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　ま　え　が　き

船の設計には最少殿の材料を使つて最大の要求舖

足させるための・あらゆる努力がはらわれる．こ嚇果

洗練された外魍の美がにじみ出してくるのである．無理

なくたくみに設計され燃には，自然｝こあかWa｛ナのした

機能的な美しさがともな5．このよ5な美しさを感ずる

のは現代人のみが持つ科學美の感覚によるものといえよ

う．

　夏逼去の船船と現代船舶

㈱に表」r・eられた近代的な科eseeとiまどのX5なも

のであろ5か～　昔の船と今の船とを比較してみれば一一

目瞭然である．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　ヵヅトは廣東船で今から考えれば縮巻物にでも出てき

そうな印象である．蒸氣機關が船の推進力として使用さ

れるようになり・　19世紀には帆船から次第に汽船へと

移礎るに至t）・1go7年のモレタニア號で齢く帆の

影をひそめるに至つた，しかし何慮となくぎこちなさを

残し近代的とはいえない．それに比し口給窩箕ノノレマソ

ディ’號，クヰソメリP號，あるぜんちな丸等はいわゆ

る近代的な形態を備えており，高速力と最小抵抗の造型

船 舶

南　　波　松　太　郎

李　　山 了　　也

．美

的遡をもち・材料購嚇つ本質的美し1，を表現した

ものといえる．

　II船の用途により生ずる各猛のタイプ　　　　　　’

　般舶には旅容舳貨客艦貨物船，油階船，漁般，蓮

絡船・海底電線布設船・曳船，起重機船，捕鯨脂，燈峯

般謂防舳遊臨，練習艦伴氷船渤：あるが，その

用途によりそれぞれ特有の形態をもつている．ノルマソ

ディー號弼ソ籾一騰囎額は大型tSMB－（・，旅

客のみの巌朗的とし，鞭物と縞贋滋融壕の
貨物を積むのみである．したがつて幾冒も．t／）mp板上には

無麹継端り・蟷エソトラ・スホー鯛較室
その腱上のちよつとしたホカ噂では見られない醸

勲近代設備に醐ている・從つてそり糊も、駈の，q

城の如き，噸を呈して居る・氷川SL〔第25圖）も貨

客eeとし俄が國現存客艦帳大であるが，あるぜんち

な丸が旗客を主としているのに封し，氷川丸は貨物を主

としている馳が異り，外形にもこの相異がうかかわれる．

　之に反して貨物般はデリックボスト，ブーム等の荷役

設備を有し貨翻鮪の形獣をpmしている．貨瀦
iこeePt：など不必要といえばそれまでであるが．・・。チを

第ユ圖“モレタ＝ア號”Jgo7乍建．鍵れたモ。タ
　ニア：「kの鉢煙突はrm　xpく，神一の・・つel“い張eめ

ぐらされたマ・　：・は脇しく，・1・板上に鰍に立ち並

　らんでいる通風筒など，いかにも古典的な感じがする．
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大ぎくするために極力長さを墜縮された甲板室

