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銀河丸による航走時強度試験

安　　藤　　良 人　　・　高 橋　　幸　　伯

1．　まえがき

　荒天時に航行する船舶力損傷Lた例は昭和10年の第

4艦隊事件をはじめとLて非常に多い．特に日本近海は

荒れる．二とが多く，この問題を解決するために，旧海軍

においても幾多の努力が続けられたガ，当時は計測器に

適当なものかなく，詳細な実船計測か下可能であvた．

　戦後抵抗線丁計をはじめとして電気的計測器の発達し

た結果，実船の動的応力その他も比較的容易に計測でき

るよ5にな，、た，昭和26年造船．協会構造委員会におい

て実船計測に関する臭体的計画力進められ，同年は造船

協会によ・，翌27年には新た　IC・X足Lt・日本ts船研究

協会にょつて，動的応力計測装置の試作，進7k時を利用

する応力分布の計測などが行われた1）2）3）・

　昭和28年度は日本造船研究協会第10研究部会の手

で，運輸省航海訓練所練習船北斗丸（1631G．　T．）にっ

いて，応力，水圧．水位および動揺なとの各種計測およ

ひ記録装置の性能試験を兼ねて九州近海で実地に強度試

験を行ワた，二の経験に基き，昭和29年度は計測器の

改良，整備を行い，昭和30年度日本造船研究協会第

24研究部会ぐ都会長工学部吉識教授｝の

仕事として，運輸省航海訓練所練習船銀

河丸によ∵て波浪中航走時強度試験を行

う．．二ととなった．実験は本年1月よn2

月にかけて行われたか，筆者等は計測員

として参加したので，その概要を紹介す

る．

2．測定項目と方法

　実験に使用した銀河丸は元貨客船雲仙丸を改装して，

昭和30年練習船とな．、た魂，ので，接合は鋲接を主とす

るミノ）である．その改装工事に当．，ては航海訓練所の好

意にょ｝〕本実験に対tる船内配線その他種4の便宜がは

カ・られた，その要目は第1表に示す適りで，第1図は水
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圧計，水位計1．．L取臼日．・．．たノ浅野ドックに入果した同

