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【論文】

荒天下を航行する浅喫水貨物船の操縦性能に関する研究

中山 喜之1 田中 公作2 小久保 達也2
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Abstract 
The maneuverability of a light draft vessel in rough sea is discussed by using a maneuvering 

motion simulation. The calculation method for the simulation is based on the MMG model and can 
also consider the effects of wind and waves on the ship motion. KVLCC2 (Normal Ballast 
Condition) is employed for the studied ship and we analyze the maneuverability of the ship in 
rough sea by changing ship speed, rudder angle, wind speed, wave height and ratio between wave 
and ship lengths. As a result, we got some knowledge which can be used for the navigation of a 
light draft vessel in heavy wind and wave conditions. In the future, we would like to progress this 
study and present guideline for the vessel’s navigating safely in rough sea.  
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1 緒言

近年，冬期の東北地方日本海沿岸及び陸奥湾内では，

発達した低気圧による海上荒天により，浅喫水貨物船

（荷揚げの結果，喫水が浅くなった貨物船）が操縦不能

に陥り，陸岸に乗揚げるといった海難が続発している1)。

乗揚げ海難は，人命の損失はもとより，大量の油流出や

船体の残留などにより，沿岸地域社会に甚大な影響を及

ぼす可能性があり，その再発防止が喫緊の課題である。

しかし，これらの海難は，荒天下において浅喫水貨物船

の操縦性能が悪化することが主因で発生しているもの

と考えられることから，従来，通常喫水の貨物船を想定

して実施してきた所要の冬期海難防止対策だけでは，そ

の再発防止策としては不十分であると言える。よって，

上記海難の再発防止策として，浅喫水貨物船を対象とし

た新たな冬期海難防止対策を確立することが求められ

ている。 
新たな海難防止対策の確立には，荒天下における浅喫

水貨物船の操縦性能に関する検討が不可欠であるが，そ

のことに焦点を当てた研究は過去にはほとんど行われ

ていない。小川2)や井上等3)は，風圧下における船舶の操

縦性能について検討し，針路安定性に及ぼす風の影響等

を明らかにしたが，波の影響は考慮されていない。平山
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等4)は，短波長領域に限定しているものの波浪中におけ

る船舶の操縦性能について検討しており，操縦性指数に

及ぼす波の影響について把握したが，風の影響は考慮さ

れておらず，また，対象船舶も通常喫水状態の船舶を取

り扱っている。一方，小瀬等5)は，肥大船の載荷状態が操

縦性能に及ぼす影響について検討し，喫水の違いによる

操縦性能の差異を確認しているが，風波の影響は考慮し

ていない。このように，荒天下（風波下）における船舶

の操縦性能，浅喫水状態における船舶の操縦性能といっ

たように，それぞれについて個別に検討した研究は見受

けられるが，本研究が目的とする「荒天下における浅喫

水状態の船舶の操縦性能」について詳細に検討した例は

見当たらない。なお，操船通論6)には，浅喫水状態の船舶

が実海面を航走する際に生じる弊害について概括的な

記載はあるが，具体的な海難防止対策を検討するには十

分なものではない。また，第二管区海上保安本部におい

ても，前記海難を受け，その対策について検討が行われ

たが，風による操船限界については確認されたものの1)，

波による影響は考慮されていないため，その対策につい

ては，未だ見当の余地があると言わざるを得ない。 
そこで，本研究では，荒天下を航走する浅喫水貨物船

を対象として，操縦性能に及ぼす風波の影響について把
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握し，それに基づき，荒天下における当該船舶の操縦可