迅速な荷役のできろよう牙薩物を整理した甲板

堅牢で張力なデIJ・’・ク，ブームの荷役装置等そ

の機能からEl然に出てくる外鯉は機械的な美し

．さともいえるが，齪立するデリックやマzトと

デッキハウスとの調和はなかなかむつかしいも

のである．（氷］II“L，聖川丸）

　鐵首連絡艦（第3嗣）は上甲板が1｛禰甲板と

なつていて・レー・が敷いてあり貨陸簾む

事がでぎる．したがつてシlr　一　舷弧）lj　t”ヤ

ンバ・一（梁矢）もなく甲板は全くの水干面であ



第2蜷　　第10號

第2圖　“婁川丸”D、W．9，386川1騨…船所

　　　　昭和15年建造，ニューヨーク航路

　　　　の高速優秀貨物船．　1949年末改張
　　　　成つて再び海蓮界に活躍中．今夏ア

　　　　メリカへ向つた第一船である．

＿擦」難。

鵬購＿＿
　　第3圓　‘‘大雪丸”約4，000糖噸，1947年

　　紳戸造船所で完成，職後の取優秀漣繕船．

って，た穿レールのない船首部のみ僅かにシャーがつい

ている．車輌を入れ7關係上煙突を船の左右爾舷に配置

してあるのも特徴である．この酷航塞母艦とよく似てい

る．

　油槽船（第4圓）はその生命たる油密構造の關係上機

關は般尾にあり，般の巾央に船橋を置き甲板は趾絡般と

同様フラッシ＝であろが，錯畳のために甲板はむしろ巾

央部が高くなつている感じを與える．

，　　1

；．．瞬

義
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第4圖　ff大椎丸”日立因島工揚で改装成つた

　　　　油槽船（極洋捕鯨株式會社）

　　　　　　　第5圖　曳　　　船

　曳階はずんぐりとした特信の形をしており，前づまり

のいわゆる獅子響迅の容貌を呈している．

　起重機般〔第6圓）他の般舶と異り高速で航行するの

第6圖起重機舳

4G9

一L．

　　　　　錦7圏　淡路齪光船しろがね丸

は目的としないから，船といつても特殊なもQで外観も

全く機械的である．

　橘丸（ロ縮窩眞⑩）およびしろがね丸（第7岡）カラ

カラ號（第8圖）はいすれも客船である力二流線形をなし

ており橘丸建造當時は世界でも珍らしくドイツの；＝・」　・一

ス映輩にも出た位である．績いてしろがね丸が造られ，

職後ではあけぼの丸が建迭さ2tた．般の爺線形化は陸上

交避機關に比較すると非常に運れたが，これは・充線形化

しなければならぬ程舶は高速でないからである．室氣に

　　　　第8圖　超流線型船カラカラ號

よう抵抗は，無風の場合全抵抗の2～3．e程度｝こ過ぎな

いが，甲板上の艦霞，甲板室その他の欝造物をできる限

り理想的流線形にすれば壱室氣抵抗の30～40％を減少

し得る事は知られている．したがつて船が逆風で航行す

ろ時は流線形にすれば多少の効果は認められるが籐り多

くは望めない．しかし一度睡風が嬰來し港1・ヨに待避して

いろ時などは．流線形にしておけば風による被害をまぬ

がれる專は確である．船の流線形は機能上」要求よhも

何かしら高速な，近代釣な，スマートな，し；じを受ける乗

客心理をねらつた宜傳効果の方がむしろ大きい．高連交

通機鯛はすべて流線形である今日，流緑形は高速Eのシ

ンボルであり，近伐科學の所産であるともいえよう．こ

の造型上の覗念を船にも購践なく導入した現代人の惑畳

の産物ともいへよう．このような完全な流私形は離と船

遊覧船に用いられるのみであつて，鋼板の曲げ加工の手

敷は増し，圓めた案の隅にはデッドスペースができ實際
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　一v’…、ご一、〆1・　　’　’’”　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　￥　　　　　　“ミ鑛

　　　　　　　　　　　　　lv　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．9

　　4ro　　　　　　　　　　　　1　　，　　　　　　　　　　　　　　生謹鱗廃

の設計に際しては絵程工夫をこらさねばならない・　　　　　前後方絢の李行線と相鍔して抑揚のリズムとウェイ　’〉の　　　’

　船の外形はこのように實に千差萬別であつて，般の大’“　配置を形成している・いま船の全長「Lov」すなわち船　　x

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タ小用途は勿諭の事，機關の配置によつても，煙突をはじ　　　首の前端から船尾の後端までの水卒距離を基準にして各

め諸居住室の配置が攣る．また船縷の有無およびその轍　　　部の長さの比牽を取つてみれば第1表の通りである・

と長さによる攣化，甲板室の長短，上層甲板の敏・シャ　　　1　Lovすなわちマスト聞の距離のLevに野する比は　ノ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆPによる外齪の攣化，デリックポスト，マスト等の醗置　　　C・50～O・6Sの範園にあり・ノルマソディf－’號・アメリカ

