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第３章　船体部の省エネルギー化

第７章では、漁業者が自ら実践できる漁船の省エ

ネルギー化方策、すなわち、それらの省エネルギー

化方策の実施にあたって特別な装置の導入や船体の

改造などを必要しない、コストが不要な方策を中心

に紹介した。

この章では、既存の漁船を対象に船体部の改造・

改善による幾つかの省エネルギー化方策について解

説する。以下に示すそれらの省エネルギー化方策の

実施にあたっては、改造方法やその規模などに応じ

て一定のコストを要する。したがって、それぞれの

省エネルギー化方策の内容あるいは省エネルギー効

果に関する理解を深めるとともに、それらの方策を

実施する場合、事前に、費用対効果についても充分

な検討が望まれる。

さて、船舶の省エネルギー化に密接に関連した船

体抵抗・推進性能の向上を図るためには、以下の点

に着目することが一般的であろう。

（a ）主に、摩擦抵抗・造波抵抗・風圧抵抗など

の最小化、及び推進効率の向上など、すなわ

ち、漁船の運航のためのエネルギー損失を最

小とすること。

（b ）主に、船体後半部の船体・舵・プロペラ（推

進器）に関連した効率の向上、プロペラ付近

の流れに着目した回転エネルギーの回収など、

すなわち、損失エネルギーを回収すること。

当然のことながら、本来は、船舶の基本設計の

段階で、（a）及び（b）を中心に十分な検討がなさ

れるべきである。船舶の省エネルギーの観点からは、

特に、（a）が第一義的かつ本質的な検討課題である

ことは言うまでもない。

ところで、一般商船では（a）については充分な

検討がなされ、一定のレベルまで省エネルギー化さ

れた船舶が設計・建造されていると聞いている。近

年では、さらに数％のオーダでも省エネルギー化を

図ることを目的に、（b）に関連した各種の方策が

検討され、実船に適用されている。

一方、漁船では、海上における魚類の漁獲など

漁労・漁獲機能が重要な要素であることなどから多

くの制約条件がある。そのため、漁船の基本設計段

階では（a）に関連した要素の一部を犠牲とせざる

を得ないなど、さらなる省エネルギー化の余地が残

されている既存漁船も多いと聞いている。事実、平

成６Ｄ年度から当協会で実施された「省エネルギー技

術導入促進事業」（以下、「省エネルギー事業」と称

す）では、既存の漁船を対象として（a）に関連し

た省エネルギー化に関する多くの課題が実施された。

ここでは、まず、「省エネルギー事業」で多くの

実施例があり、（a）に関連した代表的な省エネル

ギー化方策のひとつである「船首バルブ」について

解説する。また、 （b）については、漁船に適用され

た例のあるプロペラ上流に取り付けたフィンの省エ

ネルギー効果について８３７３８で解説する。

８３６　船首バルブ

８３６３６　船首バルブの概要

船が水より受ける船体抵抗は、一般に、造波抵抗

成分とそれ以外の粘性抵抗成分（粘性によって生じ

る粘性抵抗：摩擦抵抗、渦抵抗など）の和として考

えられている。ただし、これらの成分は互いに独立

ではなく、相互に影響を及ぼすことから厳密に分離

することは困難と言われている。
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船首バルブは、このうち、造波抵抗（Noがe２６参

照）を軽減する方策のひとつとして、古くから排水

量型船舶に採用され、球状船首とも呼ばれるように、

船首部分の水面付近に装備された球状の物体（バル

ブ）を指す（写真８３６３６参照）。なお、船首バルブは、

球状船首、バルバス・バウ（Bきlboきか Boく）あるい

はバウキャップと呼ばれることもある。

また、船首バルブは、広い意味では船体付加物と

も言えるが、通常は、船体と滑らかに接合されてい

ることが一般的であることなどから、船体の一部と

見なすことが妥当であろう。その主な目的は、船体

の造る波と船首バルブの造る波を旨く干渉させるこ

とにより、造波抵抗を小さくすることにある。

以下では、まず、主に排水量型漁船を対象として

解説する。

排水量型漁船については、船型にもよるが、適切

な船首バルブを設計すれば、一般的に、設計船速に

おいて【5%～６５%】程度の省エネルギー効果が

期待できると言われている。

しかしながら、船体の造る波と船首バルブの造る

波を旨く干渉させる必要があることなどから、単に

船首に球状の物体を取り付けさえすれば、一定の省

エネルギー効果が期待できるとは言い難い。すなわ

ち、省エネルギー効果を発揮できるバルブの適切な

形状や大きさは、船体の水面下の形状（船型）、船

の規模、船速などと密接に関連しているため、それ

らを考慮した慎重な検討と設計が不可欠である。

一般的には、船首バルブは、船体の造波抵抗が

大きな船舶、あるいは造波抵抗成分が卓越する船速

域で運航する船舶に有効な省エネルギー対策のひと

つである。船の船体抵抗は、船型や船速により異な

り、排水量型船舶では、フルード数が【５３７5】以

下では、主に粘性成分（摩擦抵抗等）が支配的であ

り、それ以上の船速域では、造波抵抗成分が支配的

となることが一般的である。漁船は、船型的な観点

から、また比較的高速で運航（通常の航海速力がフ

ルード数【５３８５～５３８5】）されることが多いこと

から、造波抵抗成分が卓越する領域で運航される船

舶と言えよう。

ところで、船首バルブは、通常の航海速力近傍で

最も高い省エネルギー効果が得られるように設計さ

れることが一般的である。したがって、漁船の場合、

通常の航海速力に近い船速で航行する漁場との往復

時、あるいは漁場間移動時には、船首バルブの省エ

ネルギー効果が発揮される。しかしながら、粘性成

分（摩擦抵抗等）が支配的な速度域、例えば、漁労

作業時など比較的低速で長時間にわたり運航する場

合などには、船首バルブが無い場合に比べて、その

絶対量は小さいものの、燃料消費量が増加する場合

もあることに留意する必要がある。すなわち、船体

の造る波は船速により変化することから、ある船速

（例えば、航海速力）近傍において高い省エネルギー

効果を発揮する船首バルブがその船の全船速域、特

に、低速域において同程度の省エネルギー効果を発

揮できるとは言い難い。

また、既存船の船首バルブを改造する場合、その

造波抵抗の大きさは船型の良否によることから、新

造時に適切に設計された漁船（航海速力近傍で全抵

抗に占める造波抵抗成分が比較的少ない）では、船

首バルブの改造により得られる省エネルギー効果は

必ずしも大きくない。すなわち、船首バルブを装備

さえすれば、大きな省エネルギー効果が得られる訳

ではなく、船型の良否あるいは実際の稼働状態（例

えば、船の喫水・トリムと船首バルブの没水度の関

係等）などにより、期待される省エネルギー効果は

大きく異なる可能性があることに留意すべきである。

一概に言い難いが、近年に建造された漁船で、か

つ、適切に設計された漁船に対しては、装備できる

現実的なバルブ形状や大きさ等を考慮すれば、船首

バルブの改良による省エネルギー効果は、概ね【９

～5%】が限度であろう（例２6参照）。

ところで、比較的大きな船首バルブ（長さの長い

突出したバルブ）が装備された場合には、漁業種類

によっては（まき網漁船など）、例えば、バルブと

網の擦れによる破網など、操業上の不利益が生ずる

懸念もある。さらに、離着岸時にバルブが岸壁に接

触・損傷するなど、離着岸時の操船上の問題を生ず

る可能性も否定できない。したがって、船首バルブ

を装備する場合あるいは改造する場合には、省エネ

ルギーの観点のほか操業・操船上の観点からも、造

船所の設計者と密接な情報交換するなど、事前に形

状、大きさ並びに取り付け方法などについて充分検

討することが不可欠である。また、既存船に船首バ

ルブを新設あるいは改造する場合には、船の規模、

船型あるいは船首バルブの形状・大きさなどによ

り異なるが、相当の費用を要する（Noがe２７参照）。

したがって、船体の改造による費用対効果について

も充分吟味することが求められる。

HP版　（94）

J ournal of Fishing Boat and System Engineering Association of J apan 「省エネ特集」



― ６6 ― ― ６Ｃ ―海洋水産エンジニアリング　７５６5年３月

写真3３1３2　船首バルブの改良

（左側：同型船、右側：新造船）

※文献1）から転載

写真3３1３3　船尾キール部分の改良

（左側：同型船、右側：新造船）

舵を除く灰色の部分が主な改造部

※文献1）から転載

８３６３７　改造実施例（排水量型漁船）

ここでは、表８３６３６に示す「省エネルギー事業」

において、既存漁船（排水量型漁船）の船首バルブ

の改造などが実施された幾つかの事例から船首バル

ブの省エネルギー効果を概括する。

表８３６３６に示した事例は、いずれも、船首バルブ

のほかに別の省エネルギー化方策を併用し、それら

を併用した省エネルギー効果を実証した事例である。

特に、例８～6は、いずれも、船首バルブの改造と

プロペラ上流に取り付けたフィン（文献８）～6）では、

フレンドフィンと称している）を組み合わせて省エ

ネルギー効果をねらった事例である。

なお、参考のため、表８３６３６には船首バルブとそ

の他の技術を併用した省エネルギー効果により期待

される燃油費の年間の概算節減額（当該船の年間操

業実績を考慮して試算。また、燃料油の単価は、Ｄ５

千円４kLとした）を示した。

以下に、これらの事例について、得られた省エネ

ルギー効果を中心に解説する。

例２６：７9GT型サケマス流し網漁船（文献６））

これは、船首バルブを含む船型改善例のひとつで

ある。具体的には、一定の大きさの船首バルブを装

備している同型船の燃料消費量などの実績をベース

に、模型船による水槽試験や各種のシミュレーショ

表3３1３1 　船首バルブの省エネルギー効果に関連して「省エネルギー事業」で実施された 

対象漁船の主要目など 

 

例ｰ 例ｰ 例ｰ 例ｰ 例ｰ 例ｰ
船種類 さ ます流網 延縄 沖合底 網 運搬船 海外まき網 遠洋

総 ン数 T
垂線間長
幅 ｍ
深さ ｍ
排水量 t
計画喫水
計画 力 t ～
主機関 k
回転数

減 比
翼 翼 翼 翼 翼

直径

比

バ 長さ %
%
%

% % % %

燃油費 間
概算節減額 千

上流
ン主 併用技術 船尾形状

等 改善

波浪衝撃
緩和装置

上流
ン

上流
ン

上流
ン
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ンなどの結果に基づく詳細な検討を行い、新造船の

