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表 1　弾性模型のタイプの分類

模型の種類
及び検力方式

分割型
一体型

バックボーン ロードセル
荷重の連続性 良 否 良
分割部の防水
処理 要 要 不要

歪のクリープ 生じにくい 生じにくい 生じ易い

剛性の調整 容易
（一様剛性） 難あり 容易

減衰率 低 高 高
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1．はじめに

船体は波浪に起因する流体荷重を受けて弾性変形
し，一方で弾性変形は流体を攪乱する。このような
流体と構造間の連成の効果を流力弾性効果と呼ぶ。
近年の船体の大型化に伴い，流力弾性効果が構造強
度に与える影響が注目されている。本稿ではまず，
船体の鉛直縦曲げの対称モードだけでなく，水平曲
げや捩りなどの反対称モードを含めた流力弾性効果
を取り扱うための新しい実験模型について紹介・解
説する。
さらに波浪荷重が増加した場合，変形は弾性域に
留まらず塑性域に入る。この効果を評価するための
実験模型設計法も開発されつつある。後半では船体
の弾塑性変形のための縮尺模型について紹介・解説
する。

2．流力弾性試験用バックボーンモデル

2.1　剛性相似模型
2.1.1　概要
ポストパナマックス型コンテナ船のバックボーン
モデルの概要を図 1に示す 1）。図 1に示した模型
は，長さ 3m（スケール比 α＝約 1/100）で，縦曲
げモーメントのほか，水平曲げ，ねじりモーメント
の計測に対応している。このうちこのモデルで弾性
応答を模擬できているのは，縦曲げ及び水平曲げで
ある。
弾性模型には大きく分けて，分割模型と一体型模
型があり，ここで紹介するバックボーンモデルは

バックボーン型の分割模型である。それぞれのメ
リットとデメリットを表 1に示す。ロードセル方
式は，荷重計測を対象とした模型で，市販あるいは
特注（容量や大きさを調整）のロードセルを分割部
に設置する方式で，船体横断面の多分力計測に用い
られることがあるが，弾性模型としての実績は少な
い。
バックボーンモデルのメリットは，
①荷重の連続性が保たれる
②歪のクリープ現象が少ない
③剛性相似の調整が容易
④減衰率を実船に近づけられる
の点にある。一方，バックボーン型モデルのデメ
リットは分割部の防水処理にある。分割部からの浸
水を防ぐために分割部をビニールシート等で塞ぐ加
工が必要になり，また，ビニールシートが破損し易
いため，特に陸上での取り回しに神経を使う。陸上
での作業を減らすため，バックボーンの検定等は防
水加工の前に行うようにしている。加工に際して
は，船体の弾性変形によってシートにテンションが
かからないようある程度の“たるみ”を持たせる必
要があり技術を要する。また，シートが剥がれない
ように，シートのエッジ部分に接着剤を貼付して覆
うなどの丁寧な処置が必要になる。防水シート及び
接着剤の選択も重要であり，著者らが製作した分割
模型においては，梨地クリアビニールシート及び弾
性接着剤を用いている。
バックボーン型のもう一つのデメリットは剛性分
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図 1　バックボーン模型の概要
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布の調整である。一体型模型は硬質発泡ウレタン等
で剛性相似に一体成型できるため，実船の剛性分布
まで考慮した剛性相似の調整が容易である。バック
ボーンモデルで長手方向の剛性分布を相似にするに
は，バックボーンを削る等の金属加工を要する。図
1の例では，一様断面のバックボーンを用いている
ために剛性分布が再現されていない。また，バック
ボーンを船内に配置した場合，船幅が狭くなる船首
尾にまで長さを確保できないという問題が生じる。
長さを確保するには，船首尾でバックボーンを内側
かあるいは上側に曲げて配置する必要がある。

2.1.2　相似則
バックボーンの寸法と材質を調整して，模型船の
剛性を実船相似にする。相似則は（1）式に示すフ
ルード則に従う 2）。（1）式を満たすには，実船構造
の断面寸法をスケール比で縮小すると同時に，材料
のヤング率もスケール比の分低い材質にする必要が
ある。ヤング率の低いアルミ材を採用しても，ヤン
グ率は鋼の約 1/3なので，その分を寸法で補う必要
があり，バックボーンの寸法は相当小さくなる。図
1及び図 2に示した弾性模型では，アルミ材の規格
から適切な寸法を選んだ。