能限界について検討することを目的とする。また，当該

船舶を対象とする海難防止対策確立の一助となるよう，

同船舶への安全指導指針についての検討も併せて行う

こととする。 
浅喫水貨物船の操縦性能に及ぼす風波の影響を把握

するため，KVLCC27)（ノーマルバラスト状態）を対象

として，風波下における操縦運動シミュレーションを実

施した。同シミュレーションはMMGモデル8)をベース

とし，風圧力，波漂流力についても考慮できるモデルと

なっている。ただし，船体動揺については考慮していな

いことに注意が必要である。シミュレーションの結果か

ら，当該船舶の操縦可能限界を把握し，それに基づき，

安全指導指針について考察した。浅喫水貨物船を対象と

した新たな冬期海難防止対策の確立にはさらなる研究

の発展が必要であるが，現在までの成果について，本論

分にて報告する。 

2 荒天下を航行する船舶の運動に関する理論計算法

本研究で構築した

理論計算法は，MMG
モデルをベースとし

たものである。船体に

作用する流体力等の

表示式については，操

縦性分野で一般に使

用されているものを

そのまま用いること

としたため，それらの

詳細については割愛

する。一方，風圧力及

び波漂流力の表示式

については，その数学

モデルを示し，理論に

ついても説明を行う

こととする。

2.1 座標系

図1のように，空間に固定された座標系𝑜𝑜0 − 𝑥𝑥0𝑦𝑦0と，

船の重心位置 𝐺𝐺 を原点として船に固定された座標系

𝐺𝐺 − 𝑥𝑥y を考える。なお，𝑥𝑥0𝑦𝑦0平面及び𝑥𝑥y平面はともに

静水面に一致する。また，船速を 𝑈𝑈（𝑥𝑥 軸方向成分を 
𝑢𝑢，𝑦𝑦 軸方向成分を𝑣𝑣𝑚𝑚），斜航角を 𝛽𝛽 ，船首方位を 𝜓𝜓 ，
舵角を δ ，重心周りの回頭角速度を 𝑟𝑟 とし，空間固定座

標系における𝑥𝑥0軸との交差角に基づき，絶対風向を𝜃𝜃𝑤𝑤，

絶対波向を𝜒𝜒として定義する。 
 

 

2.2 基礎となる運動方程式及び外力に関する数学モデル

船体固定座標系 𝐺𝐺 − 𝑥𝑥y に基づき構築された船の操

縦運動に関する運動方程式は次のように表される。 
 (𝑚𝑚 + 𝑚𝑚𝑥𝑥)�̇�𝑢 − (𝑚𝑚 + 𝑚𝑚𝑦𝑦) 𝑣𝑣 𝑟𝑟 = 𝑋𝑋 
 (𝑚𝑚 + 𝑚𝑚𝑥𝑥) 𝑢𝑢 𝑟𝑟 + (𝑚𝑚 + 𝑚𝑚𝑦𝑦)�̇�𝑣 = 𝑌𝑌 
      (𝐼𝐼𝐺𝐺 + 𝐽𝐽𝑧𝑧𝑧𝑧)�̇�𝑟            = 𝑁𝑁 
式中，𝑚𝑚は質量，𝑚𝑚𝑥𝑥, 𝑚𝑚𝑦𝑦はそれぞれ前後方向並びに横

方向の付加質量，𝐼𝐼𝐺𝐺は慣性モーメント，𝐽𝐽𝑧𝑧𝑧𝑧は付加慣性

モーメントを意味する。𝑋𝑋, 𝑌𝑌, 𝑁𝑁はそれぞれ船体の前後

方向，横方向，回頭方向に作用する外力であり，その

表示式は次のように示される。 
𝑋𝑋 ≃ 𝑋𝑋𝐻𝐻 − 𝑅𝑅0 + (1 − 𝑡𝑡)𝑇𝑇 − (1 − 𝑡𝑡𝑅𝑅)𝐹𝐹𝑁𝑁 sin 𝛿𝛿 + 𝑋𝑋𝐴𝐴 + 𝑋𝑋𝑊𝑊

