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第８１号
１２・１月の行事について

SPLICING THE MAIN-BRACE

ボランティアの集いについて

風について

昨年１２月７日ボランティアの集いが
「とやま自遊館」にて開催されました。ボ
ランティア、来賓を含め約９０名の方が参
加され、歓談・ゲームなどを通し、親睦を
深めました。ジェスチャゲームではボラン
ティア同士の日頃見られない意外な一面が
見られ、場内を湧かせました。また、今年
は５３名の方が精勤賞を受賞されました。

昨年末には不安定な天気が続いて、各地
で被害や様々な現象（竜巻など）が報告さ
れました。また、前号までは帆に流れる風
について、さらに帆船の航海（航法）につ
いて紹介してきましたが、今回からは話を
大きくして、それらに深く関わりのある風
と地球規模での大気の流れについて、２回
に分けて紹介することにします。
その第１回目として、今回は「風」につ
いて触れてみましょう。

餅つき大会について
昨年１２月２２日餅つき大会が行われま
した。強風の吹きすさぶ中、会場作りから
準備が開始され、見学者に餅や豚汁が振る
舞われ、好評を博しました。日頃、展帆で
鍛えたチームワークで、あっと言う間に 80
ｋｇの餅も無事つき終える事ができまし
た。今年もテレビや新聞に広く紹介され、
海王丸ボランティアを大きくアピールでき
たこと思います。参加した皆様、お疲れさ
までした。

（餅つき大会風景）
鏡開き大会について
今年１月１２日鏡開き大会が行われまし
た。天候もよく、約４０名のボランティア
が９時過ぎから参加され、賑やかに行われ
ました。約１００名の乗船者に振る舞う事
ができました。ご協力ありがとうございま
した。

皆さんは風がどのようにして起こるの
か、ご存じでしょうか？一番簡単な原理と
しては風船を使って説明することができま
す。膨らませた風船の１ヶ所を開けてやれ
ば、そこから空気（風）が吹き出してきま
す。これは、風船の中の空気が圧縮されて
いて気圧が高いために、外側の気圧の低い
方へ向かって空気が吹き出すからです。こ
のように風は気圧の高い方から低い方へ向
かっておこる空気の流れであることがわか
ります。このときの空気に働く力を「気圧
傾度力」といい、風の原動力となっていま
す。
ここで、船乗り（特に帆船乗り）に必要
な天気図から風を読むこととの関連を考え
てみますと、風に働く力が気圧傾度力だけ
であれば、風は等圧線に直角に吹くはずで
あり、話は非常に簡単です。しかし、実際
にはその他にも影響する要素があるので
す。
①地球自転の偏向力
地球自転の偏向力は、地球自転の転向力
またはコリオリ力ともいいます。地球はあ
る一定の速度で西から東に回転しています
が、この動きを地上から見れば、地平面は
反時計回りに動いています。今、次の図の
ように地球上のある点（Ａ点）から別の点
（Ｂ点）へ動くことを考えたとき、地球自
転の動きが合成され、外から見るとさらに
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別の点（Ｃ点）に到達します。このことは
見かけ上、別の力が働いたことと同じにな
ると考えられ、北半球では風の進む方向と
直角で右向きに働く見かけ上の力を地球自
転の偏向力（コリオリ力）と言います。
Ｂ

［地上を吹く風］＝０．５×［地衡風］

Ｃ
：コリオリ力
：実際の動き

Ａ
この地球自転の偏向力と気圧傾度力だけ
を考えた場合、等圧線が直線状のときは両
者の力の向きが正反対になったところで作
用点が一致し、力が釣り合って静止します。
このとき風は気圧の低い方を左に見て等圧
線に平行に吹くことになります。これを「地
衡風」と言います。
等圧線が曲線状のとき、風は曲線運動を
するので遠心力が加わりますが、遠心力は
回転運動に対して外側に働くので、結局、
低圧側を左に見て、等圧線に沿って平行に
風が吹くことは変わりません。この場合は
地衡風に対して「傾度風」と言います。こ
の地衡風及び傾度風は地表面の摩擦の影響
のない地上 800 〜 1,000 ｍ以上の上空で吹
いていると考えられる風のことです。
参考までに、地衡風の風速は次式によっ
て求められます。
１
Ｖ＝

