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  戦後，原油タンカーは輸送需要の増大と輸送効率の向上のため，大型化を追及してきた．一

方，大型タンカーはひとたび衝突，座礁などによる積荷の流出事故を起こすと，海洋環境に深刻

な影響を及ぼすため，たびたび適用規則が大きく変わってきている．その適用規則の変化の度

合いが他の船種と比べ相対的に大きいため，そのたびに新しい船型，技術が開発され適用され

てきている．マラッカマックス VLCC(Very Large Crude oil Carrier：載貨重量 20 万トン以上の原油

タンカー)はマラッカ海峡を通過できる主寸法制限（全長，幅，喫水，総トン数）がある中で，新規

則 CSR(Common Structural Rule)を合理的に適用しつつ， 大の貨物タンク容積，載貨重量を確

保することが求められている． 

  

   

 
 
|1. はじめに 

第二次戦後，当社が初めて建造したタンカーは 1953 年３月に引き渡した“STANVAC JAPAN”

で，その載貨重量は 26509 重量トンで世界 大級であった．その後，1960 年代後半に載貨重量

20 万トンを超える VLCC による原油の大量輸送の時代が始まった． 

一方，タンカーの大型化に伴い，タンカーの座礁事故，衝突事故による原油の流出量も膨大

なものとなっている．1967 年の英国南西部でのトニーキャニオン号の座礁事故では 12 万トンもの

原油が流出している． 

ここでは本船の設計上の特徴を述べるとともに，大型タンカーの構造に関する規則の変遷，

CSR 規則の成立の経緯，CSR 適用に際し留意すべき点につき紹介する． 

|2. タンカーの大型化の変遷 

2.1 大型化の変遷 

タンカー大型化の早さは驚異的であり，1953 年に当社で戦後初のタンカーを引き渡した後，

1955 年 12 月にはタイドウオーター社(サンフランシスコ)向け 45834 重量トンの“VEEDOL”を引き

渡した．これはわずか３年間で約 1.7 倍になったことになる．“スーパー・タンカー（当時３～４万重

量トンのタンカーを呼称）”の時代は 1951 年頃まで続いたが，1951 年１月に引き渡したアングロア

メリカンシッピング社向け“NAESS SOVEREIGN”は 88494 重量トンであり“スーパー・タンカー”の

約２倍となった．1965 年９月に当社長崎造船所立神地区に 30 万重量トン・ドックが完成し，1967

年 10 月 31 日に引き渡したベルゲッセン社向け“BERGEHUS”はついに 202557 重量トンとなり

VLCC 時代の幕開けとなった．1953 年３月から 1977 年 10 月までの約 15 年をかけてタンカーの

船型は約３万重量トンから約 20 万重量トンへと約７倍の大きさとなり，その後の約 10 年間は

VLCC の連続建造が続いた(図１)．1976～77 年にも 40 万重量トン・タンカーを連続建造したが，

これらはオイルショック以前に受注した船であった．1975 年のオイルショック後は，大型タンカーに
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とっては冬の時代を迎えることになり，VLCC の建造を再開するまでには，約 10 年の歳月を待た

なければならなかった． 

 
 

図１ タンカー大型化の変遷  

 
1985 年 10 月引渡しの日本郵船向け大型タンカー“田川丸”(239781 重量トン)以降，日本船主

向けの VLCC としては 240000 重量トン型と 258000 重量トン型を継続して建造してきたが，現在

はその後の油流出防止の規制強化による二重船殻化とともに，船型はやや大きくなり後述のマラ

ッカマックスとなっている． 

2.2 マラッカマックスの概要 

石油資源の世界的な供給地であるペルシャ湾から，わが国を含めた極東地区へ原油を輸送

するとき，タンカーはアラビア海，インド洋からマラッカ海峡を抜け東シナ海へ続く約 6500 マイル

（約 12000km）を航海することになる．その航路の中で 難関となるのが，マレー半島とスマトラ島

に挟まれたマラッカ海峡である．マラッカ海峡は全長約 900km，幅約 70km～250km，平均水深約

25m で岩礁や浅瀬も多いため，大型船が通行できる水路の幅が数 km のところもある，大型船にと

っては狭くて浅い航路となる． 

マラッカマックスは，そのマラッカ海峡を安全に航行できる 大船型という意味を込めた比較的

新しく定着した呼称である．その 大船型は推進測量精度の向上などにより，時代とともに大型

化してきており，かつての VLCC は 25 万重量トンであったが， 新船では約 30 万重量トンのとな

っている．当社の 新船型（CSR 適用船）の主要目をこれまでに当社で建造してきた VLCC ととも

に以下に示す (表１，図２）． 

         

 表１ VLCC の主要目比較（当社建造船） 

 
 

 第一世代 

(オイルショック前) 
第二世代  第三世代  

 
 

 
237 型 240 型 258 型 260 型 

300 型 

(マラッカマックス) 

CSR 適用 300 型

(マラッカマックス)

