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ワイヤロープの破断事故原因に関する調査と分析

真喜志康二・ 宮城清宏"屋富祖建樹.

Investigation and Analysis for Rope Accident 

Yasuji MAKISHI Kiyohiro MIYAGI Tateki Y AFUSO 

Summary 

A wire rope because of its tensile strength and great flexibility 

(as mechanical properties of metal)， and the availability in various 

sizes and types is used for construction， transportation and cargo 

handling machinery. 

Thus for， it appears that wire ropes are generally accepted 

expendable items (in contrast to irreplaceable items) and consequently 

the handling of wire ropes is somewhat thought lightly upon. Moreover， 

there is a tendency of twisting due to the great stretch of wire ropes 

and also become comparatively weak when lateral compression occurs. 

Consequently there should be caution in its use. 

The authors of this paper systematically investigated and analyzed 

an accident of wire rope which occured in Aza port， Naha City. The 

investigation included the investigation of operation of maintenance of 

wire rope and the visual identification of the damaged part (pile driver 

engine， anvil， knob of pile driver engine， pully， damaged wires) 

Through a c10se examination the main factors of the probable 

cause of the accident were as follows. 

1) The wire rope did not travel on its normal functional path but 

instead deviated and became caught on a knob of the engine. 

2) There were scars on the knob caused by the wire rope during its 

movement on its deviated path. 

3) The scars on the knob were obserbed as definite singular cuts caused 

by the wire rope each time it contacted the knob (on its deviated path). 

4) The cause of the accident as determined by the authors， coincide 

with the testimony given by the workers who were present at the site 

of the accident. 

受付 :1978年 4月28日

• J!rl球大学理仁学部機械工学科

•• Jlrl球大学理工学部付属工作工場
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154 ワイヤロープの破断事故原因に関する調査と分析

5) The result of experiments with Wlre rope passed through a path 

with one axle having shapes other than a normal pully， the strength 

of the rope diminished by about 40%. 

The five points listed above can be considered as the direct cause 

of the accident. 