EmIm＝ α5ESIS　（1）

α	：スケール比（図 1の例で約 1/100）
Em ：バックボーンのヤング率
Im ：バックボーンの断面 2次モーメント
ES ：実船の材料のヤング率
IS ：実船の断面 2次モーメント

2.1.3　模型船への設置
模型船の材質は一般に，FRP，木材，ウレタン，

あるいはその組み合わせなので，バックボーンに力
を確実に伝達するための配慮が必要になる。図 2に

示した模型船は，木材をベースにウレタンで船型形
状を整形している。バックボーンは，木材のフレー
ムにアルミのアングル材（台座）を接着及びネジ止
め固定して，台座とバックボーンはボルト締めで固
定する。バックボーンの設置の例を図 3に示す。
歪みゲージの設置箇所が船体の分割面にあたる。図
3は，チャンネル材を背中合わせ（外向き）に配置
しているが，作業性の関係で内向きに配置すること
もある。

2.1.4　検定
バックボーンの検力計としての信頼性を得るた
め，検定を行う。3点曲げで検定した例及び検定時
の写真を図 4及び図 5に示す。ここでは，船体に
定格荷重が作用したとき，バックボーンに理論どお
りの歪が生じることを確認する。これによって，荷

図 2　バックボーン模型（写真）

図 3　バックボーンの設置の説明図

図 4　縦曲げモーメントの検定結果の例

図 5　縦曲げモーメントの検定要領
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重と歪の線形性と同時に，荷重伝達が上手くできて
いることや応力集中が生じていないことを確かめ
る。校正値は，梁理論か曲げ検定での歪量から求め
るが，曲げ検定では，特に船首尾部に定格の曲げモー
メントを加える事が困難であることから，梁理論を
用いるのが一般的と考えられる。

2.1.5　減衰特性
表 1に記したように，実船に近い減衰特性（低

い減衰率）が得られることもバックボーンモデルの
利点である。図 6にハンマリング試験で得られた
減衰波形を，表 2に平水中（WET）及び陸上（DRY）
での試験結果をそれぞれ示す。試験は 2節縦曲げ
振動を対象に行い，振動の腹に当たる箇所をプラス
チックハンマーで叩いている。陸上での試験は，2
節縦曲げモードの 2箇所の節が支点となるよう，
玉掛け用スリングベルトで吊り下げた状態でハンマ
リングしている。ハンマリング試験で得られた振動
特性の例を表 2に示す。この例では，フルード数
が高くなると減衰が高くなる結果になっているが，
必ずしも船速に依存することではなく 3），航走時の
姿勢変化や波の形にも関係すると考えられる。ま
た，模型のサイズにも依存すると考えられ，過去の

経験から，模型のサイズが大きいほど減衰率は低く
なる傾向にある。

2.1.6　ホイッピング応答の計測
バックボーンモデルで計測した時系列波形の例を
図 7に示す。図 7は長波長不規則波中での計測結
果である。近年の応力モニタリングの普及によって
数多く報告されている実船のホイッピング応答が弾
性模型で再現できていることがわかる。

2.2　ねじりモーメント
2.2.1　ねじりモーメントの計測
コンテナ船等，甲板に大開口部を持つ構造におい
ては，ねじりモーメントの予測が重要になる。海上
技術安全研究所ではバックボーンモデルを用いてね
じりモーメントの計測を行っている 4）。図 8に示す
ように，バックボーンの FE解析を行い，単位ねじ
りモーメントに対して発生する応力（歪）分布を求
めて，歪とねじりモーメントの関係（校正係数）を
求める。計測では，図 8の☆印の 4箇所に貼った
歪みゲージでブリッジを組むことで感度を上げてい