等その形態は限り粧ない・しかし要するに目的に懸じて　　　號は前部マストが般橋の上にあるため0・48・0・44となり

造り出された形態であるが故に，デザイソに無理がなく　　ている■・

機能的に優れたものであれぽ，自然その形態も科學的な　　　　hw¢／Lovすなわちマス外の満載吃水線からq高＄と、

美しさを具備する事になる・この意味で船の美観は内部　　　Lovとの比は・大型船舶では小さく・少型船舶で大きい

設計の外的表現であるといえる・　　　　　　・　　　　　マストの高さは・船が短くなつてもそれに比例して低く

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　する事はできない事を意昧している・（橘丸は0⑳））
III　mamaの均齊に闘する繍．’ @　，　　煙突嘲しては，本歎，靴儲の種類大きさなど

　デザイソがよU・2zばおのずかち形もよくなる事は前に　　　により非常に異る事はHm／Lov・H，　Lov・HβFを見れ

述べた鋤であるが・造型美の科學的解析の鍵により　ばわかる・ディーゼルエソヂyを働よ5になりてから

美しくするための一つの目やすが明らかにされた：すな　　　は，煙突は煙を出すためのものではなく・輩に機關室の

わちそのrつは算術的均齊論であり，他の一〇は面積醜　　　探光，排氣の目的で存在するものであり，したがつてデ

均齊論である．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ’ゼル船では一般に低くてもよい。第8圖のヵラカラ

　算術的均齊論というのは，船の長さに封する前後のマ　　　號は無煙突である．

スト間の踵離の比とか，マストと煙突との間隔の比とを　　　　しかし煙突は輩に煙突のみ切り離して考えられるもの

饗象とする解析法であつて，一つの線の長さに野して他　’でばなく，何といつても外観の申心をなすものであb・　　・

，の線帳さ巌べるいわば玖元天的方法である．論　船鰍の・・一クをつけるなど，極めて簸なものであ

一的均齊論とはこれと全く原理を異にするものであつて・　　　る．またその形，角度などにより蔓ける印象は非常に異

冷われわれが封象物から受ける感動は，一つの面の廣が　　　る事は窩貫を見ればよくわかると思う・一般にπβFが

　りと他の面の廣がりとの間に起る心理的な影響であるi　　O・90以下のものでは，ずんぐりとしてどつしりとした感
と（、拷え旅も・とずくもので，面積を基本とし磯何’じを鰍る．あるぜんちな丸はこの廊α72で勧て

學的方法である・算術的均齊論が整数比き基本とするの　　　小さい・丸味をもつた上部の形や・亭行線的構成のファ

に封し，面積的均齊論は無理撒を基本としている・面積　　　yネルマPクと共に，艦全瞳とよくマッチしており好盛＼

的均齊論は1920年Jay　Hambidgeによげダイナミッ　　　が持てる・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

ク・シムメトiJ’なる名で稜表されたもので，さらに　　　　（口緒窩眞⑧）1・20以上では所謂煙突らしい細長さを

1937年江山正美氏により改訂ダイナミック・シムメトリ　　呈するに至る事は淺間丸（口糟爲眞⑦）を見ればわかる

Pが螢表された．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　煙突の下部は購一きその他にかくれて限界がはつきりせ．

　i算術的均齊論　　　　　　　　　　　　　　　　　　ず，實際には第1表の敷字よりもさらに短くなることば

　船舶は一般に中央よりもやや前に形の申心がある・す　　　見落せない・kスト・煙突の角度は垂直のもの冷ら10°

なわち煙突は申心よりも前にありしたがって船橋マス　　　に亘つているが，デリヅクポストは荷役の關係上傾けら

　トも’これに懸じて，前部に片寄つていて上方の線は大抵　　　れないから，デリックを有する船舶では傾斜角は自然小

やや船尾へ傾いているのであつて，これが船の前進感を　　　となる，（あるぜんちな丸，氷川丸）また前後のマストの・　ぼ

表現する上に大いに役立つている・（第9圖）Hr　　　　　　傾斜角度は同じでなく・幾分‡開きになつている・これ・　ズ

　　　　　　　ll＝一一筆灘∵　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダイナミックシムメトリーの基本となる圖形は正方形