船である．

　測定位置の概略は第2図に示す通りで，各種測定項目

をできる．だけ小人数で同時記録をとる九きへすべて電気

的計測記録方式≠採用tる二ととした．

　ra）　水　　圧

　船体の受ける水圧分布を求めるため，船底外板に広く

分布Lて水圧計を配置Lたかスラミングに重点をおい

i’二た齢，船首船底部を密にL，詮計36個の水圧計を取

付けた．

　水圧計は北斗メLの経験を加昧して，内側に4枚のti」ケ

ー河貼一，た内循…20mmの受圧膜面ヵ：外板表面と一致

÷るようにしたもので，水防については．r分の考慮かし

．－s）る，船内より見た水圧計を第3図に示す・

　（b）応　　力

　応力の測SE［『tべて抵抗線歪計を用いた・　一ジは2

－）の抵抗線〔一一方は予備）を平行に同一紙上に貼った屯

のを使用した．計測点は船菅尾方向の分布を見るために

上甲板右舷に7点，断面の分布を見るために中央横切面

付近右舷に11点，．麟首パ和しの局部応力分布を求めるた

．h“1に16点を配置した．前回は増幅およぴ記録装置の不

足のため切換計測を行，、たカ、今回は各力面の協力を得

て全点連続同時記録をとる；とカOぎるよ・1にLt二…　C

4ルに貼リた歪ゲージヵ第3図a）水圧計の両側に見えて

第4図　エアジ†イロ式動擁計
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いる．

　rc）動　　揺

　動揺は’tアジtrイロ式の人1二水｝儀を用い1ロー／1ゾ

グとピッチングの角度を電気量に変えてt，シロ”．’7

に入れた．設置場所は長さの中央よhやや前方の　・で

ロルームで，その写真を第4図に示す．ヒーピ．ングは次

に述べる加速度計に積分回路を接続して計測1．たカ、第

5図に積分装置を示す・

第5図　L一ビング積分’装置

　〔d’）加　速　度

　先端に重錘をつけた片持梁に抵抗線歪ゲー／を貼ッた

メのを，　シリコン油を充t：　Lた小箱中に封入Lたもの

で，船首に2個，船体中央，船尾に各1個を配置Lた・

分解した加速度計を第6図に示す・

第6図　加速度計，上右：ケースJ上左；内部構造
　　　　（裏返し），中右：クランプマグt．ット．中

　　　左：振動バt’，．ド；外観

　（e）　船に対ずる水位

　舷側におけるウエーザ・ブロファィルを求めるため

に，左右舷に適当な聞隔で配置しt：各6本のガースにそ

．，て，それぞれ8個の水位計の接点を取つけた．接点が

没水した場（r，海水による短絡電流で測定室の計測装軍

（第7図）の豆ラソブに点灯するようになってh’　O，こ．

れを16mm撮影機で記録した・

　（f）海象，気象その他の外界条件

　風向，風速，風波とうね・〕の方向，波長　波高，気
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7図　水位計測装置

温，気月．，海水温度と比車，船の位置，釧路彫速，主

機回転数な，it．銀河丸乗組自およひ棟習生の協力にkり

て計測Lた，

　3．　実験方法　　　　　　　　　　　　　　　　　’

　’11初の計画『｛は1組の計測シリーズとして，ある海面

Lt．^状態に対L　，主機匝転数は160，130，110，70rpm

の4種、波に対する方向は向波，右45°，左45i，追波

の4種について2分十つ律う予定であった・

　L．かし実際に洋Lに出て．・ると荒天時に回転数を客一

二とば磯関停止のおそオ゜かあり，回頭本危険であるのと

　　　　　　．三5．’　　　・40”　　t4s・　　　lsLI．

　　　　　　　　　　　　・揖∫

　　　　　　　　　　　　　　　　・馴　　　　　旨

臨
樋

〆

し
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／～観　丸』
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　　　　l　　l　　1
　　　　　　　第8図実験航路概要
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追波ではほとんど船底を叩かないので，回転数爪175rpm

を加えて情況により低回転数の実験を除ぎ，追岐以外V）

3方向を主として計測Lた・海．．i’状態か比較的おだやか

なときは0930と1330の完時に，160rpm向波の共験

のみを行った．夜闘は浪レ観測　恒E確になる・）．、1

回だけ最も動揺のは…．い時に行　t二ほ＿原則ヒ1．．て

行わなかった・

　航路の概要は第8図に示す通り．C　荒天に遭遇1．たの

は往復と4，三陸東方，千島南方海面．C，最大風速は30m

／sec以上，最大波高8mに達した．船菅船底を叩いた

状況を第9図，低気臣が去った後の海面の状況を第10図

に示す．

第9図（a） 船首1船底を叩き水が勢よく左右に分れる．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　i

第9図〔b）次の瞬聞船首’下ロ，飛渦こが船首をこえてくる

第10［4 低気圧の去ワた後，

も波高し

天気晴朗なれど

【．

f
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　計測は1とんどすへて遠隔測定と全計測点同時詑録を

目的として電気的計測記録の方針をと”　t：．使用した計

a、下は動的．歪測定器12点用1台，6点用7台，3点用1

台，雫子管切換式否測定器10点用2台、二重積分装置

1台に及ト，記録器としては電磁オッシロ12点用6台，

ブ・〒ウン管すッyロ10点用2台，16mm撮影機1台を

使用Lた、　二れらは’t　…’一上甲板右舷の計測室にeeu，，

られ，動揺振動に対L．て支障のないように固縛Lた．計

測室内の1部を第11，12圃に示す，

第11図　計測室の一・SS，水圧計測用ブリッジ

　　　　　ボツクスの配列

第12図　計測室内の電子管切換式歪測定

　　　　装置，1σ点用2台

　計測に当ッては，船橋からのイ　喫一ホーンによる含

図で，計測室の記録器のモーU一をスtt一トし，各計測

点の識別，較正を入れた後，船橋のスイッチを入れてリ

レー装置を働かせ，タイミングと同時マークを各記録器

に入れるよう；cした．同一条件にSーける計測時間は2－

15分である．外界条件の観測は船に設備された計器によ

り，特に計測を必要とするものは当直士官や練習生等に

よ，、て計測された．

　波浪中の計測を主にしたのはもちろんであるカ．，

に平水時，旋回時，投錨時の計測も併せて行．ナ．二・

4．　実験経過日認

ほか

30年12！月一31年1月　日本鋼管浅野船渠において水圧

計，．」ζ位計．、取伸ち歪ゲージの貼付i・十，加速度計，動

8
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　揺計の改賢，導線の配茂，計器ノ）搬人を行㌧，て諸昂編完