表 2　バックボーンモデルの振動特性

Fn
Natural Frequency of  

2-node vibration

logarithmic 
damping 

ratio

WET

0.000 6.8 0.054

0.060 6.8 0.058

0.179 6.8 0.076

0.239 6.7 0.087

DRY － 9.2 0.052

図 6　ハンマリング試験の結果の例（静水中）

図 7　  バックボーンモデルで計測したホイッピング応
答の例（最下段は船首スラミング水圧）（Fn＝
0.179，Hs＝12m（実船換算），χ＝150deg（斜
向波））
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2.2.3　ねじり振動の再現について
コンテナ船は一般に，全船固有値解析での最低次
モードが 1節ねじり振動であることから，荷重予
測と同時に振動応答予測が重要になる。船速がある
場合，斜波中での出会い波周期は，正面向い波より
も長くなるため，ねじり振動が同調を起こす確率
は，縦曲げ振動よりも低いと考えられるが，近年の
船の大型化に伴って船体固有周期が長くなりねじり
振動の共振域に近づくと予想されることから，実海
域でのねじり振動応答の再現予測が重要になると考
えられる。
表 3にバックボーンモデルによる荷重計測及び
弾性応答再現の実績を示す。前節までで述べたよう

図 12　  バックボーンモデルによるねじりモーメント分
布の計測例（斜追波中）

図 11　ねじりモーメントの検定の概要と結果の例

る。図 9及び図 10にバックボーンの固定要領と歪
みゲージの添付箇所の詳細を示す。また，図 11に
は，ねじりモーメントの検定の概要と結果を示す。

2.2.2　ねじりモーメントの計測の結果
ねじりモーメントの計測例として，斜追波の条件
でのねじりモーメントの同時刻分布を図 12に示
す。

図 8　  バックボーンにねじりモーメントを加えた時の
応力分布

図 9　ねじりモーメント計測用バックボーンの設置要領

図 10　  ねじりモーメント計測用バックボーンのバック
ボーン固定治具の取合
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に縦曲げ及び水平曲げに関しては，斜波中において
も弾性応答を再現できているが，ねじりについて
は，荷重計測までの実現となっている。
ねじり振動を再現するには，ねじり剛性が実船と
相似な弾性模型が必要になる。これを実現するに
は，サンブナンねじり剛性と曲げねじり剛性をとも
に相似にする必要があるが，従来のバックボーンモ
デルでは曲げねじり剛性を相似にすることが困難で
あることが分かっている 5）。模型船でコンテナ船の
断面形状を模擬し，かつバルクヘッド等の横部材を
含めて全体剛性を調整することによって，曲げねじ
り剛性を相似にでき，ねじり振動を再現できると考
えられるが未だ実現には至っていない。縦曲げとね
じりの弾性応答を同時に再現できる新たな弾性模型
の開発が今後の課題である。

3．流力弾塑性試験用模型

この節では流力弾塑性用の模型について解説す
る。よく読まないと何が変わったかもわからないか
もしれない。「塑」の文字が入っていることにご注
意頂きたい。これまで流力弾性（hydroelasticity）
は各所で議論されてきたが，流力弾塑性（hydro-
elasto plasticity）は新しい用語である。研究の発
端・経緯からまず説明したい。

3.1　流力弾塑性
図 7に紹介したようにホイッピングによって縦

曲げモーメントが動的に増幅される。その結果，縦
曲げモーメントが最終強度の 120％にも達するとい
う議論があったとしよう。この議論は背景にある仮
定を理解してなされる分には問題がないが，現実に
はそういうことは起こらないことも理解しておかね
ばならない。なぜならば，最終強度は構造が受け持
つことができる最大の値であって，荷重がそれを超
えることは敵わない。実際は，後述するように耐力
に一致させるように荷重が低減する。
図 13は構造の強度を表す耐力曲線の模式図であ
る。縦軸は構造が受け持つことができる荷重（船体
縦曲げモーメントや防撓材に作用する圧縮荷重）
を，横軸には変形の度合い（曲率やひずみ）を表す。
変形が小さい範囲では荷重は変形に対して線形的に
増加する（フックの法則）。この傾きが初期剛性で