建造に当たり、主要目の見直しのほか以下に示す改

善を図った。

（a ）従来船（同型船）に比べて、側面形状や断

面形状の異なるひとまわり大きな船首バルブ

を装備した（写真８３６３７参照）。

（b ）プロペラ前方の船尾キールとその下端のス

ケグを一体化して船尾フレームを滑らかな形

状（半卵型船尾形状）に改善した（写真８３６３８

参照）。このことにより、船体抵抗の軽減と

プロペラ面に流入する流れの改善を意図した。

新造船と船の長さと幅などがほぼ等しい同型船

（Lpp×B×D×d=７5３5５m×９３6５m×６３Ｄ５m×６３5５m、

満載出港状態の排水量：約６７Ｄトン、主機関：

Ｃ８6kW×６γ９５6４８5Ｄおpm）との海上運転の比較解析

などから、満載状態・航海速力６７ノットにおいて、

それらを併用した省エネルギー効果（馬力削減）は

約６5%と推定されている。なお、この例では、実

船試験による解析からは、船首バルブ単独の省エネ

ルギー効果は分離できないものの、模型試験結果を

援用すれば、船首バルブなどによる抵抗軽減効果が

約６７%弱、推進効率の改善効果が約９%弱と推定さ

れている。

例２７：８5GT型延縄漁船（文献７））

６πＳｆ～７πＳｆ型漁船（船首バルブ装備漁船）の改

造例や実績を参考として、当該船の船首バルブの改

造などによる省エネルギー化を図った例である。ま

ず、数値シミュレーションにより７種類の船首バル

ブから省エネルギー効果の高い６種類を選定（図

８３６３９参照）して、模型船による水槽試験によりそ

の効果を確認した。最終的に、長さ約Ｄ%Lppの船首

バルブ（改造前は約８％Lpp。文献では、船首浮力

増大型のフロートバルブと称している）を装備した。

なお、このほかに、主に波浪中の抵抗増加の軽減を

目的として船首バルブの上部に楔型の構造物（「波

浪衝撃緩和装置」と称している）を装備した。

改造前後の洋上試験の解析結果から、それら改善

策を併用した省エネルギー効果（燃料消費量削減）

は、通常の運航速力（６５３９ノット）において、約

【７６%】と推定されている。このうち、船首バル

ブの効果は、水槽試験の解析結果を援用すれば約

【６6%】と推定される。

なお、改造後の操業に関して、当該船の関係者か

ら当該船と同業船（同型かつ同一の主機関が搭載さ

れ、出入港、漁場、操業形態等がほぼ同じ漁船）の

πヶ月間の操業に要した給油量の資料が提供された。

それによれば、当該船は同業船に比べて約７５%給油

量が減少している。この結果はさらに吟味する必要

があるものの、実操業においても、船首バルブの改

造などにより比較的高い省エネルギー効果が得られ

た例と言えよう。

以下に示す例２８から例２6は、いずれも、既存船

に「バウキャップ」（船首バルブ）と「プロペラ上

写真3３1３4 　コンピュータ・シミュレーションに 

より船首バルブの形状を検討

（左：改造前、右：最終的に採用された形状）

※文献2）から転載

写真3３1３5　改造前後の船首バルブの形状

（左側：改造前、右側：改造後）

※文献３）から転載
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流に取り付けたフィン」（以下、「プロペラ上流フィ

ン」と略す）を同時に装備して、省エネルギー化を

図った例である。

前者は、写真８３６３5に示すように、ラグビーボー

ル状に形成されたもので、船首水面下の両舷対象

に設置される構造物（特許公開７５５6δ5６π６5「船舶用

バウキャップ」であることから、文献では「バウ

キャップ」と称している）である。また、後者は、

８３７３８で述べる装置（特許公開H５5δ６Ｄ5πＤ6「船舶用

リアクションフィン装置」。文献では、「フレンド

フィン」と称している）である。

なお、いずれの事例も船首バルブの形状や大き

さ、並びにフィンの形状や配置などの決定には、専

門的な知見を有する造船所や研究あるいは設計機関

が関与しているほか、模型船による水槽試験（抵抗

試験、自航試験など）により、それら装置の省エネ

ルギー効果が事前に評価されている。

例２８：６７5GT型沖合底曳網漁船：７艘曳き 

（文献８））

水槽試験などの解析結果から、「プロペラ上流

フィン」の効果を除いた船首バルブの改造（写真

８３６３5参照）のみの省エネルギー効果として、船速

約６６ノットにおいて改造前に比べて燃料消費量の削

減効果は約６７％と推定されている。

また、船首バルブ改造後の状態における船尾トリ

ム６３5９%Lpp、並びに７３Ｃ6%Lppとした水槽試験結果

の解析では、省エネルギー効果の観点からは後者が

有利であることも報告されている。このように、船

首バルブの省エネルギー効果は、同じ漁船であって

もその喫水・トリム状態によって異なる。造船所か

ら提供される「省エネ取り扱い」などのマニュアル

には、「船首バルブの先端が水面上に出ないような

適正な喫水・トリム状態で運航すること」と記載さ

れている例も見かける。

なお、この事例では、改造前後の約１ヶ月間の実

操業（操業海域がほぼ同じ条件）における燃料消費

量の実測値の比較から、それらの方策の併用による

削減効果は約7%と報告されている。

例２９：６5５GT型運搬船（以西底びき網漁業）

（文献９））

これは、船齢７６年の船首バルブの無い対象船に、

新たに大型の船首バルブを装備した例である（写真

８３６３6参照）。なお、当該船も「プロペラ上流フィ

ン」を装備する改造が実施された。

改造前後の数十回の航走記録について、６時間

当たりの燃料消費量の比較した結果、船首バルブ

と「プロペラ上流フィン」の併用効果として、主

機関回転数８Ｃ５おpm（船速約６５ノット）において約

【６5%】の省エネルギー効果が得られた。

なお、模型船（ ）を用いた水槽試

験結果の解析から、船速６５ノット近傍の「プロペラ

上流フィン」の馬力削減効果は約９%と推定される。

このことから、船首バルブ装備による単独の馬力削

減効果としては、当該船の航海速力（約６５ノット）

において約６５%と推定される。

例２5：８９9GT型海外まき網漁船（文献5））

これは、当該船の船首バルブをひとまわり大きな

バルブに改造した例である（写真８３６３7参照）。な

お、当該船についても「プロペラ上流フィン」を装

備する改造が実施された。

改造前後に実施された海上試運転の解析結果か

ら、船首バルブと「プロペラ上流フィン」を併用し

た省エネルギー効果（馬力削減）は、船速６７ノット

において約６５%と推定されている。

模型船（ ）による水槽試験の解析

写真3３1３6　船首バルブの装備状況

※文献4）から転載

写真3３1３7　改造前後の船首バルブの概要

　（左：改造前、右：改造後）

※文献5）から転載
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から、船速６７ノットから６９ノットでは、「プロペラ

上流フィン」の馬力削減効果は約８%と推定される。

このことから、船首バルブ装備による単独の馬力削

減効果としては、当該船の航海速力範囲（約６７～６９

ノット）において約7%と推定される。

例２6：９99GT型遠洋かつお漁船（文献6））

船齢６６年の一定の大きさの船首バルブが装備され

ていた従来船のバルブをひとまわり大きな形状に改

造した（写真８３６３8参照）。この例も船首バルブ改

造のほかに、「プロペラ上流フィン」を取り付けて

推進性能の改善が図られている例である。

改造後、当該船と同型船（同一船型、かつ同一の

主機関・プロペラを装備）による実船の速力試験の

解析結果から、６８ノット（航海速力相当）において、

それらの併用効果として約7%の省エネルギー効果

が得られた。なお、模型船（ ）を用い

た水槽試験の解析結果から、船速６８ノット近傍の

「プロペラ上流フィン」の馬力削減効果は約８%と推

定される。このことから、船首バルブ改造による単

独の馬力削減効果としては、当該船の航海速力（約

６８ノット）において約5%と推定される。

以上は、７５Ｓｆ以上の既存漁船を対象として、新

たな船首バルブの装備、あるいは既存の船首バルブ

の形状や大きさの改造、並びに他の省エネルギー化

方策と組み合わせて改造された事例である。した

がって、船首バルブの新設あるいは改造のみによる

省エネルギー効果を分離することが困難な事例も含

まれるものの、船首バルブよって得られる省エネル

ギー効果は、対象とする漁船の船型などに依存して、

その値は数%から十数％と幅があることに留意する

必要がある。

８３６３８　小型漁船への導入例など

近年では、沿岸小型漁船の船首部の水面付近に

バルブが取り付けられている例も多い。それらバル

ブの形状や大きさは各種各様である（写真８３６３9参

照）。また、半滑走型の沿岸小型漁船の船首バルブ

は、試行錯誤の結果として経験的に取り付けられた

例が多いと推測される。そのような沿岸小型漁船に

取り付けられた船首バルブの効果に関する系統的あ

るいは定量的な調査研究は少ない。したがって、沿

岸小型底びき網漁船など一部の排水量型漁船を除き、

沿岸小型漁船（特に、半滑走型漁船）に取り付けら

れた船首バルブの定量的な省エネルギー効果につい

ては明確でない。なお、定性的な効果としては次の

ようなことが考えられる。

（a ）船首部の水線面の形状をシャープにするこ

とにより、いわゆる、波きりが良くなる。

（b ）船の水線長さが船首バルブの長さ分長くな

ることにより、同一の船速では船首バルブ無

しに比べて低いフルード数領域、すなわち、

造波抵抗の観点からは有利な領域で運航する

ことができる。

（c ）船首バルブの浮力により船の長さ方向の姿

勢が変化する。このことにより、抵抗特性の

改善が期待できる。ただし、場合によっては、

逆の特性となることもあり得るので注意が必

要である。

（d ）船首バルブ取り付け前後で船体運動特性が

変化する。既存船に船首バルブを取り付けた

ことにより、取り付け前に比べてピッチング

（縦揺れ）が小さくなったとの報告例もある。

この現象については定量的に検証する必要が

あるが、船首バルブに波浪中の抵抗増加量を

抑える効果が期待できる。

写真3３1３8　改良前後の船首バルブの形状

（模型船）

※文献２）から転載

写真3３1３9　沿岸小型漁船に装備された

船首バルブの例
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以下に、沿岸小型漁船の船首バルブの省エネル

