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  環境・エネルギー問題に対して多様な解決手段が求められる現在の状況にあって，種々の設

置条件を合理的に評価し，新型構造物に対しても有効な評価手法である荷重構造一貫シミュレ

ーション技術は船舶・海洋分野において重要なキー技術である．本論文では，当社が開発した最

先端構造解析プログラム MHI-DILAM の特徴と適用事例及びその効果について紹介する．大型

コンテナ船，LNG 船への適用事例にてその有用性を示し，さらに独立方形 LNG タンクなど LNG

浮体貯蔵設備の開発にも有効な手法であることを示す． 

  

   

 
 
|1. はじめに 

船舶及び海洋構造物は複雑な海洋波を考慮して構造設計を行う必要がある．従来，その複雑

性ゆえに構造設計は既存設計の運用実績に基づいた規則算式による設計が主流であった． 

一方で，コンピュータの発達と構造設計の高度化に伴い，波浪荷重から構造応答の推定まで

一貫したシミュレーションに基づく設計も実用化されている． 

当社は 1970 年代から一貫してこの分野の研究開発をリードしており，1980 年代に解析手法

MHI-DISAM（DIScrete Analysis Method:離散化解析法）を開発，大型石油タンカーの船側縦通

肋骨の設計に適用した(1)．これは規則ベースの設計に加えて，物理現象の定量的評価による構

造解析法が実用化される契機となった． 

さらに当社は 2000 年頃から最新の解析手法 MHI-DILAM（DIrect Loading Analysis Method）

を開発し，数多くの適用事例により設計ツールとしての信頼度を上げている． 

本論文では当社の最先端構造解析プログラム MHI-DILAM の特徴と適用事例及びその効果

について紹介する． 

|2. MHI-DILAM の概要 

2.1 コンセプト 

船舶及び海洋構造物は，複雑な海洋波に浮かぶ大規模構造物であり，構造解析の精度向上

のためには複雑な荷重を構造解析の中で効率良く処理しなければならない．従来，船体構造解

析は図１のように単純化された“設計荷重”を使って解析することが多かった．このような“設計荷

重”は従来構造物との相対比較において実用面では有効な手段であるが，新型構造の開発や船

型大型化など従来実績の範囲を超えた製品に対しては，荷重の複雑性を忠実にシミュレートする

解析法を併用する必要がある． 
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実際の海洋波は“不規則波”であり複雑な形状を有しているが，図２に示すように“規則波”の

集合体として表現できることが知られている．通常，“不規則波”を構成する“規則波”の数は図２

に示すとおり，波向き 12 ケース，波長数 20 ケース程度の波で代表するが，MHI-DILAM は波の

周期を 12 ステップに分割し，時々刻々と変化する波浪荷重の時刻歴を求めるため，トータルでは

波向き数 12×波長数約 20×タイムステップ数 12=3000 個程度の構造解析用荷重ケースを自動

生成することとなる．MHI-DILAM は，専用プログラムによる効率化で，このような複雑な荷重を効

率良く処理し，船体構造解析を行うシステムである． 

図１ 従来の設計荷重の例 

従来手法による波浪変動圧の設計荷重の一例．通常，設計荷重は簡易算式によって与えられる．

図２ 不規則波のイメージ 

不規則波は，多数の波向き，波長の規則波(正弦波)がランダムに重なったものである． 

図３に DILAM のイメージを示す．船体運動/波浪荷重解析との連携により，設計規則波をその

まま（Direct に）構造モデルに負荷することが可能になる． 
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図３ MHI-DILAM のイメージ 

MHI-DILAM は，様々な波向き，波長の波の中における荷重を時々刻々と求め，構造解析用荷重

データを自動生成するシステムである． 

2.2 システム構成 

図４に MHI-DILAM のフローチャートを示す．下記のモジュールによって複雑な荷重情報を効

率的に処理できる (2)． 

  
 