𝑌𝑌 ≃ 𝑌𝑌𝐻𝐻 − (1 + 𝑎𝑎𝐻𝐻)𝐹𝐹𝑁𝑁 cos 𝛿𝛿 + 𝑌𝑌𝐴𝐴 + 𝑌𝑌𝑊𝑊 
𝑁𝑁 ≃ 𝑁𝑁𝐻𝐻 − (𝑥𝑥𝑅𝑅 + 𝑎𝑎𝐻𝐻𝑥𝑥𝐻𝐻)𝐹𝐹𝑁𝑁 cos 𝛿𝛿 − 𝑥𝑥𝐺𝐺𝑌𝑌 + 𝑁𝑁𝐴𝐴 + 𝑁𝑁𝑊𝑊 
上述の通り，詳細な表示式については割愛するが，

𝑋𝑋𝐻𝐻, 𝑌𝑌𝐻𝐻,𝑁𝑁𝐻𝐻は斜航・旋回により船体に作用する流体力，𝑅𝑅0
は前後方向における抵抗，𝑇𝑇はプロペラ推力，𝐹𝐹𝑁𝑁は舵直

圧力，𝑡𝑡, 𝑡𝑡𝑅𝑅等は干渉係数と呼ばれるものである。 
一方，𝑋𝑋𝐴𝐴, 𝑌𝑌𝐴𝐴,𝑁𝑁𝐴𝐴は風によって船体に作用する風圧力を

意味し，次のように表されるものとした9)。 

𝑋𝑋𝐴𝐴 = 1
2 𝜌𝜌𝑎𝑎𝐴𝐴𝑋𝑋𝑉𝑉𝐴𝐴

2𝐶𝐶𝑋𝑋𝐴𝐴(𝜃𝜃𝐴𝐴) 

𝑌𝑌𝐴𝐴 = 1
2 𝜌𝜌𝑎𝑎𝐴𝐴𝑌𝑌𝑉𝑉𝐴𝐴

2𝐶𝐶𝑌𝑌𝐴𝐴(𝜃𝜃𝐴𝐴) 

𝑁𝑁𝐴𝐴 = 1
2 𝜌𝜌𝑎𝑎𝐴𝐴𝑌𝑌𝑉𝑉𝐴𝐴

2𝐿𝐿𝐶𝐶𝑁𝑁𝐴𝐴(𝜃𝜃𝐴𝐴) 

ただし， 
𝑉𝑉𝐴𝐴

2 = 𝑢𝑢𝐴𝐴
2 + 𝑣𝑣𝐴𝐴

2     
  𝑢𝑢𝐴𝐴 = 𝑢𝑢 + 𝑈𝑈𝑊𝑊 cos(𝜃𝜃𝑊𝑊 − 𝜓𝜓) 
  𝑣𝑣𝐴𝐴 = 𝑣𝑣𝑚𝑚 + 𝑈𝑈𝑊𝑊 sin(𝜃𝜃𝑊𝑊 − 𝜓𝜓)  
  𝜃𝜃𝐴𝐴 = tan−1(𝑣𝑣𝐴𝐴 𝑢𝑢𝐴𝐴⁄ ) 
である。ここで，𝜌𝜌𝑎𝑎は空気の密度，𝐴𝐴𝑋𝑋は正面風圧面積，