 建造時期  1971～76 年 1985～92 年 1986～95 年 1999～2000 年 2004～06 年 2011 年～ 

 船体構造  シングルハル シングルハル シングルハル ダブルハル ダブルハル ダブルハル 

 全長 (m) 約 321.8  約 315.5 約 322 約 330 約 333 約 333 

 垂線間長 (m) 304.0 302.0 310.0 319.0 324.0 324.0 

 幅 (m) 52.4 58.0 58.0 60.0 60.0 60.0 

 深さ (m) 25.7 28.3 29.5 28.8 29.1 29.1 

 喫水 (m) 19.85 18.75 19.50 19.22 20.50 20.50 

 載貨重量 (t) 約 237000 約 240200 約 258000 259999 約 300000 約 298500 

 貨物タンク容積 (m3) 約 289100 約 296000 約 318000 約 325000 約 350000 約 355000 

 総トン数 (t) 約 118000 約 137000 約 147000 約 152000 約 160500 約 160300 

 
主機関 

 三菱タービン 

MS-6 

三菱 UE 

7UEC75LSⅡ

三菱 UE 

6UEC85LSⅡなど

三菱 UE 

7UEC85LSⅡ

三菱 UE 

7UEC85LSⅡ 

三菱 UE 

7UEC85LSⅡ

 主機関出力 (kW) 25000 17000 21900 27020 27020 27020 

 船速 (kt) 約 15.8 約 14.5 15.5 16.2 約 15.5 約 15.5 
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図２ 一般配置図 

|3. 国際規則の変遷 

大洋を航行する外航タンカーは国際規則にのっとって建造，運航されているが，その国際規則

の中でも特に MARPOL(海洋汚染防止条約)が設計に大きな影響を及ぼしている．ここではその

MARPOL の変遷と，それに基づくタンク区画配置について紹介する． 

3.1 MARPOL（海洋汚染防止条約）の変遷 

現行の MARPOL のベースとなるものは 1954 年にロンドンにて採択された OILPOL 条約“油に

よる海水汚濁の防止のための国際条約”である．OILPOL 条約は 1958 年７月 26 日に発効してい

る．この条約は，主としてタンカーの通常運航及び機関区域からの油分を含むビルジによる海洋

汚染を規制するものであった．その後，タンカーのタンククリーニングやバラスト水（当時は貨油タ

ンクにバラスト水を搭載していたため油分を含有）排出による油濁からの海洋環境保護を目的とし

て 1962 年，1969 年に改正が行われた．1969 年の改正は 1967 年３月に英仏海峡で発生したオイ

ルタンカー“トニー・キャニオン号”の座礁による約 12 万トンの積荷の全量の流出となる大事故を

契機として行われた．1969 年の改正は油の排出禁止海域を全世界の海域に拡大すること，タン

カーからの油排出基準を厳格にすることなどが含まれており，1973 年 10 月に開催された

IMCO(国際海事機構：IMO の前身)の会議で採択された． 

OILPOL条約はタンククリーニングや油分を含んだバラスト水の排出といった通常のオペレーシ

ョンによる海洋汚染の防止を目的としたものであり，座礁事故などによる大量の貨物油流出などは

十分想定されていないものであった．一方，タンカーの大型化，油以外の有害貨物の輸送需要

の高まり，沿岸国の海洋環境保護への関心の高まりなどを背景として，より広範囲かつ効果的な

国際条約の必要性が認識されるようになっていた． 

このような状況のもと，1969 年より IMCO にて国際条約の抜本的な見直しに向けた作業が開始

され，1973 年 11 月２日に“1973 年海洋汚染防止条約”が採択された．この条約は規制対象に

OILPOL 条約で対象としていた重質油だけではなく，すべての油及び有害液体物質，汚水等も

含めることにより，広く海洋汚染の防止をはかるものとなっていた．しかしながら 1973 年の条約は

規定の一部に未解決の問題があったために発効には至らなかったが，1978 年２月に 1973 年の

条約に一部修正，追加を行ったものが採択され現行の MARPOL のもととなっている． 

その後，1992 年３月に IMO（国際海事機関）の海洋環境安全委員会にて新造タンカーへのダ

ブルハル要件の義務付けが採択され，1993 年７月に発効した．既存船の取扱いとしてのシング

ルハルタンカーの段階的排除（フェーズアウト）も合わせて採択されている． 

3.2 規則に対応した配置の変遷 

3.1 節で説明している MARPOL の変遷によるタンカーのタンク配置の変遷を概略の配置例とし

て平面図で比較した(表２)． 
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タンク配置の塗りつぶし部分(■)はバラストタンクを示す．基本的にバラストタンクにより船側に

位置する原油タンクの面積を制限し，側方からの船舶の衝突による原油流出のリスクを減らすと

いう考え方によるものである． 

    

 表２ タンク形状の変遷 

   タンク配置 

 兼用バラスト 条約 

発効 

以前 

  タンクサイズ 

制限 

-1971 

 分離バラスト 第 13 規則 

: SBT 

-1973 

  第 13 規則 E 

: PL 

-1978 

 分離バラスト 

(カーゴタンク保護) 

第 19 規則 

: ダブルハル 

-1993 

    

