船舶摩擦抵抗低減のための翼型気泡発生装置に関する研究＊
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Installation of hydrofoils to ship wetted surface enables bubble generation to be realized with
power consumption much lower than conventional bubble generators. With help of this principle, net
effect of frictional drag reduction for ships can be improved. We have already obtained around 10%
net power-saving efficiency for a cargo ferry throughout about half a year. The power-saving has a
large potential to be improved more by considering multiphase fluid dynamics in terms of the
hydrofoil-water-air triple interaction. This paper presents the principle of the bubble generation, the
estimation of net power-saving, and the flow structure visualized by experimental and numerical
approaches.
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1. 緒
言
船舶の抵抗低減は，海運における省エネルギー化技術の

用によって，実船において正味省エネ率を 10%程度に維持

主要課題の一つとして，今日まで歴史的に多くの研究が遂

する結果(8)を得た．図1(a)は実際に船舶に利用した翼の外観

行されてきた．例えば造波抵抗や形状抵抗は船体形状の改

写真で弦長が40 mm，幅が240 mm である．同図(b)は試験

善により著しく軽減された．しかし摩擦抵抗については改

対象とした 3 隻の船舶のうちニューフェリー美咲(68 m)の

善が進んでいない．このような中，摩擦抵抗低減法として

写真である．このフェリーでは半年間を通した実験による

微細気泡を船体表面の境界層内に混入する方法に期待が寄

燃料消費率から，潮流や気象など全ての条件を平均して9%
の正味省エネ率を得た．これは翼一つ当たり約8kW の省エ

(1)

せられている．この手法は 1973 年に最初の実験が文献 で

ネルギー効果をもたらしていることになる．

(2)

発表されて以来，35 年以上もの間，流体力学的機構 から
海洋での実用化可能性(3)に至るまで，様々な観点で研究が遂
行された．特に乱流境界層の内部構造が気泡によってどの
ように変調してレイノルズ応力分布が変化するかについて
は，大規模 DNS 解析(4)や PIV 高精細計測(5)の投入により最
近 5 年間で急速に答えが判明してきている．一方，船舶で
は微細気泡を発生させるために余分な動力を消費すること

(a) Hydrofoil

が懸念されている．例えば摩擦抵抗低減で船体軸動力が

(b) Test Vessel

Fig. 1 Hydrofoil and test vessel for examining drag reduction

10%節減できたとしても気泡発生動力に 5%以上を使うと，
正味省エネ効果率は半減する．発生する気泡が大きめの場

図2 は一般貨物船(Filia Ariea, 85m)において本原理による

合では正味省エネ率が負に陥ることがある(6)．

気泡発生の有無による軸動力の変化を船速の関数として計

本研究では水中の翼がもたらす圧力場の作用を使って，

測したものである．試験された船速域で 10%の正味省エネ

(7)

大気からの空気誘導を可能とする技術を提案した ，この応

率が得られた．なお図中の写真は船側部における翼型気泡
発生装置の取付の様子である．取付位置は船体表面の流線
＊
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解析から，幅広く気泡が船体表面を覆うように決定された．
なお使用した翼は現時点で二相流用に最適化されておらず，
気泡発生性能のさらなる向上に向けて大きな可能性が残さ
1

れている．そこで本報では，気泡発生用の翼性能を見積る

の条件を満たす翼であれば，翼利用による気泡発生動力節

簡易理論，上部に自由界面をもつ翼まわりの流れの数値解

減効果が得られる．ここでL は翼弦長，h はボイド層厚さ，

析および可視化実験について述べる．これらから水中翼型

は翼迎角である．要するに，翼の揚抗比にボイド率が融合

気泡発生装置の基本的な作動原理を明らかにする．

した条件で気泡発生翼性能が記述される．さらに式(3)から
完全に無動力条件W=0 が実現するのは，
船速U が次の臨界
速度UC を超えたときであることが導かれる．

UC 

2 gH  
L
CP  CD sin 
h

(5)

例えばNACA65-410 翼の揚抗力データを用いて推算すると，

でCP=1.50, CD=0.015 より，式(5)において例えばH =2
～5m, ，L= 50 mm, h=20 mm の場合では，UC=5.3～8. 5
m/s となる．
フェリーや貨物船など船舶の多くでこの帯域に
近い船速をもち，本原理が実船条件によく適合することが
説明できる．なお船体曲率作用，空気配管圧力損失，気泡
圧縮による熱的損失など詳細な補正計算については本報で
は省略する．
3. 流 動 構 造