𝐴𝐴𝑌𝑌は側面風圧面積，𝐿𝐿は船長である。𝑉𝑉𝐴𝐴, 𝜃𝜃𝐴𝐴はそれぞれ船

体固定座標系に基づく相対風速，相対風向，𝑈𝑈𝑊𝑊, 𝜃𝜃𝑊𝑊はそ

れぞれ空間固定座標系に基づく絶対風速，絶対風向であ

る。𝐶𝐶𝑋𝑋𝐴𝐴, 𝐶𝐶𝑌𝑌𝐴𝐴, 𝐶𝐶𝑁𝑁𝐴𝐴は風圧力係数であり，相対風向 𝜃𝜃𝐴𝐴の関

数で表される。 
最後に，𝑋𝑋𝑊𝑊, 𝑌𝑌𝑊𝑊,𝑁𝑁𝑊𝑊は波漂流力（前後方向については

動揺等による波浪中抵抗増加も含む）を意味し，次のよ

うに示されることとした10)。 
𝑋𝑋𝑊𝑊 = 𝜌𝜌𝜌𝜌𝐻𝐻𝑊𝑊

2 𝐿𝐿𝐶𝐶𝑋𝑋𝑊𝑊(𝑢𝑢, 𝑣𝑣𝑚𝑚, 𝑇𝑇𝑉𝑉, 𝜑𝜑) 
𝑌𝑌𝑊𝑊 = 𝜌𝜌𝜌𝜌𝐻𝐻𝑊𝑊

2 𝐿𝐿𝐶𝐶𝑌𝑌𝑊𝑊(𝑣𝑣𝑚𝑚, 𝑇𝑇𝑉𝑉, 𝜑𝜑)     
𝑁𝑁𝑊𝑊 = 𝜌𝜌𝜌𝜌𝐻𝐻𝑊𝑊

2 𝐿𝐿2𝐶𝐶𝑁𝑁𝑊𝑊(𝑣𝑣𝑚𝑚, 𝑇𝑇𝑉𝑉, 𝜑𝜑)    
ここで，𝜌𝜌は流体の密度，𝜌𝜌は重力加速度，𝐻𝐻𝑊𝑊は波高

を意味する。𝐶𝐶𝑋𝑋𝑊𝑊, 𝐶𝐶𝑌𝑌𝑊𝑊, 𝐶𝐶𝑁𝑁𝑊𝑊は波漂流力係数であり，船

速，入射波の波周期𝑇𝑇𝑉𝑉，相対波向𝜑𝜑の関数として表さ

れる。なお，𝜑𝜑 = 𝜒𝜒 − 𝜓𝜓として定義している。

(1) 