ギー効果が定量的に示されている７例を示す（なお、

１隻は中速ｈ型ハードチャインの実習艇）。

例２7：９３9GT型一本釣漁船

（Lpp×B×D×d=π３π５m×７３８５m×５３Ｄ5m×５３９6m

　満載出港状態の排水量：約Ｄ３Ｄトン）

文献Ｃ）には、模型試験（抵抗試験）により、原型

に船首バルブあるいは船尾端に取り付けたフラップ

が抵抗特性に及ぼす影響を調べた結果が報告されて

いる。ここでは、そのうち船首バルブの省エネル

ギー効果について解説する。なお、原型は実存する

漁船である。

原型に取り付けた船首バルブは、Ｒｂからバルブ

先端までの長さが７m（約７６%Lpp）、バルブの容積

は約５３Ｄ6m８（喫水線を原型と改造後で同一とした場

合。排水容積の約６６%）である。これまでに示した

事例の船首バルブの長さは９％Lpp～６６%Lpp（改造

後）であること、また、一般的には船首バルブの容

積は排水容積の８～5%程度と言われていることを考

慮すると、この規模の漁船に対しては極めて大きな

船首バルブと言えよう。

図８３６３６に、その解析結果を示す。この図の横軸

は船速、縦軸は有効馬力（ ）、いずれも

実船の値に換算した値を示す。例示船の通常の航海

速力（約６９３5ノット： ：半滑走型漁船の範

疇）付近では、約7%の有効馬力の削減が期待でき

ることが分かる。

ただし、この例では、大きな船首バルブが抵抗特

性に及ぼす影響を調べた調査研究結果であり、この

ように極めて大きな船首バルブを実船に装備するこ

とは現実的とは言い難い。

また、この例のように、大きな船首バルブを取り

付ければ、大きな省エネルギー効果が得られる訳で

はないことを示すひとつの例と言えよう。

例２8：６9GT型実習船

（Lpp×B×D×d=６６３πＤm×９３８５m×６３Ｃ５m×５３6Ｃm

　満載出港状態の排水量：約６6３5トン）

図3３1３1　4３9GT型一本釣漁船の船首バルブの省エ

ネルギー効果（例）

（注）筆者が文献に基づき再解析した結果である。

図3３1３3　19GT型実習船の船首バルブの

省エネルギー効果（例）

（注）筆者が文献8）に基づき再解析した結果である。

図3３1３2　V型ハードチャイン船型の模式図

断面形状：船底がV字の形状、かつ角型の船型

船
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本例は、中速ｈ型ハードチャイン船型（半滑走型

船舶の範疇。図８３６３７参照）について、航走時の飛

沫の減少と速力の改善を目的に、改造により新造時

には装備されていなかった船首バルブ並びにスケグ

を装備した例Ｄ）である。なお、スケグは後進時の直

進性能の改善が目的とされている。

同型船（船首バルブ付き）の航走時の波の観察な

どの検討から、船首バルブの大きさ、形状及び位置

の改善を図り、同型船（断面形状は卵型、取付位置

は低い）に比べて、長さが長く、断面形状は上下に

細く、幅が狭く、面積は小さく、かつ取付位置が高

い船首バルブ（排水容積の約5%）を装備した。

改造前後に実施された速力試験（排水量：改造

前・約６6３８トン、改造後・約６6３5トン）の解析結果

から、船首バルブの効果として、本船の航海速力で

ある船速６Ｃノット付近（ ）で約６６％の馬

力削減が図られたことが示されている（図８３６３８参

照、出典には本例のほか、同型船７隻の改造例の概

要も示されている）。

この結果には、改造により装備されたスケグの影

響も含まれているが、スケグの大きさなどの詳細が

不明であることから、その影響は考察できない。な

お、航走時の観察から、船首バルブの半分以上が水

面に突出していること、改造前に比べて飛沫も大幅

に減少したことも報告されている。

また、出典には、中速艇の船首バルブの最適な形

状や大きさなどを決定するには、今後数多くの実績

が必要であることも記されている。

例２7及び例２8に示したように、半滑走型の沿岸

小型漁船に船首バルブを装備した場合には、船首バ

ルブ無しに比べて一定の省エネルギー効果が期待で

きる。

しかしながら、半滑走型の沿岸小型漁船の船型は

多様であり、省エネルギー効果が発揮できる適正な

船首バルブの形状あるいは大きさなどに関する知見

は多いとは言えない。また、船首バルブがその他の

性能、例えば、操縦性能に及ぼす影響など、さらに

調査研究の必要な課題が残っている。

※Noがe２６：造波抵抗とは？

物体が水面を運動する場合を考える。水面下で

は、物体の運動によって圧力の変化を生じる。とこ

ろが、水面では圧力は大気圧に等しく一定となるべ

きであることから、流速の変化に伴って圧力が増減

するかわりに、それに対応するだけ水面が上昇又は

下降する。流体の粒子には、慣性力が存在するので、

水面の変動は波の形になる。このようにして、水面

に起こされた波の伝わる速度は、物体の前進速度に

等しい。従って、船が一定の速度で進むと、その後

方に規則正しい波が続く。この波を維持するために

はγ常にエネルギーが供給される必要があり、その

ために船によって水に対してなされる仕事は反作用

として抵抗を生じる。このようにして生じた抵抗

を、造波抵抗　Wave Making Reかiかがanceとい

う。（文献π）から引用）

※Noがe２７：適正な船首バルブの一般的な決定手順

一般的に、対象船の通常の航海速力付近の船速に

おいて最も大きな省エネルギー効果を発揮し得る適

正な船首バルブの形状や大きさなどを決定する手順

は次の通りである。

（a ）これまでの経験や知見、あるいは数値シミュ

レーションなどにより、対象船の船型に適し

た大凡の船首バルブ形状や大きさなどを求め

る（数種類となる場合もある）。その場合、船

の抵抗推進性能以外の性能（例えば、操縦性

能など）に悪影響を及ぼさないこと、漁船の

各種規則に抵触しないことなどを考慮する。

（b ）模型船を用いた水槽試験などを実施して、

必要に応じて、船首バルブ形状や大きさなど

の微修正を施し、最も省エネルギー効果が高

い船首バルブを決定する。

このように、適正な船首バルブの選定には、実

際の船体船首部の改造工事に要する費用のほかに、

（a）及び（b）のプロセスに要する費用が発生する

ことが一般的である。ちなみに、例２６から例２6に

関連した資料の解析から、（a）及び（b）に要する

費用は、概ね８γ5５５～6γ５５５千円と推測される。また、

既存船の船首バルブの改造には少なくとも数百万円、

船の規模などにより、一千万円を超えるオーダにな

ることも稀ではない。なお、７５Ｓｆ以下の沿岸小型

漁船については、船首バルブ改造に要する経費に関

する資料が見あたらないことから、改造のための必

要経費は不明である。

したがって、既存漁船を対象として船首バルブの

整備・改造を実施する場合には、技術的な観点では

関係する試験機関・大学・団体等の専門家に相談す
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るとともに、船首バルブ装備漁船の建造に豊富な経

験や多くの実績を有する造船所を選定することなど

を勧める。また、経営的な観点からは費用対効果を

見極めることなど、充分に事前検討することが肝要

である。

（※山越　康行）
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について（模型試験結果）」：鈴木四郎・山越

康行、しおさいＣ号、水産工学研究所、ｂ６6～７８、

H６７３６６

８）「中速艇に装備の船首バルブの一考察」：後藤

義輔・栗田英夫、Ｒｄｂ漁船６56、ｂ８～６5、H5３6

９）「丸尾孟教授の船体抵抗推進論」：丸尾孟教授

の教科書刊行の会、H７６３π

８３７　船体付加物の形状改善など

漁船に限らず船舶の船体には、各種の付加物が

取り付けられているのが一般的である（Noがe２６：

「代表的な付加物の例」参照）。それらは、船体付加

物とも呼ばれ、また、主に船底付近に取り付けられ

る付加物が多いことから、船底付加物と呼ばれるこ

ともある。それらは、船体表面に取り付けられる凸

状の付加物が多いものの、例えば、主機関の冷却や

船内での海水利用のための海水取り入れ口（シー・

チェスト）、あるいはサイド・スラスターの開口部

など、船体に設けられた各種の開口も付加物の範疇

と考えられる。

それらの船体付加物（以下、特段の場合を除き、

単に付加物と略す）はそれぞれの目的があり、船舶

の機能を維持する上では不可欠の要素である。しか

しながら、それらの付加物は、大なり小なり船の抵

抗・推進性能に影響を及ぼし、一般的には、それら

の性能を低下させる方向に作用するケースが多い。

船体付加物の抵抗は、付加物がない状態（主船体）

の船体抵抗に対して副部抵抗と呼ばれることがある。

副部抵抗の値は、付加物の個数、形状、大きさある

いは取付位置などにより異なる。それら付加物が適

切に設計・設置されていない場合には、船体抵抗の

増加のほか、推進性能に悪影響を及ぼす可能性があ

る。特に、比較的高速で航走する沿岸小型漁船では、

船底などの水面下に付加物（開口などを含む）を設

ける場合には、慎重な検討が必要である。

８３７３６　魚群探知機の送受波器などの形状改善

さて、漁船の船体の水面下には、代表的な付加

物の舵、ビルジキールなどのほかに、魚群探知機や

ソナーの送受波器など、船体表面から突出した各種

の形状・大きさ（寸法）の付加物がある。なお、一

般商船では、舵及びビルジキールなどの副部抵抗は、

一般に主船体の船体抵抗の数％程度と言われている。

漁船では、船体付加物の形状や取付方法などが抵

抗増加の一因となっているケースがある。また、場

合によっては、それらの付加物を起点とする乱れた

流れや渦などがプロペラに流入することもあり、推

進性能にも悪影響を及ぼすことも希ではない。

したがって、それらを適切な形状に改善（取付方

法も含む）するにより、それら付加物の機能を保持

しつつ一定の省エネルギー効果が得られる可能性が

ある。例えば、写真８３７３６に示すように、魚群探知

※元水産工学研究所
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機の送受波器等を支持のために、何本かの丸棒など