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　および邊の長さが1封～／喜．～！冨，～！τ，～／ぢ，の矩形．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と旋i廻方形矩形（邊の比が黄金比1　t　1・618のもの）とで　　　　　」＿』乙。v
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ある．改訂ダイナミックシムメトリー（R・］D・S＞といわ

　　　　　　・　　　第9圖　　　　　　　　　　　　　れるものは正方形（S）と旋廻方形矩形（W・　S・）のみき
　紬鍬囎上にマス・，デリ。グポスト，煙突などが　働方法でこの方がより雛統一されている・

立ち並び，これら垂直の線は全通甲板を始め各甲板線の　　　いま例として均甕の取れた無理の無い般といわれるノ

ノ
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五画hwr，　Hua・H・BFは何縞第20圖に示す長さである・

イソ上にあり，Xは船尾の高さとよく一致している．こ

のように直観的によく纏り釣合の取れた船では，RDS．

による解析と比較的よく一致するので，調和の申に見出

されたRD．S．の法則と，船の外観の均齊との間に何等か

・　　　　　　　　　　　　　の關係があることが想像

　　　　　　　　　　　　　　され恐らく將來は船の壕

　　　　　　　　　　　　　　齊に饗する指示を與えう

　　　　　　　　　　　　　　るようになるであろ5．

」

ノ

ルマソディe－emを例にとつてR．　D．　Sを用いて舶の形を

解析する方法を簡軍に述べて見よう・（第10’圖参照）

据5　　姓∠5　　レγ5

　’4．　854矩形

　　犀5　5　5　ws
・　　　　5．236矩形

γ・　　　o　　　　　ア　　　　　　　　戸　　・バ
、

：＿　　　　　　　　　　　一一

逸＼
モ

写i〃

厚

一　　ρ
　　　　　　　／／‘

P！

ﾓ　の．くプ

z 　　〆

S

　　　　～

黶f 戟@l’

e　　　　一占．　c匠識　

潔

で’

θ　　　　　　　　　　　　　6　　　　〃 ∫　　　　　　　　　　　　　　6

　　　　　　．　　　　　　　第10圖

　　　　　まず般の全長LOLと高さ　hWLとで園まれる矩形を

　　　　考えてこれを適當にsとW・s・に分割する．LOLIhVVL

　　　　＝＝　5．14であるから第1，圖に示すよ5にこれに近い形の

　　　　矩骸として4・854矩形と5236矩形が考えられるが・

・　　　　4・854矩形を使つた方が無琿なく解析できる・　　tS
　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　j
　　　　　　この矩形を形づくつているW・Sを，R・D・Sの基本法