図 1 座標系 
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3 対象船及び計算条件

3.1 対象船

第二管区海上保安本部の報告1)によると，近年，冬期の

東北地方日本海沿岸及び陸奥湾内において，海上荒天に

よる操縦不能・乗揚げ海難を起こした船舶は，いずれも

空船状態（浅喫水状態）にある外国船籍の貨物船であっ

た。しかし，それら海難船舶の船型・排水量・操縦性能

等にはそれぞれ差異があったため，それらを統一的に解

析することは難しく，また，外国船籍であるがゆえ，そ

れらの船舶の操縦運動計算に必要な各種の資料（線図，

操縦流体力微係数，プロペラ単独性能等）を入手するこ

とは，現在のところ，実情として不可能であった。 
そこで，本研究では，将来的にそれらの資料の入手が

可能となった場合に備え，まずは船型データ等が広く公

表されているKVLCC2と呼ばれるタンカー船型（ノー

マルバラスト状態：荷揚げ後，浅喫水となった状態）を

対象に，荒天下における操縦運動計算を実施し，各種条

件下における同船の操縦可能限界について検討を行う

こととした。本研究により，荒天下における浅喫水貨物

船の操縦可能限界を把握する手法を確立できれば，任意

の船型においても，同様の検討が可能となると言える。 
以上のことから，本来の海難船舶とは異なる船型では

あるが，上述の趣旨により，KVLCC2を対象船とする。

その主要目を表1に，側面図を図2に示す。操縦運動計算

に必要な操縦流体力微係数等の各種係数については，水

槽試験等により得ているが，紙面の関係上ここでの表記

は割愛する。詳細は文献11)を参照されたい。 
 

表1 KVLCC2の主要目 

図2 KVLCC2の側面図（𝐿𝐿𝑃𝑃𝑃𝑃=320m）

3.2 計算条件

まず，操縦運動シミュレーションを行う際の操船等の

条件について以下に示す。シミュレーションを開始する

際に対象船に与える初速のことを「初期船速」と定義し、

その初期船速については3～12ktの範囲で1kt毎に変化さ

せ，計算を行うこととした。また，対象船には平水中に

おいてそれぞれの初期船速に対応するプロペラ回転数

も同時に与えており、シミュレーション中、そのプロペ

ラ回転数は一定として取り扱っている。よって，風波に

よる外力条件を加えなければ，対象船はそのまま与えた

初期船速にて航走を続けることができるが，風波条件下

においては，当然，それらの外力の影響が加わるため，

定常的にその船速を維持できるわけではないことに注

意が必要である。このような初期船速を計算条件で設定

した理由は，操縦性能に及ぼす風波の影響を正しく把握

するためである（プロペラ回転数を風波条件に応じて調

整するような制御を加えてしまうと，その影響が混入し，

操縦性能に及ぼす風波の影響が把握できなくなる）。な

お，上記の初期船速の範囲については，第二管区海上保

安本部の報告1)から，実際の海難船舶の常用速力等を勘

案して設定したものである。 
本研究が行う操縦運動シミュレーションは，上記の初

期船速において，舵角を取らせ，各種条件下で変針が可

能かどうかを判断することを目的として実施するもの

である。その際の操舵舵角については，小角度変針から

大角度変針まで網羅的に検討するため，±5～±35度の

範囲で5度毎に変化させるよう設定した。なお，舵角0度
については，上述した本研究が行う操縦運動シミュレー

ションの趣旨にそぐわないことから，今回の計算条件か

らは除外する。 
次に，シミュレーションにおける風波の条件について

であるが，ビューフォート風力階級(以下BFと記載)に基

づき設定することとし，実際の海難が発生した際の風波

の状況等1)も考慮して，BF7,8,9の3通りの状況を設定する

こととした。設定した各BF毎の波高𝐻𝐻𝑊𝑊，波周期𝑇𝑇𝑉𝑉，風

速𝑈𝑈𝑊𝑊，波長船長比λ/𝐿𝐿𝑃𝑃𝑃𝑃を表2に示す。 
 

表2 BF毎の波高，波周期，風速，波長船長比 
 BF7 BF8 BF9 

𝐻𝐻𝑊𝑊(m) 4.00 5.50 7.00 
𝑇𝑇𝑉𝑉(s) 7.72 9.05 10.20 

𝑈𝑈𝑊𝑊(m/s) 15.55 19.00 22.65 
λ/𝐿𝐿𝑃𝑃𝑃𝑃 0.2905 0.3992 0.5071 

 

𝐶𝐶𝑏𝑏 0.765 𝛻𝛻(𝑚𝑚3) 187000 
𝐿𝐿𝑝𝑝𝑝𝑝(𝑚𝑚) 320.00 𝑆𝑆(𝑚𝑚2) 21700 
𝐵𝐵(𝑚𝑚) 58.00 𝐴𝐴𝑋𝑋(𝑚𝑚2) 1712.32 
𝑑𝑑𝑚𝑚(𝑚𝑚) 13.20 𝐴𝐴𝑌𝑌(𝑚𝑚2) 6723.66 

図 3 風波向（絶対風波向）の定義 
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また，風波については，図3に示す通り，シミュレーシ

