用鋼板は、TMCPによる鋼板製造が可
能になって実現出来たと言える。

一方、TMCP型50キロHT鋼板を供試した
SR193（新製造法による50キロ級高張力鋼
の有効利用に関する研究）の結果によれば、ク
ラックアレスター材のKca値が、
Kca≧400kgf/mm3/2（4,000N/mm3/2）

を満足していれば、高速で走って来た亀裂は
ほぼ停止し、また、Kca値が、
Kca≧600kgf/mm3/2（6,000N/mm3/2）

を満足していれば、亀裂は完全に停止すること
が明らかになった11）。

大型タンカーでのクラックアレスター材の合
理的な配置例を図７に示す。

しかし、SR193の供試鋼板は、板厚35mm
であり、上述のクライテリオンがどの位の板厚
まで有効であるかは不明であった。

極厚クラックアレスター材への
要求靭性値

近年コンテナ船は益々大型化し、
20,000ＴＥＵ型程度の大型船が建
造されている。

コンテナ船は、その構造から、上
甲板に大きな開口（ハッチ）があるた
めに、上部構造（ハッチサイドコーミ
ング、上甲板など）部材が極厚化せ
ざるを得ない（図８）。

船体折損のような重大損傷を防止
するためには、万一、ハッチサイド
コーミングの突合せ溶接継手部で発
生した脆性不安定亀裂を、絶対に上
甲板に入れないように停止させる必
要がある。また、万一、上甲板で発

生した脆性不安定亀裂は、絶対にハッチサイド
コーミングに入れないように停止させる必要が
ある（図９）。

言うまでもなく、ハッチサイドコーミングの突
合せバット継手と、上甲板の突合せバット継手を
300mm以上シフトすることが必要不可欠であ
るが、どの位粘っこい鋼板を使用すれば、上述
(図9)のシナリオが実現するかが課題であった。

NK（（一財）日本海事協会）のスポンサーシッ
プで、2007年 4月から5年間、脆性亀裂アレ
スト設計研究委員会が設置されて、共同研究が
実施され、上述の課題が解明された12）～14）。

共同研究では、クラックアレスター材の性能
が、試験片幅2,400mmの超大型棚板構造モ
デル（図10）や超広幅混成ESSO試験片（図
11）によって確認された。

さらに、NKと（一社）日本溶接協会との共
同研究結果を踏まえて、上述（図９）のシナリ
オを実現するためには、規則で想定する一般商
船の最低設計温度である ｰ10℃で、

ハッチサイドコーミング材に対しては、
t≦80mmの場合

Kca≧6,000N/mm3/2

80mm＜t≦100mmの場合
　　Kca≧8,000N/mm3/2

上甲板材に対しては、
　t≦100mmの場合
　　Kca≧6,000N/mm3/2

を要求することになった。
ハッチサイドコーミング材と上甲板材とで若干

差をもたせたのは、以下の理由による。すなわち、
①ハッチサイドコーミングの方が、荷重条件が

若干厳しいと考えられる.
②ハッチサイドコーミングから上甲板に脆性不

安定亀裂が伝播する場合は、上甲板材の板表

図1　T ｰ２型タンカー Ponagansetの
折損状況（1947年12月）

面から入ることになるが、上甲板からハッチ
サイドコーミングに伝播する場合は、ハッチ
サイドコーミング材の板厚面から入ることに
なり、板表面から入るよりも入り易いと考え
られる．

などである。

おわりに
秒速1,200mあるいはそれ以上の高速で走っ

て来る脆性不安定亀裂が停止するか否かという
現象を、力学的に解明するためには、動的な取
り扱いが必要であることは言うまでもないが、
明解な答は未だ無いと言わざるを得ない。

また、クラックアレスター材を「どの位の幅挿
入しておけば良いか」との課題に関しては、板
厚30mm程度であれば、幅300mmで突合せ
溶接すれば、幅300mmの中央部で、溶接線
平行方向の残留応力が圧縮になり、その圧縮残
留応力で、溶接線直角方向に伝播して来た脆性
不安定亀裂が停止した試験結果はある。しかし、
実船体において、しかも極厚になった場合の答
はスッキリしていない。前述のクライテリオンは、
何れもクラックアレスター材入口で停止する条
件で決められたものである。

また、前述の極厚クラックアレスター材へ
の要求靭性値に関しては、NKからIACS（国
際 船級協会連合）に統 一規則（UR：Unified 
Requirements）化を提案しており、上甲板材
の板厚80mm以上に対する要求値が若干変更
されることになるかも知れないが、近い将来、
国際船級協会統一規則になる予定である。
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図2　船体中央横断面での鋼板配置図
（各船級協会規則）

図3　リベットシーム設置箇所

図4　大型試験片による脆性不安定亀裂伝播・停止試験結果

図5　バルクキャリア
（10,379 G.T.）の損傷状況

図6　バルクキャリア
（10,379 G.T.）の

脆性不安定亀裂伝播・
停止状況解析結果

図7　大型タンカーでの
クラックアレスター材配置例

図8　大型コンテナ船の上部構造

図9　大型コンテナ船上部構造での
脆性不安定亀裂停止シナリオ 図11　超広幅混成ESSO試験片

図10　超大型棚板構造モデル
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