　了．

　1月14日　1700予備実験計測員10名乗船．

　1月15日　　1000横浜出港計器調整のため東京湾内

　を航行・深夜湾口を出る．

　1月16日　　0840より．伊豆石廊崎酉南西12浬の海面

　において　No．1－16，　1330　より御前崎西南西91壁｝こ．て

　No．17の計測を行う，富士山力良く見えるときは風か

　強いと言押しており，最大風速18皿／secに達したが波

　浪は大［．た二となし・1700伊良湖岬東南10浬より引

　返す．

　1月17日　　0900よ．）館山i中標柱において速力試験，

　その聞」1水中の計測No．18－25を行5．1500横浜入港．

1月le－19日　　予備実験のフィルムを現像したと二

　」’，大部分V）’L録に価）計器の干渉か人．．ていたため，

　搬送波を統一一‘：一る処胃を’ff　・1．

1月20日　　本実験計測員10面　瞬｛大5名，運研4

名，浦賀11拘乗船．1115横浜出港．1325より千葉

id1に才いてt’：水中Lり計測No，25－31．一行・）．1800湾

　口通過・

1月21日　　1315犬吠崎東南東110T［「二てNo，32－

47計測．風，波ともに大L二となし．

1．月22日　0900福lt“i：［ぐ定時観測・1330よh♪No，

49－61計測・海上の状態は前日と同様．2400東経148．

30’ @『ゴ：，　』ヒ西5二変金1’・

1月23日　　0500首席航海士t　i］本般ヵ・低気圧・t980

mb♪の中心にいる二とを知らさII，0600より約3時闘

に？．・たりNG．62－72の計’tq」Jt，’　ff　・1　，実験位置は工卜［t

フ島ab“　／i　250浬・風速約28m，／secに達1．．，波高約5m

で，相｛数）ス弓ミンO’を計測∈イた．午後気圧上昇に

伴い風はK”“・7’1一みえたカ，波高はむLろ大き＼，6－

7m，1330　ヒ1）約2時間No．73－82計測．

1月24日　　G930襟裳岨南方60浬でNo．83，1330

尻矢崎東方35浬でNo．84の定時観測．波はおさ払．

たか　黒潮から外れたため寒さか加わ｝，，と｝Lそ吹

二』・2200ららつく雲の間に函館山の黒い影，市内tiト1を

郵恥っつ函館港外に至1・），洞爺丸沈没位置にほ＿近い．ヒ

重浜沖に投錨仮泊・

1月25日　　デッキもボート4、白一色におおわれt二t’

船は，0700抜備，日本海一、向S・対船風速24mlsecを

示しているカ，波高はうねり，風波とも僅かに1－1．5

m・津軽海映白神瞬東方14浬でNo・85，86の計測を行

い敵館に引返す．吹雪の通過Lたあいtに1400函館人

港・投錨時の計測No．87，　E　”X計測No・88を行う・

1月2S・21日　　天気図を調べた結果・舵天か期待．L

きないナこめ，．二の間11陸「、て英気L’養い，計賭調整や現

豫などを行う．

1月2S日　　1100函館出港．1330恵山「：『南方12浬
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でNo．89，1540より尻矢崎北北東8浬でNo．90－98