ョン開始時の船首方向（空間固定座標系における𝑥𝑥0軸）

を基準として，船首から船尾までの片舷（右舷側）から

のみ受けるものと仮定した（その方向については0～180
度の範囲で15度毎に変化させることした）。なお，船首

方向を0度，右正横を90度，船尾方向を180度と定義して

いる。右舷側からのみ風波を受けるものと仮定した理由

は，船体は基本的に左右対称であることから，右舷側か

ら風波を受けた場合と左舷側から風波を受けた場合と

で操縦性能にはそれほど大きな差は無いと考えられる

ことによる。また，右舷側からの風波のみを対象として

シミュレーションを行うことにより，計算時間の短縮が

図れることも理由の一つである。

最後に，対象船の風圧力係数については藤原等12)の方

法により，各BF毎の波漂流力係数については丸尾13)の理

論をベースとして値を設定しているが，ここでの表記は

割愛する。詳細は文献11)を参照されたい。

 
4 数値計算結果

上記で示した荒天条件下（BF7,8,9）において，対象船

に種々の初期船速・舵角を与え，航行（変針）させた場

合の実航針路，船速の変化等をシミュレーションにより

確認し，その結果に基づき，荒天下における同船の操縦

可能限界について検討する。なお，本研究においては「操

縦可能」の定義を，荒天下であっても操舵を行った側に

実航針路で45度変針が可能で，かつ，変針後の船速を2
kt以上の値に維持できる場合とした。船速2kt以上という

条件については，対象船の場合，2kt未満の船速となると

舵効きが急に悪くなるという実情から設定したもので

ある。なお，上記条件（定義）に当てはまらない場合に

ついては「操縦不能」として整理している。 
以下、条件毎に整理した数値計算結果（操縦可能限界）

について，考察とともに示していく。 
 
4.1 BF9，操舵舵角15度における数値計算結果

まず，BF9の荒天条件下で，操舵舵角を15度で一定と

し，初期船速及び風波向について変化させた場合の結果

について示す。表3が面舵15度の場合，表4が取舵15度の

場合の結果であり，表5はそれらの結果を重ね合わせた

ものとなっている。なお，いずれの表も，縦軸には初期

船速(kt)を，横軸には風波向(度)をとっており，それらの

表の白色部分については操縦可能領域，塗色部分につい

ては操縦不能領域を意味する。 
表 3，表 4 を比較すると，操舵舵角を取舵とした場

合よりも，面舵とした場合の方が操縦不能領域が大き

くなっていることがわかる。これは，計算条件より，

右舷側からのみ風波を受けるものと設定しているこ

とから，面舵により右舷側に回頭した場合については，

風波を船首方向から受けやすくなり，その結果，風圧

力及び波漂流力等の影響により前後方向の抵抗が大

きくなることが原因であると考えられる（抵抗増とな

ることにより，船速が 2kt 未満となり，「操縦不能」の

条件にあてはまる）。このことから，風波に向かう方

向へ変針することは船速低下，ひいては舵効きの悪化

を招くこととなるため，操船上得策ではないと言うこ

とができる。 
表 5 は，表 3 と表 4 を重ね合わせたものであり，結

果として，「BF9 の荒天条件下において，どのような

初期船速及び風波向であれば操舵舵角 15 度での操縦

が可能か」ということを表す表となっている。表 5 よ

り，初期船速を 10kt 以上とすることで，どの向きから

風波を受けても操縦が可能となることがわかる。また，

初期船速 9kt 以下となると，操縦不能領域が現れ始め

ることとなるが，略船首方向若しくは略船尾方向から

風波を受けることにより，操縦可能となりやすくなる

傾向があることもわかる。加えて，初期船速を 4kt 以
下としてしまうと，操舵舵角 15 度では，どの方向か

ら風波を受けても操縦不能となることがわかった。 
上述の通り，操舵舵角 15 度においては，略船首方

向若しくは略船尾方向から風波を受けることにより，

操縦可能となりやすくなる傾向があることが判明し

たが，その理由は以下の通りと推察する。略船首方向

から風波を受け，面舵により変針する場合については，

小角度であっても変針さえしてしまえば風波を左舷

船首から受けることとなるため，その影響により変針

がしやすくなり，結果として操縦可能となりやすくな

るものと考えられる。一方，略船尾方向から風波を受

け，面舵により変針する場合については，最初から風

波が右舷船尾を押す方向に作用しているため，それが

回頭を補助する方向に働き，操縦可能となりやすくな

るものと考える。 
以上から，BF9 の荒天条件下において操舵舵角 15

度で航行する場合には，初期船速を 10kt 以上とする

こと及びやむを得ず初期船速が 9kt 以下となる場合に

ついては，できる限り風波を略船首方向若しくは略船

尾方向から受け航行することが推奨される。ただし，

後者にあってはスラミングやブローチングが発生す

る危険があることを十分留意しておく必要がある。 
 
4.2 BF9，初期船速9ktにおける数値計算結果

前節より，BF9 の荒天条件下，操舵舵角 15 度の場

合については，初期船速 9kt 以下の範囲において操縦

不能領域が現れることが判明した。このことから，初

期船速 9kt という条件に焦点を当て，その操縦可能限

界について詳しく検討を行うこととした。 
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表 5 操舵舵角 15 度における操縦可能領域及び操縦不能領域（BF9） 