の支柱で支えられている場合などでは、適切な改造

により一定の省エネルギー効果が得られる。

ただし、それらの改善による省エネルギー効果

は、以下の要素と密接に関連していることから、そ

の具体的な値を事前に特定するためには、詳細な分

析・検討（数値シミュレーション、模型試験などを

含む）などが必要となる場合が多い。

（a ）船型形状及び船速などとの関連（船体付加

物の取付位置における流れの状況の精査など。

例えば、境界層厚さなど）

（b ）船体付加物を起点に発生する流れや渦の後

流側の状況（例えば、それらがプロペラ特性

に影響を及ぼす可能性の検討など）

（c ）付加物の形状、大きさ（船体からの突出量

を含む）、設置個数、設置位置など（抵抗値の

推定のほか、複数の場合には相互干渉の検討

など）

（d ）その他（例えば、既存船を改良した場合、

改良後の漁船の運用方法など）

さて、流れの中（水中）に置かれた物体の形状と

物体に働く力（抵抗あるいは抗力）の関係について

は古くから研究され、航空機の翼のように、物体の

形状を流線型とすることにより、その他の形状に比

べて物体に働く力（抵抗）が小さくなることは周知

の事実である。

物体の形状とそれに働く力の関係は、抵抗係数

（抗力係数とも呼ばれている）の形で示されるのが

一般的であり、多くの文献に代表的な形状と抗力係

数の関係が示されている（Noがe２７参照）。

Noがe２７に示した例からも分かるように、それぞ

れの形状により抵抗係数の値が異なる。このことは、

船体付加物あるいはそれらを支える支柱などの形状

により、それら付加物に働く力（抵抗）が異なるこ

とを意味している。

したがって、船体付加物の形状や取付方法などが

適切で無い場合には、それらを適切な形状や取付方

法に改善することにより、付加物に働く抵抗（副部

抵抗）を軽減できる可能性がある。すなわち、副部

抵抗の軽減により船体に働く全抵抗の軽減が図られ

る。その結果、漁船を通常の航海速力付近の船速で

運航する場合にも、一定の省エネルギー効果が期待

できる。

以下に示す幾つかの事例（主に、魚群探知機の送

受波器の形状改善）に基づく分析によれば、「船体

（船底）付加物の形状等の改善」による省エネルギー

効果の目安は、通常の航海速力において、概ね【数

%～６５％】程度と推測される。なお、プロペラ・

ガードの構造部材の形状改善例（例２5参照）に示

したように、それ以上の省エネルギー効果が期待で

きる場合もある。

例２６：近海まぐろ漁船

（６６πＳｆ：Lｄ×B×D=８６３5m×6３９５m×７３Ｄ５m、

　主機関：約Ｄ５５ｂｅ）

文献２）には、船体付加物の形状などの改良により、

写真3３2３1　魚群探知機の送受波器の

取り付け例（文献１）から転載）

図3３2３1 　流線のシミュレーション結果と実船に装

備された新型ビルジキール（ビルジキール

が流線に沿った形状に湾曲していることが

分かる）

（文献２）から転載）
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船齢６5年の既存のまぐろ漁船が再生された例が紹介

されている。

当該船の船体周りの流れの数値計算結果（図

８３７３６参照）や模型実験結果など詳細な分析検討結

果に基づく合理的な設計法の研究の一環として、既

存の魚群探知機の送受波器カバー及びビルジキール

の形状等を改良して新型の魚群探知機カバー並びに

新型ビルジキール（特許公開７５５Ｃδ７８Ｄ５５Ｃ：舶用ビ

ルジキール）を開発した。それらを実際の漁船に適

用して漁船を改造した。改造前後の海上運転試験の

解析結果から、通常の航海速力（約π３5ノット）付

近で主機関馬力の必要馬力が約６5%削減されたこ

と（当時の燃料価格に基づく試算から、年間一千万

円程度の経費削減と推定）などが紹介されている。

例２７：近海まぐろ漁船４隻

（６６πＳｆ、６９ＤＳｆ：

　代表例の主要目：

　Lpp×B×D×d=８６３７m×6３９５m×７３Ｄ５m×７３5５m、

　主機関：Ｄ５５ｂｅ）

文献３）には、７隻の遠洋まぐろ漁船並びに5隻の近

海まぐろ漁船を対象とした詳細な検討結果が示され

ている。

対象としたＣ隻のまぐろ漁船について、いずれも、

実船調査により付加物（主に、魚群探知機の送受波

器カバーとビルジキール）の形状や取付位置など現

状を把握するとともに、例２６で述べたと同様に数

値計算あるいは模型実験などにより、それぞれの漁

船の船体周りの流れに関する詳細な分析が行われた。

その結果に基づき、それぞれの船型に対して適切な

送受波器カバーとビルジキールの形状などが決定

され、実船の改良工事が実施された（写真８３７３７参

照）。実船試験によるそれらの改良前後の比較から

省エネルギー効果を調べた。

ここでは、そのうち、９隻の近海まぐろ漁船の結

果について紹介する。

改良前後の模型試験結果の比較から、馬力削減

効果は概ね７%と推定されている。また、改造前後

の実船試験結果の解析から、満載状態において、通

常の航海速力約６５ノットで比較した場合、８隻につ

いては約9％程度の燃料消費量の削減効果が得られ

た。しかしながら、他の６隻については約７%にと

どまった。

ところで、例２６及び例２７に示したように、十分

な事前検討に基づき実施された船体付加物の改良で

あっても、船型などの相違によりその省エネルギー

効果（「削減率」）は船ごとに異なる。

また、船体付加物については、模型試験の解析か

ら得られた「削減率」と実船試験から得られる「削

減率」は、必ずしも同一とはならない。その主な要

因は、模型船の寸法によるが、付加物周りの流れの

状況が模型船と実船では異なること、特に、境界層

（Noがe２5参照）の厚さの相違（尺度影響と呼ばれ

ている）によると推測される。また、実船試験では、

各種の条件を全く同一とすることが困難であること

から、計測精度も含めて「削減率」などその結果に

はバラツキがあることが一般的である。これらの点

については、文献３）にも指摘されている。

写真3３2３2　魚群探知機の送受波器カバーの改良例

（左図：改良前、右図：改良後）

（文献３）から転載）
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例２８：９８9GT型遠洋まぐろ漁船

（ Lpp×B×D×d=5７３Ｄm×π３７５m×９３６５m×

８３Ｃ５m）

文献４）には、船体付加物の低抵抗化を目的とした

検討結果が報告されている。

既存の電気推進方式のまぐろ漁船の付加物（ビル

ジキール、魚群探知機の送受波器ボックス、防食ア

ルミ板）の形状を低抵抗型とする検討結果に基づき

実船の改造工事が行われた。竣工時とそれら付加物

の改造後に実施された実船の試運転結果の比較から、

６６ノット航行時に、約7％弱の馬力削減が実現され

たと報告されている。

ただし、実船の試運転状態や模型実験に関する実

験条件などの詳細データが示されていないことから、

馬力削減率（約Ｃ％弱）の根拠は必ずしも明確でない。

なお、防食アルミ板については、流線型防食アル

ミ板が従来品よりも低抵抗であるものの、その差は

わずかであったと報告されている。

例２９：「６６6GT型まき網漁船」

（Lpp×B×D=８５３6m×Ｃ３５５m×７３Ｄ５m）

この例は、６πＤ５年代に発表された報告５）である。

現在は、まき網漁船については、既にこれと同様の

方策（報告では船型枠と呼ばれる流線型の格納ボッ

クス内に送受波器を集中的に配置）が講じられてい

る場合が多いと推測される。したがって、船型枠の

設計などに特段の問題がある場合を除き、船型枠の

改良による省エネルギー効果はさほど期待できない

であろう。ただし、未だに、船底に送受波器類が散

在して取り付けられている場合には、船型枠内への

集中設置などにより、一定の省エネルギー効果は期

待できる。

船底に散在して取り付けられていた魚群探知機

の5種類の送受波器類（全周スキャニング・ソナー、

半周スキャニング・ソナー、７周波魚群探知機、６

周波魚群探知機、潮流計：図８３７３７参照）を船底の

キール中心線上の船型枠内（船の形をした流線型の

格納ボックス：大凡の実船換算の寸法は、長さ×

幅×深さ＝Ｃ３π×５３Ｃ6×５３９６m）に集中して格納した。

なお、5種類の送受波器類（散在状態）、あるいは船

型枠、いずれも船体の前半部の船底に設置された例

である。

裸殻状態（送受波器類あるいは船型枠を設置しな

い状態）、送受波器類の散在状態及び船型枠内への集

中状態（ただし、スキャニング・ソナーを突出させな

い場合）について、それぞれの有効馬力（ ）の

推定結果を図８３７３８に示す。この結果、送受波器類

を船型枠内へ集中して格納することにより、６７ノッ

ト航走状態で有効馬力（ ）が図８３７３７に示す

ような散在状態に比べ約6%削減できると推定され

る。また、船型枠設置の有効馬力に及ぼす影響は、

裸殻状態に比べわずか６３5%増程度である。

なお、この「削減率」（約6%）は、模型試験結果

（抵抗試験）から推定された値である。また、送受

波器類の散在状態、あるいは船型枠内への集中状態、

それぞれの状態の船体まわりの流れの様子は不明で

ある。特に、それらがプロペラに流入する流れに及

図3３2３2 　5種類の送受波器の散在状態（水中から

船底を見た様子。中央線は船体中心線）

　　　  ※文献５）から転載

図3３2３3 　送受波器の船型枠内への集中格納による

省エネルギー効果の例

（文献５）のデータに基づき筆者が作成）
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ぼす影響が不明であることなど、実船の稼働状態に