　　　、則にしたがつて分割して行くとその秀割黙と，各矩形の

、　　　　ポールと構する黙が磯形の要織を示し，均寳のとれた設
あ

’　　　　計をあたえるのである．．

　　　　　すなわち（W．S）FIGのポールOi　O2はマストお。よび

　　　　船首の位置に，分割融罵レ；R・・P・は夫々煙突の位置に

　　　　略々舎致しており，五丑およびこれ1；．Zis行なくIPはマス

’　　　トと煙突の傾斜線とほぼ一致する．またrvはシャr・’・ラ

．頓∴、’@　7ノ
詩，xT　““”一．＾　　　　　、t．＿｝

N

9　　：，

、

IV　細　部　の　形

　　　　　　　　　　　　　　　量　シヤー（舵弧）　　　°

　　シャーとは甲板の前後のそりをいい，艦の中央を最底一

　黙とし船首，船尾では高くなつている．それは波をかぶ、

　つた時船首，船尾が早く水面上に出るよ5に，つまりi豫、

　備浮力を持たせるためと，甲板上に受けた海水を速かに

　船外に出すためであり，今Sつの理由は外観上の問題で

　ある．‘もし水李であると錯畳のためにかえ》うて首尾が下一

　つて見え非常にみにくくなるからである．このfO　・一ブば．

　船の申央部を原馳とする馳物線である・そレてフォアシ

　ャ・・Sノとアフトシャr・’・・Saの闘には次の關係がある’

　　　　　　　、　すなわち

’　　　　　Sf　＝2Sa

　　　　　Sf　＝L／50～L／60　L：賭の長さ

　　髄　キャンパー（梁矢）　　　　　　　　　　’

　　　　　　　　　　　　　　　　　N　一船の横断面では甲楓‡申央の高い圓弧をなしている・

、

“

19，’
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、

、
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や
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それは水はけのためとアーチの形をさせろ＄により強力

を保たせるためである．そしてキャソバPの量は貨物般

の暴露甲板で船の幅の1／50程度である，

　しかしシャーキ．s・ソパーがある事は工作上面倒でも

あり，床，天井がデフォームしているため不安な感じを

輿えろから，客船’ではなるぺくこの重を小さくしている

あるぜんちな丸では．シャーは折線（口籍窩眞⑧）を使

いキャソバーは’ないので，その船室は陸上と全く同じ感

じを與えている．

　iii船　　酋

　艀首は水切りの役目をすると共に，船の首部を形成す

るもので外観上貢要な存在であろ．帆船時代にはスマー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’トなクリッパー型をして，上方には帆襲に必要な斜捲が