その後の 1992 年のダブルハル要件の適用により，原油タンクは船側，船底ともバラスト水タンク

で囲まれ，衝突による原油流出のリスクをさらに減らしている (図３)． 

 
図３ タンク断面形状 
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|4. CSR 規則の成立と構造規則の適用 

4.1 CSR 規則設立の経緯 

CSR(Common Structural Rules)は2005年12月に開催されたIACS（International Association of 

Classification Societies；国際船級協会連合）の理事会において採択され，2006 年４月１日から施

行されている．CSR はばら積貨物のための共通構造規則及び二重船殻油タンカーのための共通

構造規則の略称である． 

船体構造に関する基準又は規則類には，IMO(国際海事機関)において各国政府によって決

められる国際条約や国際的なコード及び指針，各国で定める規則，船級協会が定める規則など

がある．船級協会規則には，各船級協会が独自に定める規則と，使用材料に関する規定や船体

にとって重要な船体全体の強度規定のように，IACS が定めた統一規則に基づくものがある． 

３章で述べたとおりの国際条約による規制の強化，ダブルハル要件の適用，及び船級協会規

則に従った審査，建造，就航後の検査が行われていたにもかかわらず，1993 年の英国北部での

“ブレア”の座礁事故による 84000 トンの原油流出，1996 年の英国南西部での“シーエンプレス”

の座礁事故による 72000 トンの原油流出事故などの大規模な油流出事故，疲労強度不足による

構造損傷などの事故が発生した． 

IMO，IACS 及び各船級協会は，このような事故を防止する目的で損傷防止，腐食防止措置，

就航中における船体構造の定期的検査等の規則を見直してきた．それでも 2002 年 11 月のスペ

イン沖での“プレステージ”の沈没事故など，重大事故は無くならないため船舶の構造安全性向

上を求める声は強くなった． 

このような背景のもと，IMO で船体構造に関する目標型の安全基準（Goal Based Standard）を

定めることとなり，IACS において，ばら積貨物船及び二重船殻油タンカーを対象とする共通構造

規則（CSR）を策定することになった． 

 

4.2 VLCC への構造規則の適用 

現在，VLCC の設計は，CSR にのっとって行っている．CSR はそれまでの各船級協会独自の規

則を強化，統一したものであり，以下のような特徴を有する． 

・ 強度上必要な板厚，腐食板厚，切替え板厚を明確にしたネット寸法手法 

・ 航行中の代表的な崩壊モードであるサギング状態でのハルガーダ縦曲げ 

終強度の評価 

・ 大骨先端部などの詳細構造応力解析を含めた大規模 FEM 解析 

・ サイドロンジやボトムロンジなどの縦通防撓材を主とした疲労強度評価 

 CSR を適用した点以外に，本船は以下のような構造的特性も有している． 

・ 固定点検設備(PMA) 

 カーゴエリア内の船体構造点検や板厚計測を安全にできるように，固定点検設備(PMA : 

Permanent means of Access)を設けている．適切な構造配置により，船体構造を活用した

合理的な PMA 配置を実現している． 

・ 構造信頼性確保 

 本船は CSR にのっとった設計だけではなく，当社の技術的知見も織り込んでいる．疲労強

度についてはスペクトル疲労強度解析手法(MHI-DILAM : Direct Loading Analysis 

Method)を実施し，CSR の要求に加えて高度な疲労強度評価を行いその結果を設計に織

り込んでいる(図４)． 

 振動については，居住区の振動評価のほかに，カーゴタンク内のトランスリングに対しても

FEM 解析による評価を行い，振動に対する構造信頼性を確保している． 
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図４ 高度な検証による構造信頼性確保 

|5. まとめ 

当社は豊富な大型タンカーの建造実績をもとに，大型化，環境対策など各時代の要請に適応

した VLCC を提供してきた．現在，建造中の 新型の CSR 対応マラッカマックス VLCC は，CSR

構造規則の船体構造への適用を精査し，規則の要求を的確に織り込み，十分な信頼性を確保し

た上で，重量・性能への影響を合理的なものとしている．また，マラッカ海峡通行及び積み地，揚

げ地のターミナルへの適合のための主寸法制限のある中，貨物積載重量，容積を効率的に確保

し，輸送経済性，環境負荷軽減の両面に資するよう，省エネに優れた船型，推進プラントを採用

した船となっており，お客様の御期待に応えられる船となった． 

輸送経済性，高い輸送の安全性，環境負荷の低減の両立に対する要請はさらに高まっていく

が，今後もこれまで培ってきた技術をもとに，さらに安全性，信頼性，経済性，環境性能に優れた

製品を提供できるよう開発を継続していく． 

参考文献 
 (1) 大平弘之ほか，VLCC, その設計思想の変遷，三菱重工技報 Vol.25 No.6 (1988-11) p.524～528 

(2) 日本海事協会，鋼船規則 A 編一部改正並びに鋼船規則 CSR-B 編及び CSR-T 編制定に関する解説

(IACS 共通構造規則の取り入れ)， 

http://www.classnk.or.jp/hp/ja/activities/rules/csr-t.htmlwww.classnk.or.jp 

(3) 三菱重工業長崎造船所，長崎造船所 150 年史，p.398～407  
 