ある。そして，この領域で流体と構造の連成を考え
るのが，流力弾性である。
変形がさらに進むと構造には座屈が生じ，さらに
は降伏が生じ，ついには構造の断面全体がこれ以上
の荷重に耐えられない，いわゆる最終強度（図中
MU）を迎える。最終強度を超えて，座屈・降伏を
伴う崩壊が進行すると，受け持つことができる荷重
耐力が低下する。途中で除荷が生じれば，おおむね
初期剛性と等しい傾きを持って，変形が元に戻る。
荷重がゼロになったとき，変形が元に戻るわけでな
く，構造には永久変形が残留する。
防撓板のような局部構造であれば，主に荷重の再
配分効果により周囲の構造が荷重の増分を受け持つ
ことが期待できるが，荷重再配分される周囲の構造
がない船体桁の最終強度は，最も生じさせてはいけ
ない構造崩壊である，と理解されてきた。ところが
船体桁が最終強度を迎えた後も構造として成立する
わけで，ここ数年は，最終強度を超えたときにさら
にどのように崩壊するかが注目されてきた。
では，最終強度を超える事象はどのように追跡す
るか？　そこで考え出されたのが流力弾塑性理論で
ある。流力弾塑性解析では弾性変形に加えて塑性変
形を含めた構造変形が周囲の流体と連成することを
考える。崩壊が進行する間，塑性変形の進行に伴う
慣性力によって，耐力と荷重は釣り合いが保たれ
る。言い換えると，最終強度を超えた荷重は塑性変
形による慣性力に変換され，荷重は低減する。

3.2　流力弾塑性模型に必要な要件 6）

流力弾塑性効果を含む現象を，縮尺模型実験によ
り検証しようとしたとき，模型に必要とされる要件
を以下にまとめる。
①  実験で造波できる波浪荷重下で最終強度に達す
ること（強度の相似）。図 13に示される耐力
曲線において，弾性，最終強度，除荷を含む経
路を再現できること。

表 3　バックボーンモデルの実績

船体モード 荷重計測 弾性応答
縦曲げ・水平曲げ ○ ○

ねじり ○ ×

図 13　耐力曲線の模式図
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②  強度のばらつきが少なく，再現性が高いこと。
③  繰り返しの実験に耐えること。一回の実験で全
てを取り換えるのは不効率である。

④  船体に作用する波浪荷重を再現できること（荷
重の相似）。

項目④を考えたとき，模型の形状は必然的に船体
の外形を縮尺したものとなる。形状の縮尺を αと
したとき，縦曲げ剛性は α5に比例して縮尺する必
要がある。一方で，縦曲げ強度と外力である縦曲げ
モーメントは α4に比例する。模型を持ちあげて重
力を作用するだけで容易に崩壊する模型を設計する
ことになる。

3.3　流力弾塑性模型の設計
3.3.1　アイディア 1
以上の要件を全て満たし得る模型の「アイディア
出し」が初めに必要な作業であった。例えば，ドル
フィン・フェンダー係留の非線形性を模擬するため
に図 14のような機構が用いられる場合がある。こ
の機構によれば最大荷重は錘 Mの重量でコント
ロールでき，弾性域の剛性は機構中のばね定数でコ
ントロールできそうである。しかしながら欠点は除
荷時に負荷時と同じ経路をたどってしまうこと。こ
のアイディアは諦めざるを得なかった。

3.3.2　アイディア 2
次のアイディアでは，船体を前部と後部に分割
し，その間を金属製パイプで繋ぐ（図 15）。金属製
パイプは模型中央に作用する縦曲げモーメントに対
して崩壊し，試験片として実験のたびに交換すれ
ば，実験を繰り返し実施できる。計算してみると例
えば直径 16mm，肉厚 1mm程度のパイプ形状が

それに相当することがわかった。
このアイディアでは試験片の全長に渡り大きな縦
曲げモーメントが分布する。その結果，どこで崩壊
するか？をコントロールすることができない欠点が
ある。崩壊モードをコントロールできないというこ
とは，最終強度を一定にできないということでもあ
る。また，押し出し加工したパイプ構造では加工硬
化などの様々の加工影響を受ける可能性もある。こ
のアイディアは没となった。

