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FRP大型船舶：FRPサンドイッチ製掃海艇の建造技術の確立 
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１．緒  言 

 

 2012 年 3 月 21 日、我が国初となる GFRP(Glass 

Fiber Reinforced Plastics)サンドイッチ製船体

の 20MSC（防衛省発注の 20年度計画中型掃海艇：

Mine Sweeper Coastal）「えのしま」が就役した。

（図１） 本艇は、以下に示すように、全長 60m

と我が国では最大の FRP船舶となる。 

20MSC「えのしま」の主要目 

基準排水量 ： 570t 

全長   ： 60m 

最大幅 ： 10.1m 

深さ ： 4.5m 

主機関 ： ディーゼル 2基（2軸） 

馬力 ： 2200PS 

速力 ： 14ノット 

 

 欧米では 1973 年に就役した英国の HMS. Wilton

号を皮切りに次々と FRP製掃海艇が誕生し１）、世界

で唯一、木製掃海艇を造り続けていた日本もついに

FRP化に踏み切ったものである。本稿では、その建

造技術に関する概要を紹介する。 

 

２．船体建造技術 

 

FRP船の構造様式としては、従来の骨付き単板方式、

モノコック方式、サンドイッチ方式（図２）がある

が、掃海艇に要求される静粛性能、耐爆性能及び艦

艇一般に要求される軽量化の観点からサンドイッ 

 

図１ 引渡し時の「えのしま」 

 

チ方式が採用された。GFRPサンドイッチ製船体は、

スウェーデン海軍の Landsort クラスやデンマーク

海軍の Standard flexクラスなどで多くの実績を有

している。 

 

図２ 構造様式 

 

本艇の主な使用材料は以下のとおり。 

 ガラス繊維：NCF 4軸繊維 

 心材   ：PVCフォーム 

 樹脂   ：ビニルエステル 

 以下、これらの材料を用いた建造技術について紹

介する。 

2.1 船体建造技術 

GFRP サンドイッチ製船体を建造するために克服

すべき主な技術課題を整理すると以下のようなも

のであった。 
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• サンドイッチ構造の採用 

• VARTM(Vacuum Assisted Resin Transfer     

Molding)成形法の確立  

• ブロック建造法の適用 

• 建造施設建設、成形設備設置 

• 技術者／作業者研修 

• 実物大部分モデル試作、技術検証 

• 設計、成形工作標準作成 

 

上記に示した技術課題の中で最も重要であるの

はブロック建造法である。図２に船体全体のブロッ

ク分割、アセンブリーの状況を示した。主船体を 3

分割して結合した上に船首楼、上部構造、艦橋、煙

突などを搭載して組上げていく建造計画とした。  

ブロック建造法の導入に関しては、建造設備や

クレーンの吊上げ重量制限、建造計画時の人員配置

や日程調整の融通性、将来の大型化への対応可能性

など多くのメリットがあり、将来性を考慮して適用

を（当社として）決定した。一方で、世界的にも実

績が少ない点、最初の FRP化に含めるには飛躍し過

ぎるおそれなどが社内でも議論されたが、設計材料

強度である圧縮強度が引張強度の 75％程度と低く

設定されていること且つ当社成形板の強度データ

実績値からも十分可能であると判断した。なお、就

役後においても、モニタリング装置による当該継手

部の計測を継続的に実施し、十分なフォローアップ

を行う予定である。 

 

④船首楼ブロック
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⑤上部構造ブロック
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⑤上部構造ブロック

 

図２ ブロック建造概要図 

 

 主船体のブロックは、船体長手方向を 3分割した

長さとしたが、その長さは均一ではなく、中央ブロ

ックを全長の 1/2 として船体縦強度への影響を考

慮した継手位置とした。次に重要な技術課題は、

VARTM成形法の確立である。曲面を含む外板サンド

イッチ及び構造部材用のサンドイッチ平板の成形

には高品質且つ軽量化を狙える成形法として VARTM

を採用した。後述する、模型や含浸シミュレーショ

ン等の検討を経て、成形法を確立し、ハンドレイア

ップよりも高品質・軽量化（Vf：繊維含有率は 50%

程度）を図ることができた。 

 

2.2 実物大模型による検証 

ブロック建造法で最重要技術であるブロック継

手の施工法確認を含め、前述した技術課題の検証の

ため実物大模型を製作した。これは図３の写真で示

したもので、ブロック接合を含んだ試作である。本

模型の設計・建造を通じて GFRP サンドイッチ構造

の VARTM成形、構造部材結合部の詳細構造とブロッ

ク接合などの成形法の確立や新たな技術、技能獲得

を要する作業者の教育を行った。 

また、模型から試験体を切り出し（継手部含む）、

各種材料試験：引張、圧縮、FWT(Flatwise Tension)、

疲労試験を実施し、材料強度のばらつきも考慮の上、

安全率を設定し、本艇の基本設計時の重要なデータ

として活用した。 

 