おける省エネルギー効果を見極めるには、尺度影響

も含めて充分な検討が必要となろう。

また、この結果は、送受波器類をすべて船型枠

内に格納した状態の結果である。したがって、観測

などのため、送受波器を船型枠内からさらに突出し

た状態で航走する場合には、それらの突出量や突出

部の形状あるいは船速などによりその値は異なるも

のの、確実に抵抗は増加することは言うまでもない。

ちなみに、７本のスキャニング・ソナー（振動子部

の直径が約７Ｄcmと約5７cm）を船型枠から約Ｄ５cm

突出して、仮に６７ノットで航走した場合には、それ

だけで船型枠内に格納時に比べて有効馬力が約８%

増加すると推算され、船体に比べて極めて小さな付

加物であっても、燃料消費量に大きな影響を及ぼす

可能性があることが理解できよう。

なお、漁船の魚群探知機の送受波器カバーなどの

改善する場合には、既にその形状改善のための設計

指針並びに省エネルギー効果が期待できる具体的な

形状を見出すソフト（EXCEL版）が開発６）されて

いるので、当該研究機関に相談されたい。

例２5 ：沿岸小型漁船のプロペラ・ガードに関する

試算例

沿岸小型漁船を対象として、船体付加物の抵抗特

性への影響あるいはそれらの形状改善による省エネ

ルギー効果に関する報告はほとんど無い。

ところで、沿岸小型漁船の中には、漁具などのプ

ロペラへの巻き込みを防止するためにプロペラ周辺

にプロペラ・ガードを取り付ける例がある。そこで、

プロペラ・ガードを例に、それらの部材形状と抵抗

の関係について考察する。

なお、検討に必要なデータが明示された実船の資

料が見当たらないことから、ここでは、以下のよう

な仮定を設けて、形状（丸棒などのバーで構成され

るプロペラ・ガード）と抵抗の関係を概括する。

試算に用いた仮定：

（a ）通常の航海速力６７ノットの９３πＳｆ型の漁船

を例にプロペラ・ガードを取り付ける場合を

想定した。なお、当該船の船速と有効馬力

（ ）の関係は既知とした。

（b ）プロペラ・ガードは、プロペラ周辺を囲

む格子状のバーで構成された構造物として、

バーの断面形状を円断面（丸棒）あるいは楕

円断面、７種類を想定した。

（c ）プロペラ・ガードを構成する格子部材の

バー６本の寸法は、プロペラの直径を考慮して

長さは６３７mとして、以下のように仮定した。

・円断面（丸棒）：直径（５３５８m）×長さ（６３７m）

・ 楕円断面：長径（５３５９７m）、短径（５３５７６m）

×長さ（６３７m）：断面積は円断面の断面積

と等しく、短径と長径の比を６４７とした。

（d ）それぞれの断面形状を有するバーの抵抗係

数は、文献６5）を参考にレイノルズ数も考慮し

て以下の値を用いた。

・丸棒  ：

・ 楕円断面 ： （図８３７３９に示すよ

うに、流れの方向を長径方向とし

た場合）

（e）バーの本数

実際にプロペラ・ガードを船体に取り付け

るためには、取付部分の細工や構造物として

の強度などを考慮する必要があるが、ここで

は、プロペラ・ガードを構成するバーのうち、

抵抗に大きな影響を及ぼす流れに直角に配置

されたバーに換算して、（c）の寸法のバー5本

分と仮定した。

（f ）バー同士あるいはプロペラ・ガードと船

体・プロペラなどの相互干渉による抵抗値な

どへの影響は無視する。

以上の仮定を総合すると、それぞれの断面形状を

持つ長さ６３７mのバーが水中にある場合に働く力の5

倍（5本分）の抵抗が船に加わると仮定したことに

相当する。

まず、それぞれの断面形状を持つ長さ６３７mの６本

のバーが水中にある場合、船速（流速）と働く力（抵

抗）の試算結果を図８３７３９に示す。

この図に示すように、直径がわずか８cm、長さ

６３７mの円断面のバーに働く力は、実船換算で６７ノッ

ト（約6３７m４かec）の場合約Ｃ５kgと予想外に大きい。

また、円断面と等しい断面積を有する楕円断面を有

するバーでは、その抵抗値は、円断面のバーに比べ

て約5Ｄ%軽減できる。

この結果は、単純な形状の物体と抵抗値の関係を

試算した例であるが、船体付加物を構成する部材の

形状、あるいは付加物全体の形状を適切に変更する

ことにより、一定の省エネルギー効果が期待できる
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ことを示している。

次に、実船にプロペラ・ガードを装備することを

想定した試算結果を図８３７３5に示す。

プロペラ・ガードが装備されていない状態に、円

断面形状のバーで構成されるプロペラ・ガードを装

備すると、航海速力６７ノットでは、装備前に比べて

約８6％も大幅な馬力増加となると推算される。仮

に、プロペラ・ガードを取り付けたことによる抵抗

増加を主機関やプロペラが吸収できない場合には、

航海速力６７ノットを維持することが困難となる。

一方、楕円断面形状のバー（5本分）で構成した

場合には、約６5%の馬力増加にとどまると推算され

る。別の見方をすると、円断面形状のバーで構成さ

れるプロペラ・ガードを装備した漁船について、そ

のバーの形状を楕円断面に変更すると、約６5%の

馬力節減が可能と推算される。

このように、付加物形状の変更（ここでは、プロ

ペラ・ガードを構成するバーの形状）により比較的

大きな省エネルギーが得られる場合がある。

なお、この結果は各種の仮定に基づく想定試算例

である。ここに示した例と同様の改良を実施する場

合、構造物（プロペラ・ガード）の強度不足により

部材が破損してプロペラを損傷するなどの重大事故

を招く可能性があるので注意を要する。

ここに示した事例のように、船底付加物の形状や

配置を適正に設計あるいは改善することのより、一

定の省エネルギー効果が得られる。ただし、省エネ

ルギー効果を目的とした船底付加物の形状改善など

が船の旋回性能に影響を及ぼす可能性を示した報告

例７）もある。また、付加物の大きさや取り付け位置

が船体中心線に関して大幅に非対称となるような改

良・改善を図った場合には、船の操縦性能に悪影響

を及ぼす可能性もあることから、付加物の形状改善

に当たって、この点についても留意する必要がある。

そのほか、船体付加物の設計や改善が適切でない

場合には、プロペラに流入する流れに影響を及ぼす

ことがあるほか、送受波器などへの泡巻き込みによ

る魚群探知機の不具合などの懸念もある。したがっ

て、船体付加物の設計、あるいは既存漁船にあって

はそれらの形状や配置などの改良・改善（プロペラ・

ガードの装備・改造を含む）に当たっては、造船所

あるいは関係機関の専門家に相談することを勧める。

８３７３７　船底開口部の改善

さて、これまでに示した事例は、主に船体あるい

は船底から突出した凸形状の船体付加物の改善によ

る省エネルギー効果を概説した。

ところで、船体あるいは船底などの水面下には、

凸形状の船底付加物の他に、凹形状の開口部を有す

る場合がある（Noがe２６に示した「その他」に相当）。

凹形状の開口部としては、例えば、ソナーや魚群

探知機などの格納口、バウ・スラスターやサイド・

図3３2３4 　円断面形状のバーと楕円断面形状のバー

の抵抗値の比較

（矢印：流れの方向、長さ1３2m、それぞれの断面

寸法は仮定（c）を参照のこと）

図3３2３5 　実船にプロペラ・ガードを装備した場合

（想定試算例）

 

0

25

50

75

100

125

0 2 4 6 8 10 12 14 16

抵
抗
(k
g
f)

船 (knot)

断面形状 相違 抵抗 試算例 断面 楕 断面

柱

楕 柱

0

20

40

60

80

100

120

140

0 5 10 15

有
効
馬
力

E
H
P
：
P
S
)

船

4.9GT型漁船 ロペ を 付 た場合 試算例

原型

： 断面

：楕 断面

約36% 約15%

約15%

HP版　（106）

J ournal of Fishing Boat and System Engineering Association of J apan 「省エネ特集」



― ７Ｄ ― ― ７π ―海洋水産エンジニアリング　７５６5年３月

スラスターなどの開口、シーチェスト（海水吸入口、

船外吐出口）などがある。

それらの開口部の寸法、取付位置、船型あるいは

船速などにもよるが、それら開口部について、適切

な設計や配慮がなされていない場合には、船体抵抗

の増加の要因のひとつとなる。しかしながら、船体

あるいは船底にあるそれらの開口部が船体抵抗に及

ぼす影響、あるいは適切な設計指針に関する研究は

少ない。

それら開口部による船体抵抗に及ぼす影響を極力

少なくするためには、一般的に、次のような方策が

考えられる。

①可能な限り、開口部を小さくする。

② 流れの方向に対して、極力角度が付かない位置

に開口部を設ける、あるいは開口部周辺にフェ

アリングを施す。

③ 開口部の機能を失わない程度に、マスキングや

バーを設けることにより、抵抗を軽減できる場

合があると言われている。

そのような開口部が船体抵抗に及ぼす影響につい

て、漁船を対象として考察した貴重な文献８）に基づ

き、その影響について以下に概説する。

例２6：バウ・スラスター、あるいはソナー開口部

文献８）に示された最終結果は、以下の仮定から導

かれている。

① 開口部が流れに対してある角度を有する場合、

その流れに対して垂直方向の投影面積に比例し

た抵抗を受ける。

② 流れは層流として、船の揺れの影響は考慮しな

い。

③ バウ・スラスター開口部の有無による水槽試験

結果（大型調査船）から、開口部の抵抗係数を

同定した。

④ ③の抵抗係数を用いて、６πＳｆ型（長さ約

６Ｄ３5m）、８６Ｓｆ型（ 同６πm）、5πＳｆ型（ 同

７９３5m）の漁船にソナーを装備した場合のソ

ナー格納タンク開口部（56７mmφ、８６6mmφ）

の抵抗増加量を試算した。

⑤ 対象船の船速と有効馬力（ ）の関係は、

水槽試験結果あるいは馬力推定図表から求めた。

⑥ 排水量が軽い状態、あるいは船速が大きい方

が、開口部の抵抗増加が全抵抗、すなわち、有

効馬力（ ）に及ぼす影響は大きいことか

ら、試算では、空荷状態及び対象船の最高船速

付近の船速が選定されている（６πＳｆ及び８６Ｓｆ

型で約６５ノット、5πＳｆ型で約６６３８ノット）。

⑦抵抗係数（ ）の定義

　　

：開口部の抵抗（kg）

：海水の密度（ ）

：船速（m４かec）

：開口部の流れ方向に垂直な投影面積（ ）

以上の仮定に基づき、大型の調査船のバウ・スラ

スター開口部の有無と有効馬力（ ）の関係な

どについて試算された結果を表８３７３６に示す。

この結果は、開口部の直径が６３65Ｄmの比較的大

きな、かつ、流れに対して６７３5度の角度を持つ開口

に対する結果であること、有効馬力（ ）の比

較であることなどから、実船の省エネルギー効果を

見極めるには、模型船と実船の相関（いわゆる、尺

表3３2３1　バウ・スラスター開口部の抵抗

（丸型開口：1３658mφ、模型船による試験結果）

（※筆者が出典８）に基づき再整理）

表3３2３2 　ソナー格納タンク開口部抵抗の

船体全抵抗に対する割合

　　　　（Cx=1３21、船底傾斜=4°）

　　　　（※筆者が出典８）に基づき再整理）

11 12 13 14 15 16

5.66 6.17 6.69 7.20 7.72 8.23

開口無し 550 750 1,010 1,370 1,870 2,630

開口有 640 850 1,120 1,500 2,050 2,850

差 90 100 110 130 180 220

1,193 1,215 1,234 1,354 1,750 2,005

105 105 105 105 105 105

0.479 0.479 0.479 0.479 0.479 0.479

1.48 1.27 1.10 1.04 1.17 1.18

16% 13% 11% 9% 10% 8%
EHP(開口無しﾍﾞｰｽ 増加率

筆者：追加

有効馬力
(PS)

開口部 個当た 抵抗(kg)

ρ：海水 密度

S(m
2
)：角度12.5°

抵抗係数：Cｘ

船 ｋｔ
船 m/sec

***-A ***-B ***-A ***-B ***-A ***-B

9.4 29.7 10.4 33.0 11.7 37.1

0.7 2.1 0.8 2.4 0.9 2.9

0.9% 2.9% 0.6% 2.0% 0.5% 1.6%

ソ 型式
開口部 抵抗(kg)

同上 相当EHP PS)

：(%)

180

船規模(GT)

船 ｋｔ
船 EHP(PS)

11.3

72 122

19 31 59

10.1 10.6
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度影響）、特に、模型船と実船の開口部近傍の境界