の計測を行う・風速10m前後で，比較的おだやか・

1月29日　　再び低気圧の中心に遭遇，最大風速32m

！sec．本船よりの無電を送ると間もなくラジオの天気

予報があり，船舶よりの報告によれば海上は大暴風雨で

すから近寄らぬようと報ずる・その中を本船は中心へ向

って入って行く・0930より根室南方180浬にてNo．99

－110，1500よりノサヅプ岨南方180浬にてNo・111－

116の計測を行い，十分と思われる資料をとった・2030

船の動揺がきわめてはげしくなったため特にNo・117の

計測を行う・動揺は片舷40°に及び，ベッドに横たわ

っていてもしっかりつかまっていないと投出されそうで

ほとんど眠れない．配膳室では皿の割れる音が続き，乗

組員が首席航海土に梯子が波で落されたことを報告して

きたり，また居室の窓は平水ならば水面から5m以上高

い場所なのであるが，荒天準備の鉄蓋がしてあるにも拘

わらず水が入ってくるなど相当なものである．

1月30日　　0930釜石東方120浬で定時計測No・118，

1330より広田湾東方でNo．119－122計測．風速約20

叫secで，うねりは前日同様高かッたが，十分の資料を

とった後であったので数回の計測にとどめる・

1月31日　　0915塩屋崎東方60浬でNo．123の定

時計測2昼夜続いたモソスーソは全くt5とろえ・紺碧

の太平洋をホームスピードで一路南下する・本船の位置

確認のため陸岸に接近し，真赤な太陽が筑波山の鞍部に

沈むころ，船橋の速力計け14ノヅトを示していた．

2月1日　　0900館山沖マ・fルポストで174rpmの平

水計測No．124，125を行う・十数頭の海豚われわれを

歓迎して本船の周りに跳上る．北海道からついてきたか

もめの群は本船から離れてしまった．銀河丸側の希望に

より1310より千葉港入ロのブイを利用Lた旋回時の計

測No．126－132を行う・久しぶりに眺める生研の屋根

や検見川，船橋の無電塔が良く見える・　1700東京港入

口灯船付近に投錨

2月2日　　0700抜錨　0800東京港晴海埠頭沖に投
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錨・半月に及ぶ実験航海を終了・1400計測員下船

2月3日　　計器揚陸．

5．　あとがき

　実験結果については目下資料解析中であるが，スラミ

yグ時の記録は相当数とれている．今回の実験は構造関

係ではわが国の事情の許す範囲では最も規模の大きなも

ので，計測器も独自の工夫をこらしたものが多かったが，

大体において満足すべき結果がえられた．オッシログラ

フ等の記録器の故障がときどきあったが，動揺のはげし

い中で長時聞の記録が支障なくとれるためには，この方

面の改良が望ましいど感ぜられた・
　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　今回の実験では荒天を求めて冬期に行ったが，風速

30m／sec前後のモソスーyには3日聞遭遇し，横揺40°

に及び，銀河丸の経験した最大のものであゐた由で，実

験としては満足すべき荒天に出会ったものといえよう・

波高は最大8m程度でかなり高かったが，波長は船の長

さよりも短いのが大部分であった・波高！波長の比は標

準の強度計算に用いる1！20の数倍のものも多くあった．

　このえがたい機会に計測員として参加し，貴重な体験

をえたことを感謝すると共に，この実験を遂行するに当

り，ご支援，ご協力を得た各方面，ことに終始格別のご

配慮，ご協力を頂いた銀河丸船長はじめ乗組の方々に厚

く御礼申上げる・またともに計測員として参加し，下船

直後より病床に就かれ，4月28日に遂に職に殉ぜられ

た運輸技官石黒忍氏の霊に対し，謹んで哀悼の意を表す

る．
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山辺武郎著（英文）「Studies　on　the　Ion・Exchange　Epuilibria」（イオン交換平衡に関する研究）

　イオン交換反応はいわゆる蒸溜水（純水）の製造を初めとして工業への種々の応用が実施され，あるいは研究

されている．本論丈はイオン交換反応の基礎である交換平衡に対する著者の研究結果をまとめたものである．イ

オン交換平衡の根本法則である質量作用法則，およびドンナン平衡に対し，両者が両立すると仮定し，かつ異相

平衡である交換平衡に薄し相対的容積を表わすパラメ・・タe－一を導入することにより三つの実験式を導駕従来i腱

出せられた実験式と共に，実験結果を検討した・その結果平衡は適当に補正を行った各交換イオンの分配係数

（各イナンの樹脂相の濃度と溶液相の濃度との比）に従うと結論した．ついで三つの実験式の優劣について述

べ，囁後にこれらの交換平衡の研究の応用について簡単に論じた．
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