Fig. 2 Reduction of shaft power for air bubble injection

図3 に翼による水面変動の模式図を示す．迎角ゼロでは
2. 理
論
体積流量 Q の空気を水面から深さ H まで圧送するとき

界面に 1 対の僅かな凸凹が生じ(a)，迎角を与えるとそれが

必要な動力はWo=gHQ（ここでとg は水の密度と重力加

と(c) のように空気が誘導される．これは壁面と翼の隙間δ

速度）である．水中翼を利用すると必要動力は次式になる．

を通過する水が翼上面に沿って流れることで，その下流に

W  WO  WL  WD ,

拡大する(b)．船底や船側に適用し空気導入部を設けておく

空気の通路が確保されるためである．また下流において空

(1)

気膜が乱流せん断力で分裂し，空気が気泡群として主流と

ここで WL は翼がもたらす減圧作用による送気動力節減分，

ともに流されることで，通路には一定の空気流量が生じる．

WD は翼の抗力に伴う船体の動力損失で，

1
WL  CP  U 2Q,
2

1
WD  CD  U 3 A
2

(2)

と記すことができる．U は水の翼への流入速度(船の対水速

(a) parallel to surface (b) angled to surface (c) air induction

度にほぼ等しい)，A は翼の投影面積， CD とCP とは翼の抗

Fig. 3 Interaction between a hydrofoil and above water surface

力係数と翼上面の圧力係数低下値である．気泡の体積流量
Q は形成される船底ボイド層の垂直断面積B と層内平均ボ

下流において実現する気泡直径dはせん断歪み速度で定

イド率を使ってQ=U と書けるから，必要動力は，


1
A  
W   B  gH  U   CP  CD  U 3 
2
B
 


義された臨界ウエーバー数，
2

U 2d  d  dU   d 3U 2

We f 
d 

  dy 
 t2

(3)

(6)

で与えられる．すなわち，必要動力は船速 U とボイド率

から推定可能である．ここで は気泡の表面張力，dU/dy

の関数となる．括弧内第2 項は翼がもたらす成分でありU 3

は気泡まわりの液体のせん断歪み速度，
右辺近似式のt は速

に比例するため高速域で大きな効果を生む．その寄与方向

度境界層厚さである．臨界ウエーバー数を Wef =10 とすれ

が負となれば，すなわち，

ば，下流で到達する気泡直径はU=8～10 m/s でd =1 mm 程

CP 

A
L
CD  CD sin 
B
h

度と見積られる．しかしこの微細化が理想的に進行するか

(4)

どうかは，翼によって形成される初期の界面形状にどの程
2

度の乱れがあるかに依存している．即ち，翼のレイノルズ

時からの変化の詳細は，式(5)の Cp と CD に影響を与える要

数と，界面の砕波を支配するフルード数に依存する．そこ

因として重要であり，今後の翼の最適設計化の課題として

で基本的な界面挙動を確認するため数値解析と可視化実験

進める予定である．

を行った．
4. 結

言

微小気泡による船舶摩擦抵抗低減法において懸案であ
った気泡発生のために必要な動力を大幅に節減する技術を
提案した．それは翼上部の減圧効果を利用して大気中の空
気を船底に誘導する方法である．複数の海洋での実験試験

Fig. 4 Water surface behavior above four different hydrofoils

で約 10%の正味省エネ率が得られ，本報ではその簡易理論
図4 は静止水槽内で翼弦長L=100mm の翼を水面下 =20

から，本気泡発生技術が実船での条件によく適合すること

mm で水平に移動させたときの界面の写真である．を代

を示した．またフルード数の大きな慣性支配条件での可視

表長さとして定義されるFr 数は1.8～2.3 で，重力に対して

化実験と数値解析から，自由界面が翼の上部を沿って流れ

慣性力が上回る条件となっている．この条件では翼を沿う

下流で凹みを形成することを確認した．

水流が翼表面から剥離せず，下流に界面の凹部をもたらす

今後，自由界面や気泡を近傍にもつ二相流としての翼性

ことが確認できる．界面の乱れや砕波は Re 数と Fr 数の両

能，ならびに下流での気泡微細化を決定する支配因子につ

因子に支配されるため，より広範なパラメータスタディを

いて調査を発展させ，翼の最適化を進めることでさらなる

実施する必要がある．

正味省エネ率向上を目指す．
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Fig. 5 VOF-coupled Navier-Stokes simulation of water surface
図5 はVOF 法による水面の解析結果で，
図3 の(b)(c)に対
応する N-S 方程式解である．ただし非定常現象であり，流
れが十分に発達した状態での瞬間の構造を示している．解
析条件は，実船を想定して Fr=20 とし，物性値は気液密度
比が 0.00125, 粘性比は 1/100 とした．設計原理どおり翼下
流での凹みが得られ，壁面からの空気導入が実現すること
が示された．なおこれより下流での界面挙動や，翼スパン
方向の三次元性，翼表面の突起による初期界面擾乱の発生
など，今後，様々な観点で翼性能の調査が可能である．特
に，翼上部に界面や気泡群をもつときの揚抗力特性の単相
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