層の厚さの相違などを考慮する必要があろう。

しかしながら、表８３７３６の結果から、バウ・スラ

スター開口部の有無が有効馬力に及ぼす影響は、船

速にもよるが約8%～６6%と予想外に大きいこと

が分かる。

次に、表８３７３６の試験結果から得られた抵抗係数

（表の下から７段目）の平均値（ ）を使用

して、前述の規模の漁船にソナー格納用開口部を設

けた場合の試算結果を表８３７３７に示す。

船底に装備されたソナー（型式A）は内径５３８６6m

φ、（型式B）は内径５３56７mφの格納用開口部を持

ち、それらが流れの方向と９度の角度を有する場合

の試算結果である。内径が８５～6５cm程度のスキャ

ニング・ソナーの開口部でも、有効馬力（ ）

が６～８％程度増加する試算結果が示されている。

このほか、船底の開口部が船体抵抗などに及ぼ

す影響を調査した例として、９３ＤＳｆ型（全長６８３６m）

の高速艇（約８５ノット）の主機関の冷却水取り入れ

口（キングスト・コック）の入り口形状と抵抗及び

冷却水量の関係などの結果の報告例９）がある。

以上のように、通常目につく凸形状の船体付加物

ばかりでなく、凹形状の開口部、特に大きな開口部

についても適切な対策を講ずることができれば、一

定の省エネルギー効果が期待できる。

ただし、開口部の大きさや形状、あるいはその

開口位置、並びにその付近の流れの特性（船型や航

走姿勢などによる）などを見極めた上で、特に、流

れの特性に整合した適切な対策を講ずる必要がある。

また、対策を講ずる場合には、一定の費用を要する

ことから、その費用対効果を見極める必要もある。

８３７３８　プロペラ上流に取り付けたフィン

漁船を含めて、船舶は、船を推進する手段（推進

器）として、主にプロペラを用いている（プロペラ

以外では、船の推進に水の噴射を利用する方式（ハ

イドロ・ジェット）が用いられているケースもある）。

プロペラに流入する流れの整流、あるいはプロペ

ラによる流れの回転エネルギーを回収して省エネル

ギー効果を得る方策は、古くから、一般商船を対象

として各種の方策が考えられている（Noがe２7参照）。

その方策のひとつとして、排水量型の船舶（主に、

比較的低速の肥大船）を対象として、船体の船尾部

分の水面下に翼形状の板を配列する方法がある。そ

の省エネルギー効果は、一般に【数％】程度と言わ

れている（Noがe２8参照）。それらの装備位置、取

付角度、形状や大きさ、配列数などは、船体の水面

下の形状、船速などに関連していることから、装備

に当たっては、適切かつ充分な事前検討が不可欠で

ある。

ここでは、一部の漁船あるいは内航船に適用され

たプロペラ上流のプロペラ・ボス部に取り付けられ

た数枚のフィン（写真８３７３８参照。「船体取り付け

整流板」、「フレンドフィン」あるいは「リアクショ

ンフィン」（Noがe２9参照）と称されることもある。

以下、単に「フィン」と略す。）による実施例を取

り上げ、その省エネルギー効果を概括する。

なお、この方策の実施には、以下の点に留意する

必要がある。

（a ）「フィン」の形状、取付け位置、取付角度や

取付け枚数などの決定には、模型船を用いた

水槽試験（プロペラ位置における流場計測試

験から得られる伴流分布など）が必要となる

ことが一般的である。また、特許権も考慮す

ると「フィン」装備に要する費用は製作・取

付費に限っても数百万円のオーダとなる。

（b ）既存漁船のプロペラ・ボスへの「フィン」

の取付けなどの改造では、この種の改造工事

に実績のある造船所による慎重な施工が必要

となる。

例２６：６７5GT型沖合底曳網漁船６５）

（８３６３７に示した例２６と同一の漁船）

水槽試験結果などの検討を経て、従来船に船首

バルブと「フィン」（写真８３７３９参照）を装備した

写真3３2３3 　プロペラ・ボスに取り付けられた 

「プロペラ上流フィン」

左：後方から見たフィンの概略図

※文献10）から転載
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例である。実船試験の解析結果から得られた船首バ

ルブと「フィン」の併用による省エネルギー効果に

ついて、模型試験結果に基づきその比率を勘案すれ

ば、「フィン」のみの省エネルギー効果として、通

常の運航速力（６６ノット）において、従来に比べて

約5％程度の燃料消費量の削減効果が得られた推定

される。

例２７：９99GT型遠洋かつお漁船

（８３６３７に示した例２6と同一の漁船）

文献６６）には、水槽試験結果などの検討を経て、一

定の大きさの船首バルブが装備されていた既存漁船

の船首バルブを改造するとともに、プロペラ・ボス部

に断面が翼型の８枚の「フィン」を装備した場合（写

真８３７３5参照）の省エネルギー効果が報告されてい

る。それによれば、それら改良前後の実船試験の

解析から、計画速力（６８ノット）において、「船首バ

ルブとフィン」を併用した省エネルギー効果（馬力削

減）は、約【7%】と推定されている。なお、模型

試験の解析結果を援用すれば、「フィン」のみによ

る馬力削減効果としては、【８%】程度と推測される。

ここで、写真８３７３5の上図を使って、プロペラの

上流側に取り付けられた「フィン」の効果について

触れる。

当該船のプロペラは、後ろから見て時計回りに

回転する（円の矢印方向）。８枚の「フィン」のう

ち、写真の右側の「フィン」は、矢印のように流れ

を下方から上方へ持ち上げ、すなわち、反時計回り

の流れを作るような形状をしている。中央の「フィ

ン」もやや流れを左側（反時計回り）に曲げるよう

に取り付けられている。一方、左側の「フィン」は、

「フィン」の上面が翼の上面となるように取り付け

られていることから、矢印のように上方から下方へ

下向きの流れを作り出す。

このように、８枚の「フィン」は、主にプロペラ

面の上半分の領域に反時計回りの流れをつくりだす

効果がある。このことにより、プロペラの翼がこの

領域を通過する時には、翼素に流入する周方向の速

度が増す。その結果、プロペラ翼の揚力が増加する

（当該船のプロペラ近傍の流れに対して「フィン」

の形状や配置が適切に設計・施工されれば、抗力の

増加量は小さいと推測される）。すなわち、「フィ

ン」の効果によりプロペラが発生するスラスト（船

写真3３2３4 　「プロペラ上流フィン」の取付状況 

（左側：取付前、右側：取付後）

※文献10）から転載

写真3３2３5　プロペラ上流フィン

　　上図：取り付け前のフィン部分（模型船用）

　　下図：模型船の取り付け状況

　　　左：模型船（プロペラ未装備）

　　　右：後方から見た実船装備状態

　　 ※文献11）から転載。なお、上図中の赤い線は 

説明用に筆者が挿入した。
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を推進する力）が増加することから、「フィン」の

取り付け前後でプロペラの回転数を同一とすれば、

スラストの増加分に対応して船速が増加する。逆に

言えば、プロペラの回転数を下げても同一の船速が

得られることになる。したがって、「フィン」取り

付け後も「フィン」取り付け前と同一の船速で運航

する場合には、プロペラ回転数を下げることができ

ることから、それに見合った推進馬力（燃料消費量）

が削減できる。

「フィン」の効果を得るために、場合によっては、

「フィン」の枚数を増やすことも考えられる。事実、

一般商船では、6～Ｄ枚の「フィン」が取り付けられ

た例もある。しかしながら、「フィン」の枚数を増

やすことは、少なからず船体抵抗の増加をもたらす。

したがって、「フィン」を取り付けたことによる船体

抵抗増加量が、「フィン」によるプロペラ後流の回転

流の損失エネルギー回収効果を上回る場合も考えら

れること、また、取付工事等の費用の観点から、む

やみに「フィン」の枚数を増やすことは得策でない。

「フィン」の枚数、取り付け角度などは、本船の

船型あるいは抵抗・推進性能上の特性、並びにこれ

までに蓄積されたノウ・ハウあるいは模型船を用い

たプロペラ位置における伴流（Noがe２6参照）の計

測試験結果などに基づき決定されている。なお、以

上の例では、「フィン」の高さは、ほぼプロペラ半

径と等しい。

例２８：一般商船への適用例

①６９γ７５５DWｆケミカル船（文献６７））

（Lpp×B×d=６７5m×７５３5m×Ｄ３Ｄm）

水槽試験結果から予測したフレンドフィン（例

２８までに示したプロペラ上流フィンと同じ範疇の

フィンである。）の馬力削減効果は約6%、実船試

験解析からは約7%（ で約８γ5５５ｂｅ付近での減

少率）の馬力削減効果が得られたことが報告されて

いる。そのほか、文献には以下の事項が示されてい

る。

（a ）「フィン」の全抵抗に及ぼす影響は６%以下

であった（模型試験に基づく結果）。

（b ）有効伴流率は、計画速力（ =５３６π、約６８

ノット）付近で、５３８6から５３5６に約９７%増加した。

（c ）推力減少率（ ）は、５３６π5から５３７８5に約７６%

増加（悪化）した。これは、「フィン」自体の

抵抗増加とプロペラ後流の回転流減少による

舵の抵抗増加が原因と推定されている。

その結果、船殻効率（ ）は約６３７6から６３56に増

加した。

 

②L､qき､d Ｓaかeか Caおお､eお（文献６８））

（Lpp×B×D=ππ３Ｄm×６Ｃ３5m×Ｃ３5m）

実船試験解析から、同一船速（約６5ノット、

で約８γ８５５ｂｅ付近）で「フィン」による馬力削

減効果は約6%と推定されている。

実船試験は、ドック後のクリーニング、再塗装後

に実施された。その結果、約６５%の馬力削減効果が

得られた。そこで、類似船の水槽試験結果から船体

クリーニングによる効果を約９%と推定して、「フィ

ン」の効果を約6%と推定している。

以上、第８章で今回取り上げた省エネルギー化方

策については、本来は、漁船建造時の基本設計段階

で十分な検討がなされるべき事項である。しかしな

がら、既存の漁船に適用する場合にあっても、「費

用対効果」も含めた十分な事前検討とそれらに基づ

く適切な設計及び施工が求められる。それらが不十

分な場合には、費用に見合う省エネルギー効果が得

られないばかりか、逆に、燃油の浪費などを招く危

険性もある。

言い換えると、漁船ごとに、また、例え同一船

であっても載荷状態によって、船体周りの流れある

いは抵抗・推進性能（プロペラの特性も含む）など

の特性が異なる。特に、既存船の船体の改造によっ

て省エネルギー化を図る際には、船体性能の特性や

水面下の流れの様子などの現状を正確に診断・分析

して、適切な対処法を見いだすことが不可欠である。

したがって、ここに取り上げた省エネルギー化方策

の実施に当たっては、それらに関連する知識、経験

あるいはノウ・ハウを有する造船所あるいは研究機

関・大学や関係団体などの専門家と相談することが

望ましい。

ところで、第８章に取り上げた各種の省エネル

ギー化方策（漁船船体の改造など）は、主に、漁船
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の平水中（全く波のない海面、あるいはさざ波程度