図４ MHI-DILAM の 

フローチャート 

MHI-DILAM は，荷重自動

生成モジュール，全体荷重

チェックモジュール，ポスト

処理モジュールなどのプロ

グラムで構成される． 

  
(1) 荷重自動生成モジュール  

船体運動計算のアウトプットファイルを処理し，構造解析プログラム（NASTRAN）の様式に沿

った荷重情報データを自動生成する． 

(2) 全体荷重チェックモジュール 

荷重にアンバランスが生じると構造解析において不自然な拘束力が発生するなどの不具合

を生じるので，構造解析を実施する前にあらかじめ全体の荷重バランスをチェックする．先に生

成された荷重情報データを読み込み，局部荷重を積算し，荷重とモーメントの合計値をチェッ

クする． 
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(3) ポスト処理モジュール 

約 3000 個ケースの解析結果をもとに処理された規則波に対する応力応答は，統計処理に

より確率論的に評価される（スペクトル解析）．結果としての統計的推測値のほかに，ブレークダ

ウンされた個々の規則波の応答結果にアクセス可能である． 

2.3 解析結果の評価 

近年，船体構造物への長期耐用性，メンテナンス性への要求が高度化し，それを支える要素

技術である高度疲労解析の重要性が増している．“疲労限界状態”（FLS: Fatigue Limit State）評

価への適用に当たっては前述の規則波に対する応答をもとに，特定海域の波浪頻度分布を考慮

し，任意構造の繰り返し応力分布を求めるプログラム“DILAM-FA”(DILAM-Fatigue Analysis)を

適用する．図５に疲労強度評価に必要な変動応力を算出するイメージを示す． 

最大荷重に対して船体構造が耐えうるか，といういわゆる“終局限界状態”（ULS: Ultimate 

Limit State）評価に対しては，“等価規則波”を用いた“DILAM-DW”(DILAM-Design Wave)や，

“設計不規則波”を用いた“DILAM-DIW”(DILAM-Design Irregular Wave)を適用する．“設計不

規則波”は船体構造解析分野で最新の理論であり，不規則波を構成する波成分（孤立した規則

波の集合で表現される）の内，構造応答に有効な成分を取り出し，その組合せの中で船体応答

が最大になるように設定したものである．理論面の詳細は参考文献(3)を参照されたい．次章にて，

具体的な適用例を紹介する． 

 

 
図５ 変動応力の算出イメージ 

応力の時刻歴をもとに応力応答関数を算出するイメージを示したもの． 

|3. MHI-DILAM の適用事例 

MHI-DILAM は，原油タンカー，LNG 船，LPG 船，コンテナ船などの構造設計ツールとして

様々な形で活用されている．本章では，MHI-DILAM の適用事例の一例を紹介する． 

(1) 大型コンテナ船コーナ部長期応力評価 

大型コンテナ船の特徴として船倉内に“ひな段”状のコーナ部を有するが，このコーナ部は

船体の縦曲げ応力や捩じり応力と同時に，外水圧やコンテナ荷重による局部応力が複雑に重

畳する箇所である．このため，従来の構造解析手法では精度のよい応力評価は困難であった

が，MHI-DILAM ではこれらの複雑な荷重の組合せを直接的に再現できるため，ひな段コーナ

部の応力を精度よく評価することが可能となる．MHI-DILAM による応力長期予測結果は，実

海域の実船計測結果との比較検証を通じ，本解析手法が精度よく長期応力分布を推定できる

ことを確認している(図６).これらの成果は，商船の新設計段階における疲労強度設計の精度向

上につながり，当社設計船の構造信頼性向上に貢献している． 
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図６ コンテナ船ひな段コーナ部の応力評価 

MHI-DILAM によるひな段コーナ部の応力長期予測値と実船計測結果を比較した例 

(2) 大型 LNG 船への適用事例 

前述のとおり，当社では設計不規則波法と MHI-DILAM を組み合わせた降伏座屈強度設計

手法(DILAM-DIW)の確立に取り組んでいる．図７は，大型 LNG 船での実船計測結果を

DILAM-DIWで再現した結果である．同手法は，非線形船体運動計算プログラムと組み合わせ

ることにより，大波高中の荷重の非線形性を考慮したシミュレーションが可能となる．これは，船

舶が一生に一度遭遇する“終局限界状態”における降伏座屈強度解析の精度向上につなが

り，合理的かつ信頼性のある構造強度評価が可能となっている． 

 

 
図７ LNG 船の設計不規則波解析と実船計測結果の比較 

LNG 船の Q=108 相当の設計不規則波解析結果と実船計測結果を比較した例 

 

図 ８ は ， 従 来 と は 異 な り ， 連 続 型 の タ ン ク カ バ ー を 有 す る 球 形 タ ン ク 型 LNG 船

“SAYAENDO（さやえんどう）”の構造強度評価を同手法により実施した例である．この例のよう

に，DILAM-DIW は前例のない船体構造についても適切な荷重を設定し，合理的な構造設計

を可能とする設計手法であるといえる．また，タンクカバー新規構造については，設計初期の

段階で，スペクトル解析を用いた応力スクリーニングにより構造的にクリティカルな箇所を特定し

た上で，クリティカルポイントについては局部詳細 FEM モデルによる北大西洋 40 年疲労寿命

設計を実施している． 
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図８ “さやえんどう”型 LNG 船の設計不規則波解析 