1.はじめに

1975年12月25日，那覇市安謝にある那覇新港内にお

いて，パイル打込み作業中のくい打船「くいな21号」

のディーゼルパイルハンマ昇降用ワイヤロープが突然

破断し，ハン7 が落下，ハン7 下方で作業中の作業員

1名が同ハン7 により全身を破裂して即死した。 4著者

らはこの事故の原因の調査と鑑定を海上保安庁より依

頼され，事故現場を調査し，破断したワイヤーロープ

などの鑑定資料の分析を行うとともに、ワイヤロープ

の破断試験を行った結果，一応の結論に達したので同

年10月鑑定書を提出した。その後約 1年半の時日が経

過し、この事件の処理も一応の決着をみた頃と思われ

1名が重傷を負う事故が発生した。また，翌1977年 2

月には，糸満市の造船所のドックで船の引揚げ作業中

にワイヤロ プが破断L，作業員 1名がはじけたワイ

ヤロープの先端で頭部を強打して死亡する事故が起り，

同年10月には，与那国町の久部良港で， クレーンのワ

イヤロープが破断し，作業員 l名が足首を切断する重

傷を負った。このようにワイヤロ プの破断事故は跡、

を絶たない現状である。本研究が今後のワイヤロープ

の破断事故の減少に多少なりとも役立てばと願ってい

る。

2 .事故の概要

るので調査結果を発表することにした。近年，ワイヤ 依頼人より聞き取ったワイヤロープ破断事故の概要

ロープは機械，建設，船舶，林業，漁業，鉱業，その は，次のようであった。抗打船「くいな21号」は，

他のあらゆる産業部門において使用きれるようになり 1974年11月に同船のやぐらに設置されているディーゼ

その用途はますます拡大されつつある。このことは， ルパイルノ、ンマ(以下ノ、ンマと呼ぶ)を保持昇降させ

一面では各産業部門における機械力を飛躍的に向上き るためのワイヤロープを新しく張替え，那覇新港内で

せているが，他面では，ワイヤロープに接する人聞の のパイル打込み作業を開始した。 1975年12月25日，当

数を培大させ，破断事故による危険性をも同時に増大 日のパイル打込み開始から数えて16本目，新しいワイ

させている。ワイヤロ プは引張強度が大で，柔軟性・ ヤロープに張替えてから数えて 260本目のパイル打込

に高み，他の杭料では得られない長尺のものが得られ み準備中に，やぐら上方の固定端より下方約18.7怖の

るなどの優れた長所を持っており、また使用目的に応 ところからワイヤロープが突然破断し，吊っていたハ

じた材質，形状， 寸法のものが豊富に準備きれており ン7 とアンビルが落 Fし，下方にいた作業員 1名がノ、

大変便利である。しかしワイヤロープはまだ，伸びが ン?に押漬されて死亡した。破断は，作業開始後15本

大きし横からの荷重に弱<，形くずれを起す傾向を 自のパイルを打込み終り，次のパイル打込み位置まで

持つなど，その使用にあたっては特に注窓しなければ 杭打船を移動して固定し，パイルをクレーンで吊って

ならない回有の短所を持っている。ワイヤロープは， きてアンビルの下方に立て，これに固定用のベルト掛

その取扱いを誤り，いったん事故を起すならは、，単に けをする直前に起った。図 1に「くいな21号」の概観

機械地設を破壊するのみならず，最悪の場合には人命 を示し，図 2にワイヤロープ取付概略を示す。

をも失なう。従ってワイヤロープの使用にあたっては，

作業員の教育とワイヤロープの保守，点検が厳しくな 3 .ハンマ，ワイヤロープおよび滑車の状況

きれなければならない。しかしながら，残念なことに

は，この事故の後の1976年10月にも石垣市て¥船の荷

積み作業中のウインチのワイヤロープが突然破断し，

落ちて米たセメントに押演されて作業員 1名が死亡し，

鑑定資料として調査の対象となった資料は次の 5点/

であった。

1 ) ワイヤロープ， 1本:破断したワイヤロープ
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図一 1 杭打船くし、な21号略図

の破断端よりやぐら側固定部分。]IS4号， 6 X24， 

直径24情"。

2 ) ワイヤロープ 1本:破断したワイヤロープ

の破断端よりドラム側部分。規格同じ。

3 ) ハン 7 吊り揚げ用リブ(以下リブと呼ぶ) 1 

個。

4 ) ハン7 ，1基:重量7200勾。

5 ) 滑車， 1例。

上記資料の状況は以下に述べるごとくであった。

( 1 ) 杭打機は陸上用のものを海上作業に使用す

るために，ハンマおよびハンマ吊り揚げ装置を以下に

述べるごとく一部改造して使用されていた。

a) 事故を起こしたハン?にf小、ていた 2例の陸

上用吊り揚げリブのうち， 1個は切断されて取除かれ

ており，残る lf聞にはラム引揚げ用掛金のスライダと

して矩形断面の鋼材がラムの動きと同一方[1，]1こ溶接で

継ぎたされていた。この継ぎたされた鋼材は， リブ下

端面よりも下方に突き出した状態になっている。写真

1にリブと滑車の状況を示す。図 3はリブの詳細を示

したものであり， リブ下端面には段差がついており，

この部分と継ぎたされた鋼材の下端突出部とがカギ形

の深いみぞを形成している。この継ぎたされた鋼材を

含めて， リブ下端面には線条痕と破損傷がついている。

これらの線条痕の状況を写真 2に示す。

NALIS
長方形



156 ワイヤロー7.の破断事故原因に関する調査と分析

定滑車

/ 

動滑車B

リプ

t ヘ~ノ、ン 7

I ， ← -ノマイル

主巻ド ラムへdペトー間半

開-2 ワイヤロープ取付略図

ハン7 本

単位(酬)

図-3 ハンマ吊り妨げ用リブ

動滑車A

ハン7 吊リ

揚げ用リブ

写真l ハンマ吊り掲げ斤1リブおよび滑.t!(
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(a) 

(b) 

(c) 

写真 2 リプ下端而の線条痕

作業用に使用されていた他の遊休ハンマを調べた結柴，

ハンマには上述 (a)の改造のなされていない一対の

陸上用吊リ揚げリプが付いておリ，これらのリプ下端

面にも事故ハン?と類似の線条痕が認められた。

( 3 ) リプと継ぎたされた鋼材との溶接音11は浴按

が不良であった。また鋼材下端部は外側へそり返って

おり， リプとの溶接部がみぞ部あたりから一部は〈継

している。

(4 ) 滑車ハウジングの一部にもリプ下端面と類

似の線条痕がみられる。

( 5 ) 破断端よリやぐら固定端側ワイヤロープは.

