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1. 緒 言 
化石燃料を使用することで排出される CO2が，地球温暖

化など地球規模の環境問題を引き起こす一因になっており，

持続的低炭素社会の実現が世界的に求められるようになっ

てきた。船舶においても例外でなく，国際海運が世界全体

の CO2排出量の約 3%を占めていることもあって，CO2削減

はエネルギーコストの削減といった従来のニーズを超えて，

社会的な使命になりつつある。船舶の CO2削減を達成する

には，船舶の省エネ化が必須である。 
船体抵抗を減ずる方法として空気潤滑による研究が進め

られ 1), 2) 実船も建造されつつある。しかし，これを実現す

るには気泡を船底に送り込む強力なブロワーが不可欠であ

る。このため，実質の馬力低減は，空気潤滑によるエネル

ギー低減からブロワーのエネルギーを差し引くことになり，

折角の空気潤滑の効果も半減することになる。そこで本研

究では，空気潤滑の新たな手法として，動力を用いずパッ

シブに空気泡を放出する方法を具体化し，空気放出の実証

および抵抗低減効果の可能性について実験的に検討する。 
基本コンセプトは，Fig.1に示すように，船首部から船底

に抜けるダクトを設け，このダクトの中央付近をベンチュ

リー管のように絞り込み，船首から取り込んだ水流を加速

して低圧化。動力を使わず空気を吸い込ませ，船底から気

泡を含んだ水流を放出して船体抵抗低減を実現しようとす

るものである。 
 

 
Fig.1 Conceptual scheme of passive air lubrication system. 
 

2. 空気放出用ダクトの基礎実験 
ダクト内で低圧化する原理はベルヌーイの法則であり，

ダクト内の抵抗を無視してこの部分の圧力低下を h0 なる

ヘッドで表すと(1)式となり，このヘッド降下量が静水圧
のヘッドを超えるようにダクトの断面積を絞れば空気吸

い込みが発生することになる。 
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ただし，U：流入速度（＝船速） 
    u：絞り部分の流速 

α：インレットの断面積／絞り部分の断面積 
g：重力加速度 

しかし，ダクト内の抵抗（管内ロス）などにより，絞り部

分の流速が理論計算のように速くならず，実際のヘッド下

降量は，(1)式の理論ヘッド下降量 h0より小さくなると予想

される。また，ダクトの絞り部分で空気を吸い込むことが

できてもこの気泡流が船底まで到達して放出できるかは解

決すべき問題が多い。そこで，まず，ダクト単独状態につ

いて回流水槽を使って基礎的な実験を行った。 
 

2. 1水平ダクトの場合 
まず，ダクト形状が水平で，インレットの中心線とアウ

トレットの中心線が同じ水深にある状態で，どの程度の圧

力の低下が見込めるのかについて調べた。ダクトの形状は

ベンチュリー管を参考に，絞り部分からアウトレットまで

徐々に拡散する円錐状とした。ダクトの形状と要目を

Table 1 に示す。絞り部分の断面積は双方ともインレット
断面積に対して 1/2.99(α=2.99)とした。ダクトの水深は，
中心で 70mmとした。 

 
Table 1 Dimension of horizontal duct. 

インレット内径 Di mm 83 
アウトレット内径 Do mm 83 
絞り部内径 d mm 48 
断面積絞り比 α  2.99 
ダクト曲げ角度 θ ° 0 

全長 L mm 453 

φ83φ48φ83

H=70

 
 

実験結果を Fig.2に示す。横軸が回流水槽の流速，縦軸がダ
クト絞り部分のヘッド降下量であり，空気吸い込み管の水
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位低下で計測した。このダクトでは(1)式の理論値 h0に対し

て 33% (ヘッドロスが 67％)であり，回流水槽の流速が
0.6m/s を超えると，絞り部分上面の水深より低下して空気
吸い込みが発生し，混入した空気をアウトレットから放出

することを確認した。 
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Fig.2 Measured head reduction by horizontal duct. 

 
 このダクト形状で，ダクト全体の内径を小さくした場合

のレイノルズ数影響について調べた。その結果，ヘッドロ

スが 73%に増加することが計測された。この変化をインレ
ットの内径に対するレイノルズ数に対して表示したのが

Fig.3であり，概ねシェーンヘルの摩擦抵抗係数に比例した
結果になっている。これから外挿すると，実船を想定した

ダクトのヘッドロスはかなり低減することが期待できると

思われる。 
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Fig.3 Head loss of horizontal duct. 