 

図３ 実物大部分模型 

 

また、立体に対する VARTM 成形シミュレーショ



 

 

ンソフトを新たに導入し、実成形時の樹脂消費速度

比較などから浸透係数などのパラメータ決定を行

い、その運用技術を確立した。これにより、使用す

る成形資材に応じた樹脂供給システムの最適化、樹

脂供給速度や全体量、含浸時間などの予測に加え、

大量の樹脂を短時間に扱うブロック成形計画に対

する複数案の比較や、時間予測などの事前検討が出

来るようになった。図４に示したのは実物大部分模

型の外板を VARTM 成形した際のシミュレーション

モデルで、適用した成形樹脂供給システムの樹脂進

行状況を予測すると共に、含浸係数の設定に利用し

た。また、この結果をもとに、実構造成形時には大

幅に樹脂供給システムを改善した。 

 

図４ 外板の含浸シミュレーション(RTM-Works) 

 

2.3 ブロック製作 

図５に船体外板ブロックの製作手順を示す。型

は連続面を持たないリブフレーム構造だけのオス

型で、心材の立体組立てや全体反転に用いる。心材

を貼り付ける工程は、合わせ面の肌づき調整など木

造技術に共通したものである。心材貼付の後は、サ

ンドイッチの外面だけを単板成形の要領で VARTM

成形する。硬化し製品検査を行った後、全体を反転

し、内部のリブフレーム型を脱型して内面側の成形

を行った。次にサンドイッチ平板から Water Jet切

断機により切り出された内構材（隔壁、縦通材、横

フレーム）を取付けた後（図６）、デッキを搭載、

接合させてブロックの完成となる。 

   

① 

② ③ 

④ ⑤ 

① リブフレーム 

② 心材貼付 

③ 外面成形 

④ 反転、脱型 

⑤ 内面成形 

 

図５ 船体外板ブロック製作 

  

 その後、ブロックを船台へ搭載、接合し GFRP サ

ンドイッチ製船体を完成させた。（進水日：平成

22年 10月 25日） 

 

 

図６ 隔壁の取付け状況 

 

３．今後の展望 

本船は、海上公試による性能確認を経て、2012

年 3月に引き渡されたが、本艇で経験を積んだ成形、

建造法は 2 隻目の 21MSC にも受け継がれ、平成 25

年 3月に就役する予定である。 

長さ 50m～60m 前後の木造掃海艇を長きに渡っ

て着々と作り続けてきた建造技術や設備には、ノウ

ハウと知恵の蓄積があり、誇るべき点も少なくなか

ったと思われる。その消滅を惜しむ声も聞かれるが、



 

 

木造技術は船体 FRP 化の後も心材や型の製作技術

として生かされている。また、船大工とも呼ばれる

伝統技術は、木工だけでなく、道工具の扱い方から

製品の品質評価のセンスに至るまで、モノ造りの精

神としての根幹をなすものであり、今後も引き継が

れていくであろう。 

日本の掃海艇に対する FRP 化の実施は、世界で

も後発となったが、その分、FRP大型船に関する最

先端の成形建造技術と最適な材料を採択できたで

あろう。これは、世界の技術動向を絶え間なく注視

してきた結果とも思われるので、引き続きこの分野

の技術革新に関する情報を取り入れる努力を続け

る必要がある。また、GFRP のみならず、航空分野

や自動車分野では軽量化のための CFRP 適用が盛ん

に進められており、その成形、検査技術を取り入れ

ることも期待される。更に、軽量最適化に必要な異

方性材料の取扱いなど、設計技術の研鑽も必要であ

る。 

現在、当社では帆走商船の開発を検討しており、

帆への FRP 適用は有効な手段と考えている。また、

他社ではバルクキャリアハッチカバーの FRP 化も

検討されている。このように掃海艦艇だけでなく、

商船分野でも様々な FRP 技術の適用が進むことが

予想される。 

 

４．おわりに 

 今回、FRPサンドイッチ製掃海艇に対しまして名

誉ある協会賞との評価をいただき大変光栄に存じ

ます。これを励みにし、今後も大型 FRP船舶の開発

に邁進していく所存です。 

 最後に、本開発にご指導いただきました関係各位

の皆様に対し、深く感謝いたしますとともに、今後

もご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げま

す。 
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