破断端近傍以外では断聞の変形.表面の摩耗は認めら

れず，素線の破断，麻心の露出なども認められなし、。

ワイヤロープの全体の状況を写真3に示す。

(6 ) 破断端よりドラム1"IJのワイヤロープは.上

記固定端jQlJワイヤロープに比べて断面の変形，つぶれ，

表面の摩耗，索線の破断および麻心の露出などが顕著

である。ガス切断書11を基準にしてi"IJった各位誼の状況

は以下の通リであった。

a) 1.65"，の位置付近で索線が 2本破断しており.

断面の変形，紫*.!i!の摩耗がみられる。ワイヤロープの

最大直径は28.8....，最小直径は24.2....である。

b) 2.18"，の位置付近で素線が9本破断している。

c) 2.60"，の位置付近て二つ.-i:れ.よリのもどり

があリ，麻心が露出している。最大直径は24.3....，最

小直径は23.5....である。

d) 5.30情および5.90"，の位置付近で索線のゆる

みがある。

e) 6.90 1nの{立泣付近で22""，の長さにわたって断

面の変形，つぶれ，よりのもどりが著しし麻心の流

出がある。最大直径は27.4.. ，.，最小直径は23.0..，.であ

る。

f) 7.25"，および7.80怖の位置付近で索線のゆる

みがある。

g) 8.00"，の低ta付近て・500"，の長さにわたって茶

線のゆるみがある。

h) 9.20怖の位置付近で断面の変形，よりのもど

り，素線のゆるみが著しし麻心の露出がある。Jbl:大

b) ハンマ吊り妨げ装置として，図 2に示した動 直径は25.0酬， -11比小直径は24.0.. ，.である。

滑IIIABが新にワイヤロープでハンマlこ取付け られた。 i) 9.80 1nから10目50怖の範聞において，つぶれ .

この袋澄にわ・ける動滑車とリプの相対位訟は滑111の方 素線のゆるみ，I床心の跨出が著しい。 9.80怖の位訟で

がリプよりもわずかに上方に位置している(写真 1)0 最大直径28m，.， 最小直径22.. ，.て'あ リ， 10.50"， の位泣

( 2 ) 'J:i-故を起したハン?と同極て二同じく海上 て最大直径30.5.. ，.，最小直径22....で治る。
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158 ワイヤロープの破断事故原因に関する捌査と分析