の極めて静穏な海面状態に相当）の船体抵抗・推進

性能に焦点を当てた改善策であることに留意する必

要がある。

漁船に限らず船舶計画では、船体抵抗・推進性

能のほか、例えば、耐航性能、復原性能（安全性）、

操縦性能など各種の性能について検討され、それら

性能間のバランスのとれた最適な船舶が設計・建造

されるのが一般的であろう。漁船の場合には、この

ほかに漁獲能力や漁獲効率に関係した漁獲性能ある

いは漁労性能とでも言うべき性能についても充分な

検討が求められよう。

このような観点から、本来は、これまでに示した

各種の省エネルギー化方策がそれらの性能に及ぼす

影響について考察することが必要となろう。　

第８章に取り上げた各種の方策（船体の改造など）

がそれら諸性能を大きく阻害する可能性は低いと推

測されるものの、漁船に関しては、ここに紹介した

方策が船体抵抗・推進性能以外の性能に及ぼす影響

に関する知見は乏しく、それらの検証については今

後の課題として残る。

また、これまでに示した多くの事例の省エネル

ギー効果（「削減率」）の推定は、一部の例（長期操

業航海のデータ解析に基づく結果）を除き、改造前

後の６日程度の短期間かつ比較的穏やかな気象海象

条件下の海上運転成績の解析に基づく結果である。

漁船は、大なり小なり波浪や風などが存在する海洋

環境下で、航行あるいは操業することが一般的であ

る。したがって、本来は、波浪中の環境下において

も有効な省エネルギー化方策とすべきであろう。そ

のためには、まず、それと密接に関連する波浪中の

特性、特に、抵抗増加（Noがe２６５、並びに７３６の

Noがe２7（本誌６６Ｃ号）参照）と第８章で取り上げた

船体の改造を伴う省エネルギー化方策との関係につ

いて考察する必要があろう。

しかしながら、漁船については、平水中の船体性

能（抵抗・推進性能など）に比べて、波浪中の船体

性能（船体運動、抵抗増加、波浪中の推進性能、安

全性能など）に関する研究は充分とは言い難い。こ

のため、第８章に示した省エネルギー化方策が漁船

の波浪中の諸性能に及ぼす影響の評価あるいは有効

性の検証については、今後の研究課題のひとつとし

て残る。  （※山越　康行）

※Noがe２６：代表的な付加物の例（文献６９）から引

用）

船体には、多くの付加物があるが、それらを機能

的に分類すると、大凡次のようにまとめることがで

きる。

６． 動揺軽減：ビルジキール、縦揺れ・横揺れ制

止フィン（固定式・可動式）等

７． 旋回操縦：舵、サイドスラスター開口等

８． プロペラ軸支持：ボッシング、シャフトブラ

ケット、プロペラ紬、ストラット等

９． 水中音響計測：ソーナードーム、音響測深機

等

5． 推進性能改善：A．ｆ３フィン、リアクション

フィン、HZノズル、MIDｂ等

6． その他：シーチェスト（海水吸入口）、排水用

開口等

このような付加物のまわりの流れは、船体やプ

ロペラと干渉してかなり複雑なものになっているこ

とが多く、本来の機能の他に船の流体力学的性能に

色々な影響を及ぼしている。例えば、付加物による

船体抵抗の増加、付加物まわりの流れに起因する振

動・騒音・キャビテーションの発生等の問題がある。

（以下、省略）

※Noがe２７：船体の改造、並びに船体付加物の改善

後の運航方法

第７章でも述べたように、船体の改造や船体付加

物の改良・改善により、船体抵抗が軽減された場合

であっても、例えば、改良後も従来と同じ主機関回

転数で運航すると省エネルギー効果はほとんど得ら

れない。したがって、省エネルギー効果を得るには、

船体の改造や付加物の改善後には主機関の回転数を

下げて、改善前とほぼ同じ船速で運航することが肝

要である。

※Noがe２８：抵抗（抗力）係数

抵抗（抗力）係数は、一般的に、次の式で定義さ

れる。

　　

：物体に働く力（抵抗あるいは抗力）

：流体の密度

：流れの方向に対する物体の投影面積

：流体の速度
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この定義式は、第７章で述べた船の全抵抗係数（例

えば、（７３６３６５）式）と同一である。船の場合には、

海面上を航走することにより造波抵抗が生ずるため、

通常の船速範囲では、船速により抵抗係数は変化し

て一定の値とはならない。

一方、水中に存在する物体に流れが当たる場合、

あるいは水中を物体がある速度で進行する場合に

は、極めて水面に近い水中を除き、物体に働く抵抗

は、流体の粘性による粘性抵抗と物体表面の圧力変

化に基づく圧力抵抗が主な成分となる。また、レイ

ノルズ数（ ）（Noがe２９参照）がある値を越える

と、抵抗係数はほぼ一定の値となる。以下に示す図

８３７３6あるいは便覧などに記載されている抵抗係数

は、特段の注意書きがない限りこの一定となった値

である。

抵抗係数の値は、例えば、文献６5）など各種の便覧

などに掲載されている。ここでは、船体付加物の形

状と抵抗係数の関係をイメージして、平板に取り付

けられた物体の抵抗係数が示された例を図８３７３6に

示す。この図からも明らかであるように、流れの方

向に対して細長い、あるいは流線型の形状を有する

物体の抵抗係数が小さいことが分かる。

なお、実際に、物体に働く力の大きさは、物体が

置かれている周辺の流れの速さ、あるいは物体の大

きさなどに関連している。加えて、船体付加物の場

合には、船体に取り付けられていることから、付加

物に働く力（抵抗）は、その設置位置における船体

の境界層（Noがe２5参照）の厚さとも関連している。

※Noがe２９： （レイノルズ数）（文献６7）から引

用）

レイノルズ数は、次式で定義される。

　　

  ：流体の速度

  ：物体の代表長さ

 ：動粘性係数

  ：流体の粘性係数

  ：流体の密度

静水や海水は、水飴に比べて粘りが無く、一見さ

らさらしているように見えるが、一定の粘り気があ

る。そのような粘る性質を粘性と呼び、粘性の程度

は粘性係数（粘度、あるいは粘性率と呼ばれること

もある）で示されるのが一般的である。粘性係数は、

流体や温度によって異なり、粘っこい流体ほど粘性

係数が大きい。

ちなみに、常温における水の粘性係数は６３５cｂ、

空気は５３５６Ｄcｂ（センチ・ポアズ：ｂはｂo､かe（ポア

ズ）を表す。１センチ・ポアズ=６４６５５ポアズ、単

位  ）であり、水は空気に比べれば約56

倍も粘っこい流体と言える。

レイノルズ数は、７３６のNoがe２６（本誌第６６Ｃ号、

ｂ６π）で解説したフルード数と同様に、船の摩擦抵

抗などを論ずる場合の重要なパラメータのひとつで

あり、レイノルズ数が等しければ、物体に対する粘

性の働きが相似となる。

円柱について実施された実験例（レイノルズ数

により抵抗係数の変化）のひとつを以下に示す。図

８３７３7に示すように、レイノルズ数が７×６５８以下で

は、抵抗係数はレイノルズ数の増加とともに減少し、

これを超えて６３6×６５９まではやや上昇するが、６３6×

６５９から６３Ｄ×６５5までは抵抗係数はほぼ一定で、その

値は６３７を示している。

ところが、レイノルズ数が７×６５5から5×６５5の範

図3３2３6 　平板に取り付けられた物体の形状と抵抗

係数（右側の数値）の一例

（文献16）から転載）
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囲では、抵抗係数はほとんど突然に６３７から５３８まで

低下し、これ以上のレイノルズ数ではほぼ一定を

示している（図８３７３7参照）。レイノルズ数が、７×

６５5から5×６５5までの突然の変化は、物体前部の境界

層の性質が変化することに関連していることが確か

められている。即ち、レイノルズ数がある値以下で

は境界層は層流であるが、この値を越えると乱流に

遷移する（図８３７３8参照）。

抵抗が急激に変化するレイノルズ数は、境界層の

遷移に対応しており、これは表面の粗さ、また流れ

の中にある乱れの程度によって変化する。このこと

から、レイノルズ数が充分大きければ、生成した渦

による粘性への影響がほとんど現れないので、抵抗

係数は一定とみてよい。速度が極めて低い時は、発

生した渦は物体表面に付着しているが、速度がある

程度以上になると、渦が物体より離れて、流れの相

対速度よりも低い速度で後方へ運動していく。この

時、渦は物体の左右から交互に互い違いに離れ、物

体の後に互い違いに並んだ規則的な渦の列になる。

これをKテおmテnの渦道（Voおがeぐ Sがおeeが）と呼ぶ。

（以上、文献６Ｃ）から引用）

このように、レイノルズ数により抵抗係数の値

は変化するが、レイノルズ数がある値以上になると

抵抗係数はほぼ一定の値と見なせる。図８３７３6には、

その値が示されている（その値に対応したレイノル

ズ数が明示されている場合もある）。

※Noがe２5：境界層（文献６7）から引用）

流体に粘性があると、物体の表面に近い流線の

上では、粘性の作用によって速度が低下する。水と

空気のように、粘性の小さい流体中を大きな物体が

運動する時は、速度が極めて低い場合を除いて、粘

性の作用は物体表面に接した極めて薄い層の内部

においてのみ著しい。この層を境界層Boきndaおけ 

Laけeおと呼んでいる。この境界層の外側では、粘

性の作用は殆ど現れず、流体はあたかも粘性が存在

しないかのように運動する。

※Noがe２6：伴流（有効伴流率）（文献６7）から引用）

船が水中を進んでいく際、船体によってそのま

わりの水に運動が起こされる。このように、船体の

進行に伴って、その周囲に起こされる流れを伴流

Wakeと言う。この伴流について、船の進行方向

と同じ向きは正plきか、反対の向きを負m､nきかとする

流れと定義する。（途中略）

伴流の強さは、勿論、場所によって異なり、その

方向もいろいろ変化する。しかし、推進上、最も重

要なものは、プロペラの位置における伴流の強さで

ある。これも、プロペラ円盤ｂおopelleお D､かcの上で

は一様ではない。一般的には、伴流の強さは船体表

面に近いほど大きく、また、船体の後方では船体中

心面上で最大である。

　（途中略）

ピトー管（ｂ､がoが ｆきbe）、翼車型流速計などの適

当な流速計を用いて、測定した推進器位置におけ

る流速からその平均値によって定義した値を、公

称伴流（Nominal Wake）と名付ける。一方、模

型自航試験によって得られたプロペラの性能を、

単独試験の結果と比較して求めた値を有効伴流

（Efecがive Wake）と名付ける。

船速を（ ）、プロペラ流入速度を（ ）、有効伴

流を（ ）とすると、有効伴流係数（有効伴流率

と記述されている文献もある）は次式で与えられる。

　　

図3３2３8　層流と乱流の様子（概念図）
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図3３2３7　レイノルズ数と円柱の抵抗係数