このことを利用すれば、台風の等圧線は
ほぼ円形で左右対称であるから 、「北半球
において風を背に受けて立ち、左手を真横
に上げ、そのやや斜め前方に台風の中心が
ある。」という法則がよく当てはまります。
これを「バイス・バロットの法則」と言い
ます。ただし、低気圧では前線を伴うため
形が不規則で、この法則をそっくり当ては
めると誤差が大きい場合があります。また、
地球の回転は極を中心に考えれば、北半球
と南半球で反対になり、地球自転の偏向力
の作用が反対になるため、風の吹き方も反
対になることに注意が必要です。
（次回に続く）
参考：「海洋気象講座」
２・３月の予定
海王丸誕生日迫る
２月１４日は海王丸の進水記念日（誕生
日）で、今年で７３歳を迎えます。進水と
は陸上で建造した船体を初めて水に浮かば
せることです。当日はお祝いとして、満船
飾を予定しています 。（満船飾は天候によ
り中止することがあります。）

ΔＰ
・

２ωρ・sin ψ

Δｘ

ここで、ω：地球自転の角速度
ρ：空気の密度
ψ：緯度
ΔＰ
：気圧傾度
Δｘ
したがって、２つの地点の緯度が同じであ
れば、気圧傾度の大きい方が風が強い、す
なわち等圧線が混んでいるほど風が強いと
いうことがわかります。
②摩擦力
地表面で吹く風には摩擦力が働きます。
その影響で風は等圧線を横切って低気圧側
に吹き込み、等圧線と風向のなす角度は、
海上では 15 ﾟ〜 30 ﾟ、陸上では 30 ﾟ〜 40 ﾟ
くらいです。したがって北半球では、低気
圧の風は反時計回りに中心へ吹き込み、高
気圧の風は時計回りに外側へ吹き出してい
ます。 また、およその風速は次式で求め
られます。
［海上を吹く風］＝０．７×［地衡風］

（満船飾の海王丸）
また、この日はバレンタインデーでもあ
りますので、海王丸では乗船者に特製チョ
コレートのプレゼント及び抽選による海王
丸グッズのプレゼントを行います。海王丸
の誕生日を祝ってください。
ボランティア研修について
２月下旬及び３月上旬にボランティア研
修を行います。今回のテーマは、基礎の知
識・技術の再確認です。
総帆展帆作業の中で、知ってるようで知
らない事が多いと思います。ボランティア
全体の傾向から以下の内容を中心に研修を
行います。
（１）基本的なロープワーク
（２）セイル・マストの構造
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（３）操帆号令の意味
（４）実技訓練
① ガスケット（セイルを固縛する
ロープ）処理
② ビレイ処理
③ 畳帆時のセイルのリーチ処理
（５）操帆作業の危険予防について

３．作業内容：各セイルの取り付けの準備
及び作業
４．持ち物

研修の内容をマスターすれば、今後の総
帆展帆の一つ一つの作業を自信を持って行
うことができます。また号令の意味がしっ
かり理解できればアンサーバックをしっか
りと行うことができ、各マストで活気ある
作業が期待できます。
基本を中心とした知識や実技の研修です
が、この機会に最初に学んだことを再確認
してみてはいかがでしょうか。実施内容は
以下のとおりです。

・作業服一式
・タオル
・軍 手
・防寒に必要なもの

５．その他
・返信葉書の該当部に「○」の記入をお
願いします。
・天候により作業日時・内容を変更する
場合があります。変更の場合、参加希望
者には事前に連絡を行います。
・弁当は財団で用意します。

１．日時
第一回目： ２月２３日（日）
第二回目： ３月 ２日（日）
時 間 ：0930 〜 1600（開始時間注意）
（第一回目、二回目は同じ内容です。）
２．集合場所