/ 

① 破断端よりヤグラ固定端1P.IJ ②破断端よりドラム1111J

写真 3 ワイヤロープの状況

写真4 ワイヤロープ破断端の状況

万点 5 ワイヤロープ破断刈iの索線の状況

j) 10.60間の位置で索線のゆるみがある。

k ) 11. 70聞から 12.50摘の問で索線が 2本破・断

しており ，11. 70隅の位置付近で断爾の変形，つぶれ，

素線のゆるみ，よりのもどりが著しい。段大直径は31

mm，最小直径は22mmである。

1) 12.30閉め位置付近でストランドが1本外側

へはじけている。紫線が2本破断しており，つぶれ，

麻心の採出が著しい。最大直径は31mm，最小l任径は19

酬でーある。

m) 12.90mの位置は破断端である。破断端の状

況を写真4に示し.紫線の先端付近の状況を写真5に

示す。破断端近傍における損傷は著ししストランド

のつぶれ，索線の変形，摩耗が激しい。写点5に示し

た破断端の紫線先端部は， t甲治されたり，ねじられた

りしており，悶ぃ物体に押付けられて引きずられた形

跡を明りように残している。また先端の曲がりも著し

し、。

4 .ワイヤロープの引張試験

ワイヤロ一プが何らカか、の拘束を受受.けた4状止1態脹て

荷E重量を受受.けると切断荷重がどのように変化するカか‘につ

いて調べるため5実た験を行なつた。

( 1 ) 試験片および試験方法

試験は，①拘束のない場合②頂角60・の鋼板によ

る1l1iJI'jよりの拘束， ③頂角90・の三角柱による拘束，

④矩形断面伎による拘束. ⑤頂角90・矩形断簡柱によ

る拘束，⑥カギ形エッヂによる拘束の 6通りについて

行なった。これらを写真6， 7， 8， 9， 10に示す。

供試用ワイヤロープは， ]lS 4号 6X24，直径8_て'あ
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写真6 頂角60・の鋼板による側方よりの拘束試験 写真8 矩形断面柱による拘束試験

写真7 頂角90'の三角柱による拘束試験

写真 9 頂角90'矩形断面柱による拘束試験

写真10 カ.ギ型エッジによる拘束試験
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160 ワイヤロープの破断事故原因に関する調査と分析

り.]1S規格により定められている標準切断荷重は

2970々 である。試験片は，拘束のない場合と頂角60・

の鋼板による恨IJ方からの拘束試験については.] 1S 

規格に従って，ワイヤロープの両端の素線をほぐして

浴着金属パビット一種とともに鋳型中に鋳込んで把み

部としたものを用いた。その他の拘束試験については，

約 2怖の長さに切ったワイヤロープの両端を結んで輸

をつくり，これを拘束用鋼材の丸俸に掛けて引張った。

この試験において.ワイヤロープの破断は例外なく拘

束郡から起り，結び目や丸彬との接触部から破断する

ことはなかった。なお，引張速度は30棚 / min付近の

低迷で行なった。

( 2 ) 試験結果

試験結果を表 1に示す。これらは各拘束条件につい

てそれぞれ数本の破断試験を行ない，その平均をとっ

て示したものである。試験結果より，拘束を受けた場

合の切断荷重は、最も高いものでも]1Sによる標準切

断荷重の76%.最も低いものでは46%にまで低下して

いる。このことより ，ワイヤロープは何らかの拘束を

受けて引張られると切断荷量を急激に低下させること

がわかる。また，ワイヤロープとの摩耗によって拘束

用鋼材のエッヂ部に生じた線条痕を写真11に示す。こ

の線条痕は，左右のものともそれぞれ l回の引張によ

って生じたものであるが，すて棋に述べた事故ハン?の

リプ下端面に認められる線条痕ときわめてよく似てい

る。

表 l ワイヤロープ引張試験結果

拘 束条件 切断荷重(t)
J 標1Sによる

準切断
荷重との比

① 拘束なし 2.95 0.99 

② 
頂角60め鋼板によ 2.25 0.76 
る側方よりの拘束

③ 
頂角90.のニ角柱

1. 70 0.57 
による拘束

④ 矩拘形束断面柱による 1.37 0.46 

⑤ 
頂角90.短形断面

1.88 o 64 
柱による拘束

⑥ 
カギ主リエッジによ

1.66 0.56 
る拘束

写真11 拘速用鋼材に生じた線条痕

5 .考察

( 1 ) 図2に示したように滑車によって吊り揚げ

られてノマイル上方にセッテイングされたハンマは，パ

イル打込みのためのエンジン始動に入る íì~に吊 ってい

るワイヤロープをゆるめられてその全霊盆をパイルに

釆せる。ハンマはガイドによ ってやぐらと接続してお

りやぐらの案内に沿って昇降するため左右に振れるこ

とはない。またパイル上方へのセッティング後はワイ

ヤロープをゆるめても転倒することはないし，パイル

打込み中に衝撃でパイル頭部からはずれることもない。

写真 1に示したように，滑車とリプの位訟は接近して

おり，パイルを打込み終って後に再びハン?を引揚げ

る際，ゆるめられたワイヤロープはリプ下端面に引か

けられて巻妨げられる可能性がある。もしワイヤロー

プがこのようにして リブ下端国に引かかると，滑iif.の

方がリプより上方に位置しているために.ハン?の重

量は滑車を介せずにワイヤロープとリ プ下端面によっ

て支えられることになり，このためワイヤロープはリ

ブ下端簡で極端な曲げ， 圧縮およびi掌僚を受ける。ワ

イヤロープがリプ下端面に引かかったと怨定したとき

の状態を図 4に示す。ここでの滑車とリプの位置は実

際にはもっと接近しており，下方にある滑車とハン?