設計不規則波解析を用いて，新規構造である“さやえんどう”型 LNG 船の終局限界状態(ULS)評価

を実施した例 

このように，MHI-DILAM は船殻構造におけるフロントローディング設計には不可欠な解析手法

となっている． 

|4. 独立方形タンクへの適用事例 

近年，液化天然ガス(LNG)の洋上浮体式生産・貯蔵・積出設備(LNG-FPSO あるいは FLNG)の

開発が活発に行われている．独立方形タンク方式は，形状がフラットで LNG 生産関連設備を設

置するためのデッキスペースが広く確保できることから，特に大規模ガス田向け LNG-FPSO での

採用が計画されている． 

一方で，方形タンク方式は，球形タンクと比較して，タンク全体の溶接線が非常に長いこと，タ

ンク内の構造が複雑であり，多数の構造不連続部が存在すること，さらに船体と独立するタンクの

支持構造においては，波浪中のタンク・船体の相互干渉を正確に把握する必要があることから，

構造の安全性確保とその検証が重要な技術課題である． 

当社は独立方形タンクについても開発を完了し，主要船級協会（LR，ABS，NK）から，IMO タ

ンクタイプＢの設計基本承認(AIP: Approval In Principle)を取得した．IMO タンクタイプＢとは，国

際海事機関（IMO）が定めた液化ガス船の安全規則の要件を満たすタンクである．高度な解析手

法を用いて構造各部の応力を精密に把握し，それに基づき疲労解析，破壊機構解析を精密に

実施したタンク方式であり，疲労き裂の発生寿命評価に加え，万一き裂が発生，進展した場合の

挙動予測に基づく安全性評価が要求されている．MHI-DILAM はこの要件に対し，高度なレベル

で対応し，信頼性の高いタンクの構造設計を可能としている． 

MHI-DILAM の方形タンクへの適用に当たって特筆すべき点として，タンク支持構造（樹脂ブロ

ックを挟み特定方向のみ支持する構造）の複雑な挙動を適切に評価できることが挙げられる．接

触・非接触の非線形影響及び摩擦影響を考慮した応答解析を実施することにより，タンクと船体

の複雑な相互干渉を忠実にシミュレート可能である． 

疲労強度評価においては，大規模全船 FEM モデルを用いた“スクリーニング解析”と局部詳細

FEM モデルを用いた“ホットスポット解析”の二段階の疲労強度評価を，MHI-DILAM を用いて実

施する．方形タンクの多数の構造的不連続部の中から，クリティカルな箇所を正確に特定し，スペ

クトル解析を実施し精密な疲労発生寿命評価を実施する．また，疲労き裂の伝播シミュレーション
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では，MHI-DILAM による詳細な解析結果を基に，疲労き裂先端の応力場を計算し，き裂進展経

路と速度の予測によりき裂伝播シミュレーションを実施している(図９)．さらにき裂近傍の応力変動

を元に微小き裂からのリーク量を推定し，LNG 漏洩時の検知可能性と安全に格納処理できること

を確認している．これらの解析により，カーゴタンク内のすべての箇所において，IMO ガスコード

の要求を満足する信頼性の高いタンクを設計することができる． 

MHI-DILAM の導入により，従来の多くの設計仮定を排除し，荷重や構造応答の複雑な挙動

を忠実に，直接的にシミュレートし，精度よく評価する実用的な手法を構築することが可能となっ

ている．MHI-DILAM は，相対的に複雑な構造となる独立方形タンクに対する高度な強度評価手

法として最適であり，IMO タンクタイプＢ開発には必要不可欠な解析手法であるといえる． 

 
図９ タイプＢ 独立方形タンクのき裂伝播解析・破壊機構解析 

タイプＢ 独立方形タンクの開発では，MHI-DILAM を用いた，疲労寿命評価，疲労き裂伝播シミュ

レーション，リーク量の一貫解析を実施している． 

|5. まとめ 

本論文では当社の開発した最先端構造解析プログラム MHI-DILAM の特徴，適用事例，及び

効果について紹介した．第３章及び第４章で示したとおり，MHI-DILAM は，従来は困難であった

新型構造に対するフロントローディング設計を可能にするとともに，より信頼性の高いタイプ B 独

立方形タンクの開発においても必要不可欠な解析手法となっている． 

環境・エネルギー問題に対して多様な解決手段が求められる現在の状況にあって，種々の設

置条件を合理的に評価し，新型構造物に対しても有効な評価手法である MHI-DILAM は今後ま

すます活躍の場面が増えるものと考えている．就航実績との比較といった地道な作業によって熟

成されているのも MHI-DILAM の特徴である．今後も MHI-DILAM を始めとした当社の持つ総合

的な構造設計技術を生かして LNG 大型浮体設備などの新製品開発を進めていく所存である．

参考文献 
 (1) 倉本ほか：波浪中の船体局部応力のシミュレーション手法に関する研究，日本造船学会論文集第 170

号，(1991) ，pp.425-436. 

(2) S.Inoue, K.Sato, H.Otsuka, DILAM- Latest technology for full spectral ship structural analysis, 12th 

International Conference on Computer Applications in Shipbuilding, Conference Proceedings, (2005) 

(3) 深沢塔一，宮崎智，金平裕次：設計不規則波と直接荷重解析法によるコンテナ船の強度検討について，

日本船舶海洋工学会講演会論文集第１号，(2005)，pp.293-294.   