 
2. 2角度 30°で下方へ放出する場合（放出面が鉛直） 
ダクトの絞り部後方を下方に曲げ，放出面を鉛直にカッ

トしたダクト模型で実験を行った。ダクトの曲げ角度は

30°とし，アウトレットの上端がインレットの中心線から
130mm下方とした。ダクトの形状と要目をTable 2に示す。  

 
Table 2 Dimension of 30°down ward duct (vertical cut) 
インレット内径 Di mm 83.0 
アウトレット内径 Do mm 83.0 
絞り部内径 d mm 48.0 
断面積絞り比 α  2.99 
ダクト曲げ角度 θ ° 30 

全長 L mm 130 

φ48

φ83

φ83

30°

100

130

H=70

 

実験結果を Fig.4 に示す。計測したヘッド降下量は理論
値の 24% (ヘッドロスが 76％)であった。なお，このダク
トでは，回流水槽の流速が 0.7m/s を超えると空気吸い込
みが発生し，混入した空気は，気泡となって 130mm下方
のアウトレットから放出することを確認した。 
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Fig.4 Measured head reduction by 30°down ward duct. 

(Outlet is vertically cut) 
 

2. 3角度 30°で下方へ放出する場合（放出面が水平） 
前節のダクトの放出面を水平にカットしたダクト模型

で実験を行った。ダクトの形状と要目を Table 3に示す。 
 
Table 3 Dimension of 30°down ward duct (horizontal cut) 
インレット内径 Di mm 83.0 
アウトレット内径 Do mm 83.0 
絞り部内径 d mm 48.0 
断面積絞り比 α  2.99 
ダクト曲げ角度 θ ° 30 

全長 L mm 130 

φ48

φ83

φ83

30°

166

130

H=70

 
 
実験結果を Fig.5 に示す。このダクトでは理論値に対し
て 17% (ヘッドロスが 83％)と大きく減少する．回流水槽
の流速が 0.8m/sを超えると空気吸い込みが発生し，また，
混入した空気は，130mm 下方のアウトレットから放出す
ることを確認した。 
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Fig.5 Measured head reduction by 30°down ward duct. 

(Outlet is horizontally cut) 
 

2. 4角度 45°で下方へ放出する場合（放出面が水平） 
前節のダクトの曲げ角度を更に大きくして 45°とし，ア
ウトレットの上端がインレットの中心線から 145mm下方
とした。ダクトの形状と要目を Table 4に示す。インレッ
トの水深は若干浅くし，55mmとした。 

104 105 106 107 
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Table 4 Dimension of 45°down ward duct (horizontal cut) 
インレット内径 Di mm 83.0 
アウトレット内径 Do mm 83.0 
絞り部内径 d mm 48.0 
断面積絞り比 α  2.99 
ダクト曲げ角度 θ ° 45 

全長 L mm 145 

φ48

45°
φ83

φ83

126

145

H=55

 
 
実験結果を Fig.6 に示す。有効ヘッドは理論値のわずか

11%にまで低下した。これは，曲げによる運動量損失など
が増加したことが原因と思われる。 
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Fig.6 Measured head reduction by 45°down ward duct. 

(Outlet is horizontally cut) 
 

2. 5 ダクト単独実験のまとめ 
種々のダクト形状に対し，計測されたヘッドロスは Fig.7
のようにまとめられる。水平ダクトの場合に最も効率が良

く，続いて 30°の角度で水流を降下させたでアウトレッ
トを鉛直切りとした場合，そして水平切りの場合の順に増

加する。また，降下角度を 45°にした場合のヘッドロス
は大きく有効なヘッドは理論値の 1/10程度しかない。 
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Fig.7 Summary of head loss of duct. 

 
 このようにヘッドロスが大きい原因は小さなダクト模型

実験に原因があり，実船の Reを想定すると上記の半分以下
になると期待できる。また，ダクトの降下角度を一定にし

て，降下量を 145mm，170mm，195mmと変化させた実験結
果は紙面の都合から割愛したが，計測されたヘッドロスの

値に大きな変化は見られなかった。 
 なお，いずれのダクトにおいても，ダクト内に空気が吸

い込まれると，下方のアウトレットから確実に放出するこ

とが確認できた。 

3. 簡易模型船による実験結果 
 前述の実験結果を基に，空気放出用のダクトを装備した

簡単な模型船を設計し，この模型船を長水槽で曳航して実

験を行い，空気吸い込みができることの確認，および，空

気潤滑の効果を調べるために抵抗試験を行った。 
 

3.1模型船 
模型船は，Fig.8に示すような，円筒と直方体を組み合わ
せた，単純な形状の簡易模型船とした。模型船の要目を

Table 5に示す。船首は船体上方から見ると半円形をしてお
り，船尾は二等辺三角形になっている。大型水理実験水槽

の大きさとの兼ね合いから，船幅は 0.3m とし，船長は

1.150mとした。模型船の材料には，空気放出の観察が行い
易いよう，透明なアクリル板を用いた。船底・船側に用い

るアクリル板の厚みは，十分な強度をもたせるために 10mm
厚とした。 
ダクトの配置は，インレットの上端が水面に出ないよう

に配慮する一方で，空気吸い込みをし易いよう，ダクト絞

り部の高さを水面近くにするため，インレットの中心線の

水深を 55mmとした。 
 

Table 5 供試模型船の主要目 
L m 1.150 
B m 0.300 
d m 0.200 

Initial trim m 0.000 
∇ m3 0.0536 

 
アクリル模型船 30°(1/5)
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Fig.8 Dimension of tested ship model. 