：海王丸第一教室

３．研修内容

：基礎知識・技術の再確認

Ｔシャツのデザインについて
冬季「ボランティアの集い」でＴシャツ
のデザインの投票を行いました。Ｔシャツ
のデザインの投票の結果を掲載します。
なおＴシャツについては、現在業者に依
頼中で，色やサイズ等は決まっていません。
配布は４月のボランティア再訓練の日を
予定しています。

４．持ち物
採用デザイン
・海王丸テキスト（操帆教本）
・筆記用具、メモできるもの
・作業服一式
・弁
当

胸

部：２７票

５．その他
・返信葉書の該当部に「○」の記入をお
願いします。

採用デザイン
背中部：２５票

・雨天決行
ベンディングセイルについて
４月から始まる総帆展帆に向けて、セイ
ルを取り付ける作業 、「ベンディングセイ
ル」を行います。
ボランティア研修を受けて、ロープやセ
イルの内容が解れば、さらに海王丸の理解
が深まることと思います。実施日時は以下
のとおりです。

残念ながら今回採用されなかったデザイ
ンを掲載します。デザインを投稿された皆
様ありがとうございました。機会があれば
チャレンジしてください。

１．日時：
３月 ８日（土）
３月 ９日（日）
時 間：0830 〜 1600（開始時間注意）
２．集合場所：海王丸第一教室
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「人間の失敗学」（書籍）

胸部：

４票

背中部：

５票

６月に危険予知のアンケートを実施し、
その取りまとめを行った時、「危険予知」
の参考文献として利用しました。比較的身
近なうっかりミスから、実際にあった鉄道、
航空機及び原子力発電所など巨大プラント
の大事故までの人間の失敗や過失の原因や
構造を、面白くまた解りやすく説明してい
ます。
芳賀 繁 著・日本出版サービス・ 1900 円
（税別）
ホームページについて
当財団の行事予定、ボランティア募集、
活動の一環及び機関誌「舵輪」などをホー
ムページに掲載しております。ぜひ一度ご
覧下さい。ホームページを閲覧するときは

胸部：１４票

胸部：

背中部：

８票

背中部：

URL：

９票

７票

http://www.kaiwomaru.jp/

または「帆船海王丸」と検索して頂ければ
ご覧になることができます。
また、ご意見・ご感想ありましたら
E-mail にて info@kaiwomaru.jp までお願
いします。皆様のご意見・ご感想お待ちし
ております。
前号訂正とお詫び
精勤賞受賞者で一部訂正がありました。
お詫び申し上げます。
４０１ 今井 雄治
さん
８回参加 → ９回参加

胸部：

９票

背中部：

８票

無地胸部：

０票

無地背中部：７票

背中部：１票
情報・書籍・その他
「航海技術の歴史物語 」（書籍）
紀元前から現在までの航海技術の歴史を
綴った本です。そこには、人間が考え出し
た様々なアイデア・命がけで得た術が記載
されています。船の歴史をたどりながら読
んでいくと、より船舶への理解が深まると
思います。
飯島

幸人

著

・成山堂・

2940 円

４５６

二山 美和 さん
記載なし → ７回参加
終わりに

正月が過ぎて、皆様も一段落したところ
であると思います。財団も現在はオフシー
ズンの期間です。
しかしオフシーズンの中、海王丸に活動
に来られるボランティアの方々がセイルの
作製などを行っています。寒い中、地道な
作業のために時間を割いて応援に来られる
ボランティアの皆様に感謝しております。
また和田さんは、熊田前一等航海士の企
画していたマスト・セイルの模型の作製の
続きを行っています。日曜日に 1/50 の図
面のみをたよりに模型を作製する和田さん
の技・労力には頭が下がります。
２月下旬からボランティア研修をはじ
め、ベンディングセイルなどを予定してい
ます。皆様の参加をお待ちしています。
海王丸をはじめ財団職員も皆様との再会
を楽しみにしております。くれぐれ怪我・
事故のないようにお気をつけてください。
（ほ）
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