を結ぶワイヤロープはゆるんだ状態になり，ハン?を

吊リ妨げるワイヤロープから滑車へは何らの力の伝達

もない。リプ下端商に認められる線条艇は.ワイヤロ

ープの引張試験の結果に示したように拘束用鋼材に生

じた線条痕ときわめてよく似ているところから，上述

めようなワイヤロープの引かかりによる燦燦によって
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図-4 ワイヤロープがりプに引かかった場合の

滑車の状況

生じたものと考えられる。このようなワイヤロープの

引かかリ Ij:，他の遊休ハン?のリプにも類似の線条痕

が認められることからみても起りうるものと思われる。

他のハンマにおいては，いっ たんワイヤロープがリプ

に引かかってもその精進からして容易にはずれたもの

と恩われ，事故ハン7 のリブは溶接された鋼材が下方

に突き出ているため，いったん引かかると容易にはず

れなかったものと恩われる。また滑車ハウジングの一

部にも図4で示す位置に線条痕が認められるが.この

線条痕もワイヤロープとの摩耗によって生じたものと

思われ.この線条痕の位置でワイヤロープは滑車の正

常な軌道からはずれてリプに引かかったものと推定さ

tlる。

( 2 ) 破断端よりやぐら固定側のワイヤロープに

は破断端近傍以外に損傷はほとんど認められな、、。ー

方.破断端よりドラムfRJ]のワイヤロープは調査結果に

述べたように煩i揚が著しし断面の変形，つぶれ，索

線の摩耗や仮断，より のもど りなどが全長にわた って

分布している。このような損傷は杭打機が正常な使用

条件下で運転されていれば起リ得ないと考えられ，使

用されたワイヤロープの特定の部分にこれらの損傷が

限定されていることとともに，特にそのようになる理

由が存在しなければならなL、。また，破断端における

素線先端部の変形，摩耗も著ししこのような葉線の

変形は通常の静引張破断では見られないものであり.

これらの素線が何らかの鋭い端間を持った固い物体に

強い力で押しつけられながらすべった ことを示してい

る。このことは，前述したリフe下端曲lの線条痕がワイ

ヤロープとの引かかリによ って生 じたとする推定を裏

付けている。一般にワイヤロー7・の破断li，過大な荷

重による l図の静引張によるものの他に，腐食や繰返

荷重による疲れによるものも多いが.このワイヤロー

プには腐食li認められず.またハン7 を吊った状態イ

発生する張力は大目に見積っても2000kj(4.42勾/_，)

であり，また破断時までの巻揚回数は2000回を越すこ

とはなかったと思われ，この程度の応力と荷重の繰返

数て、は疲れ破壊は起リ 得ないので.この装置の正常な

使用条件下で与の疲れによる破断も考えにく L、。ちなみ

に.鉱山における立坑巻偽装鐙のワイヤロープの取替

時期の目安としての巻傍回数は約300000回とされてお

リ1)，また中心ワイヤロープ入リストランドロープの

疲労試験の結果によれば疲労限は21kj/_，である 4)。

J IS規格により定められている 4号， 6 X24，直径24

酬のワイヤロープの切断荷量は 267∞今 (59.05勾/_，)