（概要を示す模式図）
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※Noがe２7：プロペラ及びその近傍の改良・改善に

よる省エネルギー化方策

一般商船を中心に、プロペラ及びその近傍の改良

改善による省エネルギー化対策として、各種の方法

が考案されている。その主な対策を機能的に分類し

た資料を表８３７３８に示す。

８３７３８に取り上げたプロペラの上流フィンは、主

に、表８３７３８の８（回転流の回収）に相当する省エ

ネルギー効果を期待している。また、プロペラの後

流域、例えば、舵にフィンを取り付けた例もある

（Noがe２9参照）。なお、表８３７３８中の用語「プロパ

ルサー」とは、推進器の総称である。一般的には、

プロペラを指すと考えて良い。

※Noがe２8：プロペラ荷重度とプロペラの各種エネ

ルギー損失

プロペラ運動量理論による理想効率（ ）と実

際のプロペラ効率（ ）との差を、回転流、翼型

抗力などによるエネルギー損失によって説明した例

を図８３７３9に示す。

この図は、B９δＣ５シリーズのプロペラに関する試

験結果であるが、プロペラ効率と各種のエネルギー

損失に関する一般的な傾向と見なして差し支えない。

図中の①―②が回転流によるエネルギー損失量を

示す。この回転流による損失率は、高荷重度（図の

右側）の領域で６７～６９%程度、低荷重度の領域（図

の左側）でπ～６６%程度である。この図から明らか

なように、プロペラ荷重度がプロペラ効率に及ぼす

影響が最も顕著である。なお、回転流によるエネル

ギー損失を全て回収することは不可能であることか

ら、フィンなどによるエネルギー回収効果は、高々

【5～7％】程度と推測される。

※Noがe２9：リアクションフィン（文献７５）から引

用）

リアクションフィンは、プロペラの前方又は後

方に固定したフィンを設け、プロペラによって生ず

る回転流と逆の向きの回転流を生じさせることによ

り、プロペラ後流の回転エネルギー損失を回収する

ことを目的としたdeぎ､ceである（Fig３６）。この原

理は、古くから知られており、わが国でも大正の末

期ごろから、コントラプロペラと呼ばれて実用に供

され、所期の効果を発揮したことが報告されている。

 ・・（途中略）・・

リアクションフィンによってプロペラ後方の回転

エネルギーは回収されるが、フィン自体の抵抗分だ

け船体抵抗は増加する。プロペラによって生ずる回

転流のすべてを静翼のリアクションフィンによって

回収しようとすると、フィンの迎角が過大になり抵

抗が増加する。また、フィンの取付位置は、流速の

小さい場所の方が、フィン自体の抵抗は小さくなる。

表3３2３3　省エネプロパルサーの機能的分類（文献18）から引用）

　図3３2３9 　プロペラの荷重度とエネルギー損失

（文献19）から転載）

修正― 表 ※参考

 

機  能 体的作用 省エ ロ サ 例
荷重度 低減 低回転大直径 ロペ
粘性抵抗 低減 小展開面積比 ロペ
回転流 回 重 転 ロペ
外的要因 回避 Supercavitating Propeller

船尾 ン
ション

伴流利得を増加させ 船尾 ン
3 ロペ 効率比 改善 コス

ロ サ 単独 効率増加
を目的 す

船体抵抗 減少や自航要素
改善を目的 す

1 船体や舵 抵抗を低減

Table 省エ ロ サ 機能的分類
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したがって、肥大船のプロペラ前方に適当な迎角の

リアクションフィンを取り付ければ、上述のプロペ

ラ荷重度が大きいことと合わせて、充分な効果が期

待できる。これらを総合的に検討して開発されたリ

アクションフィンで模型実験及び実船試運転にお

いてＣ～Ｄ％の馬力節減が達成されている（文献７６））。

（以上、文献７５）からの引用）

このように、８３７３８　プロペラ前方に取り付けた

フィン（図８３７３６５の中段（ｄeacが､on Ｒ､n Ｒoおくaおd 

ｂおopelleお）に示されたケースに該当）として紹介

した漁船への適用は最近の出来事であるものの、一

般商船では６πＤ５年代に既に採用された省エネルギー

のひとつである。なお、リアクションフィンを装備

してＣ～Ｄ％の馬力削減が達成された対象船は、文献
７６）によると「Bきlk Caおお､eお」である。

※Noがe２６５：波浪中の抵抗増加

船の波浪中の特性の概要については、第７章に示

した（７３６のNoがe２7（本誌第６６Ｃ号）を参照のこと）。

さて、船首部がBlきnがな船型（船首部の先端が丸

みを帯びた鈍い形状の船型。漁船の船首部もこの範

疇に入る船型が多い）の波浪中の抵抗増加（ ）

を推定する方法のひとつに（８３７３６）式を用いるこ

とがある（例えば、文献７７））。

････（８３７３６）

： 船体運動と船体による波の回折に基づく

抵抗増加

：船首部からの波の反射に基づく抵抗増加

８３６の例２７に示した「船首部のバルブの上部に取

り付けた楔型の構造物」は、（８３７３６）式で示され

る抵抗増加のうち、主に向い波航走状態の短波長域

（船長に比べて短い波長の波）における （船

首部からの波の反射に基づく抵抗増加）の減少をね

らった改善策のひとつと言えよう。

詳細は別の機会に譲るが、以下に、船舶の平水中

と波浪中の性能の関係について補足する。

「最適」の定義など評価指標をどのように設定す

るかによるものの、例えば、船舶の省エネルギー化

の観点に限っても、「平水中で最適な船型が、波浪

中において必ずしも最適な船型とは言い難い」とす

るのが、今日の一般的な考え方であろう。

その主な理由としては、以下のことが考えられる。

（a ）平水中の船体性能（抵抗・推進性能）の良

否は、主に船体水面下の長さ方向の流れや形

状に左右される。これに対して、波浪中の船

体性能の良否は、主として船体の断面の深さ

方向の形状、あるいは水面上の形状にも左右

される。

（b ）波浪中の船体性能、特に、省エネルギー化

に直接関与する波浪中の抵抗増加は、平水中

の船体性能に関与するパラメータのほかに、

船体運動の大きさに関与する多くの要素が関

与する。

８３７の参考文献など

６）H７６年度「省エネルギー技術導入効果実証試

験事業」報告書、ｂ７55、海洋水産システム協会、

H７７３８

７）「漁船の船体付加物の改良による省エネ技術の

開発」：研究の栞、（独）水産総合研究センター

水産工学研究所、漁船工学グループ：川島敏彦・

三好　潤、７５５πδ６6

　図3３2３10 　プロペラ前方及び後方リアクション

フィン（文献21）から転載）
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８）H７６年度「省エネルギー技術導入効果実証試験

事業」報告書、海洋水産システム協会、ｂ７5９及

び７6５、H７７３８

９）「次世代型遠洋まぐろはえ縄漁船の開発」報告

書：日本かつお・まぐろ漁業協同組合、H６6δ６Ｄ

5）「船底装備の突出送受波器の抵抗の水槽模型試

験」：葉室親正、漁船７８９、ｂＣＣ～Ｄ８、ｅ56３Ｄ

6）「漁船の送受波器カバーの流力特性と省エネ形

状」：研究の栞、（独）水産総合研究センター水

産工学研究所、船体研究チーム・三好　潤、漁船

工学グループ・川島敏彦、７５６５δＤ

Ｃ）「船体付加物の省エネ改造と回流水槽での操縦

性能実験の検討」：研究の栞、（独）水産総合研

究センター水産工学研究所、漁船工学グループ・

三好　潤、７５６６δ６８

Ｄ）「スキャニングソナー船底凹部の航走時にお

ける抵抗計算」：草間喜代松、内部検討資料：

（有）東京漁業技研、ｅ5９３6

π）「舶用小型ディーゼル機関の冷却水取り入れ口

部品形状の調査研究」：吉村　強、Ｒｄｂ漁船７８Ｃ、

ｂπ～７５、H６７３Ｃ

６５）H６Ｄ年度「省エネルギー技術導入効果実証試験

事業」報告書、海洋水産システム協会、ｂ７５６～

７６6、H６π３８

６６）H７６年度「省エネルギー技術導入効果実証試験

事業」報告書、海洋水産システム協会、ｂ８８Ｃ～

９８π、H７７３８

６７）「省エネルギー装置“フレンドフィン”の有効

性について」：浅海友弘ほか、日本船舶海洋工学

会講演会論文集、８、ｂ７6６～７6９、H６Ｄ３６６

６８）「中小型船用プレスワール系省エネ装置“フレ

ンドフィン”装着船の就航実績について」：玉島

正裕ほか、日本船舶海洋工学会講演会論文集、９、

ｂＤＣ～ＤＤ、H６π３5

６９）「船体・船体付加物まわりの流れと流体力」：

岡村尚昭、船体まわりの流れと流体力（第８回推

進性能研究委員会シンポジウム）、ｂ７6５、日本

造船学会、H６３Ｃ

６5）関西造船設計便覧（第８版）、関西造船協会編、

海文堂

６6）Ｒlき､dδDけnam､c Dおag（ｂおacが､cal  Infoおmaが､on 

on  Aeおodけnam､c  Dおag  and  Hけdおodけnam､c 

ｄeか､かがance、ｅ３Ｒ３Hoeおneお、ｂ5δＤ、６π5Ｄ

６Ｃ）「丸尾孟教授の船体抵抗推進論」：丸尾孟教授

の教科書刊行の会、H７６３π

６Ｄ）「第Ｄ章　省エネプロパルサー」：佐々木紀幸、

次世代船開発のための推進工学シンポジウム（第

９回推進性能研究員会シンポジウム）、日本造船

学会、ｂ７９5、６ππ６

６π）NａNδCａNｈENｆIａNAL  ｂｄａｂｇLｅIａN 

DEｈICE：Ｖ３D３ぎan Manen、第７回舶用プロペラに

関するシンポジウム、ｂ６７Ｄ（Ｒ､g３６）、ｅ９Ｄ３６６

７５）「省エネルギー船のための要素技術」８３７３７　リ

アクションフィン：谷林英毅、日本造船学会誌

6８７、ｂ９８～９９、ｅ5Ｃ３７

７６）Deぎelopmenが of ｄeacが､on Ｒ､n aか a Deぎ､ce  foお 

Impおoぎemenが of ｂおopきlか､ぎe ｂeおfoおmance of H､gh 

Block Coeff､c､enが ｅh､pか､Ｗ３ｆakekきmaγeがc、造論

６5５、ｂＣ９～Ｄ９、６πＤ６

７７）「第5章　波浪中推進性能試験」：新谷　厚・

他、船型開発と水槽試験、日本造船学会・試験

水槽委員会第６部会シンポジウム、ｂ６Ｄπ～７６７、

ｅ5Ｄ３７
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