表 6 初期船速 9kt における操縦可能領域及び操縦不能領域（BF9） 

風波向(度)

初期船速

表 4 操舵舵角 15 度（取舵）における操縦可能領域及び操縦不能領域（BF9） 

風波向（度）

初期船速

風波向(度)

操舵舵角
(度)

風波向(度)

初期船速

表 3 操舵舵角 15 度（面舵）における操縦可能領域及び操縦不能領域（BF9） 
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以下，BF9 の荒天条件下で，初期船速を 9kt で一定

とし，操舵舵角及び風波向について任意に変化させた

場合の結果について考察する。表 6 は，縦軸に操舵舵

角(度)を，横軸に風波向(度)をとり，結果を整理したも

のである（既に面舵・取舵毎の結果を重ね合わせたも

のとなっている）。前節と同様，表の白色部分につい

ては操縦可能領域，塗色部分については操縦不能領域

を意味する。同表より，操舵舵角 15 度以下の範囲に

おいては，操縦不能領域が操舵舵角の減少に応じて広

がっていることがわかる。これは，舵角が小さくなる

とともに，舵力も低下するため，それにより操縦性能

が悪化したことが原因であると考えられる。一方，操

舵舵角 20 度以上の範囲においては，それ以上操舵舵

角を大きくしても，操縦不能領域がほとんど変化しな

いことがわかった。この理由は，舵角を大きくすると，

舵力も大きくなり，それにより操縦性能は向上するが，

同時に舵抵抗や旋回時の斜航抵抗も大きくなってし

まうため，それによる船速低下が発生し，「45 度変針

は可能であっても船速が 2kt 未満まで低下してしまう」

ことから，「操縦不能」の条件に当てはまり，操縦可能

領域が広がらなかったのだと推察する。その証拠に，

操舵舵角を 35 度とした場合については，操縦可能領

域が広がるどころか，逆に，操縦不能領域が増加して

いる（舵抵抗、斜航抵抗の増大により速力低下が激し

くなったためと考えられる）。 
以上，表 6 が示す傾向より，BF9 の荒天条件下にお

いて初期船速 9kt で航行する場合には，操舵舵角とし

て 20 度～30 度程度を採用することが推奨される。た

だし，風波を 45 度～105 度方向から受ける場合につ

いては，どのような操舵舵角をとっても操縦不能とな

ることに注意が必要である。 
 
4.3 操舵舵角15度における数値計算結果（BF変化）

最後に，BF の変化による操縦可能限界の差異につ

いて確認する。4.1 節と同様，任意の BF の荒天条件の

もと，操舵舵角を 15 度で一定とし，初期船速及び風

波向について変化させた場合の結果について以下に

示す。表 7 が BF8 の場合，表 8 が BF7 の場合の結果

であり，BF の変化による操縦可能限界の差異を明確

に把握するため，全ての BF の結果を重ね合わせたも

のが表 9 となる。なお，縦軸・横軸の定義及び白色・

塗色部分の定義については 4.1 節と同様である（表 9
は，塗色部分の濃淡により，BF の差異を表している）。 

BF の差異により操縦不能領域の大きさには差はあ

表 8 操舵舵角 15 度における操縦可能領域及び操縦不能領域（BF7） 

表 7 操舵舵角 15 度における操縦可能領域及び操縦不能領域（BF8） 

風波向(度)

初期船速

初期船速

風波向(度)
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るものの，表 7，表 8 ともに，前記の表 5（BF9 の結