 
3.2ダクト形状 
インレットから取り入れた水流を船底に放出するために

は，ダクトを下方に曲げなければならない。また，空気潤

滑効果を得るために，放出した空気が船底を覆う面積を大

きくするためにも，アウトレットは船首に近い方が望まし

い。ダクトを絞る箇所も水面近くが有利である。しかし，

基礎実験結果から，ダクトの曲げ角度が急なほどヘッドロ

スが大きくなるので，本実験では，模型船に装備するダク

トの曲げ角度を 30°とした。また，ダクトの内径が大きい
ほど粘性の影響は受けにくいが，船首の没水面積に対して

インレットの占める面積が大きくなってしまうことから，

基礎実験で用いたダクトに倣い，インレットの内径を 80mm
とした。また，絞り部の内径は 45mm とし，インレットの
断面積に対する絞り部の断面積の割合を 1/3.16 (α=3.16)と，
基礎実験で用いたダクトの面積比とほぼ同様の割合になる

ようにした。ダクトの形状と要目を Table 6に示す。 

Air drawing 
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Table 6 Dimension of duct model installed on board. 
インレット内径 Di mm 80 
アウトレット内径 Do mm 80 
絞り部内径 d mm 45 
断面積絞り比 α  3.16 
ダクト曲げ角度 θ ° 30 

絞り部 30°寸法(1/3)

φ80

30°

145

10030
135R

φ45
φ54

30°

8°

空気吸込管内径：φ6

φ80

145

10030

φ45

60R

60R

 

 
 

3.3曳航模型実験結果 
1) 空気吸い込み・気泡放出状況 
ダクトを装備した模型船を曳航した結果，模型船の船速

が 1.3m/sを超える付近から空気吸い込みを観測した。この
時のフルード数は Fn=0.39 と高いが，これは簡易模型で船
の長さが短いためであり，この模型船排水量ならば通常の

商船では船長が 2m 程度になることから，この速度は Fn 
=0.29程度である。 

Fig.9 には模型船の船速が 1.5m/s の状態で，船底の気泡
放出状態が明瞭になり，アウトレットから放出された気泡

が船底に沿って船尾方向へ流されているのが確認できる。 
 

 
Fig.9 Observed air babble under bottom (U=1.5m/s). 

 
2) 抵抗試験結果 
模型船にダクトを付けた“ダクト有”の状態と，インレ

ットとアウトレットを密閉し，ダクトを装備していない状

態にした“ダクト無”状態の 2 状態について船体抵抗の計
測を行った。抵抗試験の結果を Fig.10 に示す。全抵抗係数
Ctを比較すると，“ダクト有”の結果が大きくなった。これ
は，船首に大きな開口部に加え，ダクト内を水流が通過す

るため，船体抵抗が大きくなっていると思われる。また，

本模型船は幅広で角張った簡易模型であるため，摩擦抵抗

Cf に対して全抵抗係数 Ct が極めて大きくなっているが，
Fn=0.39より高い速度で全抵抗係数の差が縮まっている。 
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Fig.10 Resistance Coefficients with and without duct. 
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Fig.11 Increment of Resistance Coefficients by putting duct. 

 
この全抵抗係数の差異をプロットしたのが Fig.11 である．
ダクトを付けたことによって低速域では Ctが 5％近く増加
しているが，空気吸い込みの発生する高速域では 2%以下に
低減しており，この部分で空気吸い込みによる効果がわず

かながら現れているものと考えられる。 
 

 4. 結 言 
本報では，船舶の省エネ技術の一つである空気潤滑に着

目して研究を進め，動力を用いずにパッシブに船底から気

泡を放出するシステムの基礎的検討を行った。本研究で得

られた結論を以下にまとめる。 
1) 船底への放出に際しては，ダクトの降下角度を大きく 
するとヘッドロスが大きくなる。 

2) また，ダクト内の摩擦によるヘッドロスが極めて大き

いことが明らかになった。しかし，このヘッドロスは

レイノルズ数に依存すると考えられ，実船相当のレイ

ノルズ数においては，かなり軽減できることが見込ま

れる。 
3) 簡易形状の模型船の抵抗実験結果から，この方法によ

る船体抵抗の低減は得られなかった。しかし，船底に

空気放出する局面では，空気潤滑によって船体抵抗低

減の可能性を確認した。ただし，この減少はダクト内

の空気潤滑による抵抗低減の可能性も否めないので更

なる検討が必要であろう。 
最後に，本研究はまだ基礎的な段階であり，実用的な大型

模型船を使った実験などにより，この効果を確認する必要

がある。また，ダクトの最適化やインレット，アウトレッ

トの具体的設計なども併せて行う必要があろう。 
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