．つき・バウフt｝’・xアがある．バウフイ・｝“・＝Lアには美人

あb怪入あつて船主の趣向で色々のものがつけられてい

る・（第11圏）この帆船は巳に十九世紀末葉を峠として

汽錯に匪倒され，すでに過去

のものとなり今では訟り見か

けない．日本では練習船大成．／‘　・

耀轄攣膿驚螺》

／』』／

聾．

　る．　　　　　　　　　　　　　　　　”　’　・
　　　　　　　　　　　　　　　　　胃A“
　帆が不要となると，甚しく醸講謬

前方に出張つた斜楷やクリッ　　第11岡

パー型では挾い港内では操從に邪ajl：なるので，僅かに

小型船にこのタイプのものが名残をとどめている位であ

る．これに代ろものとして直立型が現れたが，イーブソ

キールで航行する時はよくても，船尾が沈んだときには

第13圖bの如くなつて格好が悪いので，レPキステム

としたがこれは直立型が斜になつただけで面白昧も少く

水をかぶりやすいので，少し上方にフレアをもたせるよ

　うになつた．しかしフレアがつき過ぎ’るとよくないので

適當の所が肝要である．またマイヤーフte一ムとい5の

があるが，一竃吃水の時はよいが貨物船等の如く吃水の

・攣化が大きいものでは不適當¶　『”．「’－1－　　・

である・またこの形から受け

　る印象には近代性がない．ま

た速長比殊／L一σ1ば鉛の

スピード）を小さくして高速

化をはかるために船首部水線

下を球状に膨らませたいはゆ

るバルプステムがある．つま　　第12岡マイヤー

り般首水線下に球を入れて走　　フォームの階首

つているよ5なもので．船首部にできる波の形がかわり

船の長さを塘したと同じ効果があろ．（第14圖）この他

昔の軍艦ではラムステムというのがあつた．いざという

．時に膿當りをし敵艦の水線下に穴をあけて沈没させるた

．めである．

20
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Le立型

（a）

　　　　　　償斜型　　　　ラムを有冒一る船酋

　　（b）　　　　　　（c》　　　　　　　（d）

節13岡　船首の種々の型

　　　　見掛」：船酋が桑
　　　　腺の位薦にあるこ

　　　　とになる

iv　船　尾

25岡）シソグルナック

ルとダプルナックルと

があり客船にはダブルナ

ックルが用いられる．し

かし最近はクルーザース

ターソが大多鍛を占めて

いる．デストロイヤ＿ス

ターンは騙逐艦に使用さ

れたのでこの名があるが

これは吃水線の長さを増

第14圃 ハル7λテム
‘つプIIンシプ

ルを示す模型
圃

　贈尾も鯖首と岡じく種々の形力：ある（第16圖）エリ

繍綴講轄灘1伊灘

エリワティック　ヌターン

第15圖　プレジデント
クリーブラン1・』』 jのMp　t’i’

はフレアがつヂている．

ク箔専ア7黒ヲ『

ミ：＿（：
rシングルナIL〃1の1クプ）け汐ノの

　　　　　　　　　　　＿s7又卜ロイヤースターソ

宰｛レζ｝
第16圓

第17岡　ストラス
久！ぐ一・號のクノレーサ【

一一 Xターン．軽快な
弄多は白色の船畳豊とよ

くマッチしている

押
桑

第18圖鯨工Wt”の船
尾には鯨を甲」．反上に引

上げるためスキッドウ
エーがある

］

‘



1

第2巻　　第10號

すに効果的であるが吃水の饗化の少いもの以外では採用

できない．かつこの型は蝕概うまくデザイソしないと後

から見た時に舩尾が蹟がり，たたきつぶしたような感を

鰍る事ri：あろ．この他鯨工船の般尾は特殊である・（第

18団）
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v　煙　　実

煙突もその初期においては細長く、蜥面も圓形であつ

たが，次第に太短くなりその形も色々のものができるよ

うになつた．臨面を第19圖b，c，　dのようにする事は

煙突の前後の長さを大にし，太短くするのに効果的であ

b c　　　　　d

鵬欄醐撒

第21圖　調和のとれた形態は，軍純な色

彩コントラストとシヤーラインにょつて，

スピードと近代感を出している．ロビンロ

ックスレー號　　　　　　　　　　　’

　　　　　　　　　　　i

・藍 隔講

第22　隔i　流線形に重とめ」；げら才したフ曾リ

ンセXマン號，シヤーラインによつてさら

に強調されている・

第19岡

る，bは大雪丸（第3圖）に使われているが，4面の部

分にFli凸があると光線の具合で目立ち，みぐるしいの

で，準面工作に手間が

かかる．これに監｝しc
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ファノ？・1レ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マークはそのうれいがないた

め最もよく用いられる・

　橘丸，アメリカ號，

ストックホルム號など　　　　　　　　　　　　　第20圖
は特殊の形をなし，アメリカ號では翼をつけて煙が最上

甲板に落ちないよ5に設計されている，煙突の最小高さ

は第20圖に示される15aの線が限界のよ5で，かつフ

ァソネルマークがポPトにかくれぬ程度の高さが必要で

ある．

vi　シャーライン

　艀は輩純な統一のとれたものでなければならぬ．汚れ

やすい般隆は黒色に，配列の美を表現した窓を有する甲

板室は白に塗らiLる事が多いが，さらに長さの彊調と船

看豊に適度の鍵化を與え，スピードを表現するために屡々

シャーライソを入れる当がある．ノルマyディーでは

〔口糟窩眞①）船首部では甲板線を離れ窓をよぎり特徴

ある形をなし前進感を張調している・あるぜんちな丸，

氷lli丸淺間丸等は普通の例であるが第21，22圖は特

異な例である・

第23圖　且ての利學國ドイッの誇るブレ
ーメン號飾りは少いが機能的な美しさに満

ちている．
，　　’h

塊蟷

第24圖　アメリカの最大舩アメリカ號，

Pやmaりにつけた特異な煙突イヒよ　リスビ

ード感垂強調している．

第25圖　日本の最大客船氷川丸

2量