果）が示す傾向と同様の傾向を示すことが確認された。

表 7 より，BF8 においては，初期船速を 8kt 以上とす

ることでどの向きから風波を受けても操縦可能とな

ること，表 8 より，BF7 においては，初期船速を 6kt
以上とすることでどの向きから風波を受けても操縦

可能となることがわかった。 
これらの結果は，表 9 を見れば一目瞭然であり，基

本的には 4.1 節で示した傾向が全ての BF についても

当てはまることから，繰り返しとなるが，やむを得ず

操縦可能とするために必要な初期船速（BF9：10kt，
BF8：8kt，BF7：6kt）を実現できない場合については，

できる限り風波を略船首方向若しくは略船尾方向か

ら受け航行することが推奨される。ただし，後者にあ

ってはスラミングやブローチングが発生する危険が

あることを十分留意しておく必要がある。 
 
5 海難防止のための安全指導指針に関する一考察

上記の結果，本研究が対象とした浅喫水貨物船

（KVLCC2）が，荒天下を航行する場合に推奨される

操船法等は以下の通りとなった。 
 BF9 の荒天条件下においては，初期船速を 10kt

以上とすること，また，やむを得ず初期船速が 9kt
以下となる場合については，風波をできる限り，

略船首方向若しくは略船尾方向から受けるよう

操船すること。ただし，後者にあってはスラミン

グやブローチングが発生する危険があることを

十分留意しておく必要がある。また，初期船速 4kt
以下では，どの方向から風波を受けても操縦不能

となることに注意。 
 BF9の荒天条件下において初期船速9ktで航行す

る場合には，操舵舵角として 20 度～30 度程度を

採用すること。ただし，風波を 45 度～105 度方

向から受ける場合については，どのような操舵舵

角をとっても操縦不能となることに注意。 

 BF9,8,7 の荒天条件下においては，それぞれ，初

期船速を 10kt，8kt，6kt 以上とすること，また，

やむを得ずそれぞれで必要な初期船速を実現で

きない場合には，上記と同様，風波をできる限り，

略船首方向若しくは略船尾方向から受けるよう

操船すること。ただし，後者にあってはスラミン

グやブローチングが発生する危険があることを

十分留意しておく必要がある。 
以上の操船法等を踏まえ，対象船に適用可能な安全指

導指針（例えば，BF 毎に必要とされる初期船速に基

づく出港制限の勧告等）を策定することは可能である

と思われる。しかし，他の船型の浅喫水貨物船にも適

用できる指針を策定するには現段階では検討が不十

分であるため，今後も継続した研究の実施が必要とな

る。また，策定した指針をどのように該当船舶に適用

させるかということも今後の研究テーマの 1 つであ

る。 

6 結言

本研究では，荒天下を航走する浅喫水貨物船を対象と

して，操縦性能に及ぼす風波の影響について把握し，そ

れに基づき，荒天下における当該船舶の操縦可能限界に

ついて検討した。また，当該船舶を対象とする海難防止

対策確立の一助となるよう，安全指導指針についての一

考察も実施した。本研究が対象とした船型はKVLCC2の
みであり，得られた結論も第5章で示した限られた条件

下におけるもののみではあったが，各種条件下における

船舶の操縦可能限界を検討する手法については確立で

きたものと言える。本研究の成果が浅喫水貨物船を対象

とした新たな冬期海難防止対策の確立に少しでも貢献

できれば幸いである。 
今後の課題として，本研究では，船型データの入手

が容易であるという理由でKVLCC2を対象としたが，

本来求められている冬期海難防止対策の確立のため

には，実際の海難船舶を対象船として検討する必要が

あり，そのためには同船舶の操縦流体力微係数等のシ

表 9 操舵舵角 15 度における操縦可能領域及び操縦不能領域（BF9,8,7） 

風波向（度）

初期船速

あああ 

BF9 

BF8 
 

BF7 
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ミュレーションに必要な各種係数を入手することが

必須である。今後も粘り強く入手の方法について検討

していきたい。また，本研究では，気象・海象の条件

について BF に基づき設定し，シミュレーションを実

施したが，今後は，BF によらない任意の風速・波高

等も設定し，実際の海難時の条件にできるだけ近い状

態での検討を進めるこることも必要である。第二管区

海上保安部とも協力しながら，引き続き研究を継続し，

初期の目的が達成できるよう検討を進めていきたい。 
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