である。事故後のロープ製造所による切断試験結果に

よれば，事故を起したワイヤーロープの切断荷重は

288∞勾 (63.69勾/_.)と報告されており，規格を上

まわる強度を示している。従ってハン?を正常な状態

で吊って繰作がなされていれば滑車の摩擦，回転慣性

およびハン?の慣性カなどを考慮したとしてもなおこ

のワイヤロープは静引張および疲れ強度に十分の余裕

がある。また，ワイヤロープが拘束を受けた状態で引

張荷重を受けると引張強度を約40%低下させることは

実験結果に示した通りであるが.このワイヤロープの

切断荷重を 288∞々とすれば，その40%を減じたとし

てもなおハン?を吊るすに十分な強度を持っている。

しかしながら，破断したワイヤロープとリプとの間に

はハンマ昇降のたびに摩擦摺動が繰返えされるととも
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に，ワイヤロープはリプ下端面で極端な曲げを受けつ

っそこを通過し，再び真直に伸ばされるという極端な

塑性変形を伴う繰返曲げを受けたと推定され.このた

めワイヤロープは強い圧力を伴った摩機摺動によって

形くずれを起し.ヨ転線が著しく摩耗変形するとともに，

ついには素線が破断し.それが繰返えされたためにそ

の引娠強度を急速に低下させてゆき， 一方では極端な

卑l性変形を伴った繰返曲げによって低サイクル疲れが

i並行してついには破断に歪IJったものと思われる。

6 .まとめ

以上の結果をまとめると次のようになる。

1 ) ハン?吊リ偽げ用リブと滑車の位置は接近し

ており .ハン 7 昇降の際に ワイヤロープが リブ下端面

に引かかる可能性がある。

2 ) リプには鋼板が溶後されており，これが下方

に突I.Mしてカギ形のみぞを形成しているため、いった

んワイ ヤロープが引かかるとはずれにくし、

3 ) リブ下端而に線条痕が認められ，これはワイ

ヤロープとの摩耗によ って生じたものと思われる。

4 ) 稼々の拘束条例ーの下にワイヤロープの破断試

験を行なった結果，ワイヤロープの切断荷量は拘束を

受けてヲ|張られると約40%低下することがわかった。

また，拘束用鋼材のエ ッヂ都にワイヤロープによって

作られた線条痕は事故J、ン?のリブ下端面の線条痕に

きわめてよく 似ている。

5 ) ワイヤロープ破断端よりやぐら1目Ij閏定部まで

はjJWJjはほとんど認められないが，破断端よりドラム

官¥1)のワ イヤロープは，その会長にわたって償傷が著し

し 断面の変形. つぶれ~転線の破断，摩耗およびよ

リのもどりなどが認められる。これらの損傷はリブ下

端出lとの摩擦情動によって生じたものと思われる。

6 ) 滑車ハウジングの一部にもワイヤロープとの

l学僚に よって生 じたと忠われる線条痕が認められる。

これはワイヤロープが滑車の軌道からはずれていたこ

とを刀、している。

7 ) 事故ワイヤロープの切断荷章一はJI5規格を上

まわっておリ .正常な使用条件下では，、ン?を吊すの

に 卜分な強度を持っている。また腐食も認められず，

JI常な使用条f!1下で、の疲れによる破断も巧一えられな L、。

以上のことから者者らは， ["くいな21号のやぐらに

Blur[されたワイヤローアは，ハン?を昇降させる際に

滑車の軌道よりはずれて. ハン7 吊り偽げ用リプの下

端面に引かかったまま巻楊げられたため， リブ下端で

j白小曲げおよび圧縮.摩擦を受けて指動し，断面を変

形，圧t寅.摩耗し，このため引張強度を著しく低下き

せつつ，極端な塑性変形を1半った繰返附げによ って低

サイクル疲れを進行させてついに破断に到ったもので

あるとの結論に達した。

はじめに述べたように.ワイヤロープの破断事故は

その後も跡を絶たない状態である。著者らは多くの作

業現場で余りにも不用意にワイヤロープが取扱われて

いることを痛感した。本研究がこのような状態の改善

に少しでも役立ち，ワイヤロープによる事故が減少す

ることを切に望むものである。

なお.調査結果の検討に際して有銃な討論をして頂

いた機械工学教室の諸氏およ び実験に際し御協力頂い

た真喜志清氏を始めとする付属工作工場の浦氏に深〈

感謝の意を表します。
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