3.3.3　アイディア 3
似たアイディアとして図 16のようなアイディアも

ある。アイディア 2を発展させ，偏心した場所に試
験片を取り付ける。試験片は板状の構造を考えた。
試験片の長さを 100mmとしたとき，幅 20mm，板
厚 2mm程度の試験片を利用すればちょうどよい最
終強度が得られることもわかった。板の座屈を用い
れば最終強度やその最終強度後の耐力低下も表すこ
とができる。
しかしながら，ここでも強度のコントロールが課
題となった。端部の境界条件を揃えることが容易で
ないこと，また板の座屈挙動は与える初期撓みに依
存しており，これらを模型のスケールで一定に揃え
ることは容易ではない。

3.3.4　アイディア 4
次のアイディアは図 17に示すものである。強度
のばらつきを抑えることを念頭においている。試験
片の向きが変わっていることに注意してほしい。こ
の変更によって，試験片の根元（図中の上側）にモー
メントが集中するから，崩壊する場所も試験片の根
元に限定できる。
ところが次の問題が現れた。得られた二節縦曲げ
振動の固有周期を計算してみると，船体としては長
すぎて波周期と同調してしまうことが予想されたの

図 14　崩壊機構のアイディア 1

図 15　崩壊機構のアイディア 2

図 16　崩壊機構のアイディア 3

図 17　崩壊機構のアイディア 4
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であった。試験片の長さに対する固有周期の感度は
鈍く，長さの平方根に比例するので，試験片の長さ
を変更することでは，容易に解決されなかった。

3.3.5　アイディア 5
そして出されたのが最終形である図 18のアイ

ディアである。いわば梃子の原理によって，試験片
の長さが同じであっても，レバーの長さが α倍さ
れている。固有周波数も α倍になることがわかっ
た。試験片の長さを 100mm，断面直径を 10mm
としたとき，ちょうど目標とする最終強度が得られ
ることがわかった。レバーの増幅係数 αは 4を選
んだ。

3.4　流力弾塑性模型の一例 7）

こうしてできた模型の一例を図 19に示す。模型
の全長は 3mであり，完全な箱形となっている。
幅は 0.4m，深さは 0.3mである。喫水 0.12mのと
ころで重量と浮力がバランスするようにバラスト調
整して実験に供した。模型の上方に見えるのは，模
型を水槽に設置する際に，模型を補強するためのス
チール製角パイプである。模型にボルト締めされて
おり，このパイプがないと模型は設置・移動中に容
易に崩壊する。設置が終わるとパイプは外される。
図 19左下には模型の崩壊断面の拡大写真を示し

た。おおむね図 18と同じ位置関係になっている。
図 19右下は試験片である。試験片は中実の円断面
を有していた。
図 20にはこの模型に関する耐力曲線の計測結果
を示す。試験片を交換することで，合計 3回の計
測を行っており，除荷するタイミングこそ違え，高
い再現性が確認できる。このときは，中実円断面を
有する試験片を用いたために，縦軸 180Nm程度で
全断面降伏し崩壊したものの，歪硬化により耐力が
増えていっている。その結果，明確な最終強度は確
認できない。その後，試験片の断面の設計をやり直
し，最終強度と耐力低下を伴う耐力曲線を実験的に
再現することに成功した 7）。

3.5　流力弾塑性模型による実験成果
ここで紹介した流力弾塑性模型を用いて様々な研
究成果が挙げられている 7）～9）。最近では大型浮体の
崩壊挙動解明にも利用された 10）。今後も様々の船
体構造や海洋構造の強度模型に拡張されていくこと
が期待される。

4．まとめ

船体の流体構造連成問題のために供される縮尺模
型について最近の動向を解説した。必ずしも全てが
新しい分野というわけではないが，模型設計や計測
の工夫次第で今後の拡張が期待できる分野でもあ
る。
また，本稿の後半は大阪大学大学院地球総合工学
専攻藤久保研究室で実施された研究開発の一部をと
りまとめたものである。藤久保教授を始めとする研
究室スタッフはもとより，模型開発に携わった OB
学生各位にお礼申し上げる。

図 19　流力弾塑性模型の一例

図 18　崩壊機構のアイディア 5

図 20　計測された耐力曲線
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