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７３９　船の軽量化（積荷管理）

一定の船速を得るために必要な推進馬力は、船型

のほかに船の重量と船速に密接に関連している。当

該船の船速を一定とすると、船の重量が増すほど、

その船速を得るために必要な推進馬力は増加する。

すなわち、燃料消費量も増加する（７３６節の添付資

料：事例集２６に掲載した「代表的な漁船の船速と

時間当たりの燃料消費量の関係」の６９Ｓｆホタテ桁

曳漁船の例を参照のこと）。逆に言えば、漁船の軽

量化（既存の漁船に関しては、不要な積荷を降すな

ど船の重量を軽くすること）により、軽量化前後で

船速を同一とした場合、推進馬力の減少に見合った

燃料消費量の削減が期待できる。

近年発売されている、いわゆる「エコ・カー」は、

燃費向上を目的に車体重量の軽量化も図られている。

漁船など船舶についても、同様に、省エネルギーの

観点からは、新造時に出来るだけ船体重量の軽量化

に向けた充分な検討と設計が望まれる。

一方、船の重量は、一般に新造時に比べて年々増

加する傾向にあると言われている。このため、既存

の漁船では、普段使用しない漁具や機材は船から降

ろし、燃料の積み込み量や予備品は必要最小限にす

るなど、船の重量（排水量：船体の重量に、搭載さ

れた漁具、機材、燃料などを加えた全重量）を出来

るだけ軽い状態に保つことが、省エネルギーの観点

から有利である。このように、既存漁船の積荷管理

による船の軽量化はコストを必要としない省エネル

ギー化方策のひとつである。

以下に、漁船の軽量化と省エネルギー効果の関係

を概括する。

（１）排水量型漁船

今では、船舶工学の古典的なパラメータのひとつ

と思われるが、排水量型漁船（船舶）の初期設計段

階で類似船や同型船のデータから計画船の主機関馬

力を推定する際に用いられたパラメータに、次式で

示されるアドミラリティ係数（ ）がある。

  ･･･（７３９３６）

：船の排水容積、 ：船速（ノット）、

：推進馬力

（７３９３６）式は、同一船や同型船の場合、船速を

一定とすれば、排水容積（ここでは、船の重量と見

なして差し支えない）と主機関馬力の概略の関係を

評価できる可能性がある。

そこで、このパラメータを利用して、船の軽量化

（既存の漁船については、船の不要な積荷などを船

から降ろすことに相当）に伴う馬力削減率（「燃料

消費量削減率」に相当）の目安について検討する。

今、漁船の排水容積が から に減少した場合

（重量の軽量化に相当）を考え、 を次式で与える

（ ＞ ）。

  ･･･（７３９３７）

ここで、（ ）を「重量（積荷）削減率」と定義する。

（７３９３７）式を変形すれば、「重量削減率」は次式で

表現することもできる。

  ･･･（７３９３８）

さて、（７３９３６）式がほぼ一定と見なし得る範囲、

すなわち、 を一定と仮定すれば、軽量化前後の

それぞれの排水容積に対する所要推進馬力は、各々

次式で表すことができる。ただし、船速（ ）は軽

量化前後で同一とする。

  ･･･（７３９３９）
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図2３4３1　「重量削減率」と「燃料消費量削減率」の関係（排水量型漁船）

○印、□印：事例による実測、計測例

  ･･･（７３９３5）

排水容積が から に減少した場合の馬力の削

減量は、これらの関係式を使って形式的に次式で表

すことができる。

･･･（７３９３6）

ここで、（７３９３９）式を考慮して、「馬力削減率」

（ ）を次式で定義する。

  ･･･（７３９３Ｃ）

また、 と の値が大きく異ならない範囲

では、（ ）は「燃料消費量削減率」と見なし得る。

したがって、（７３９３7）式を使って、「重量削減率」

（ ）、から大凡の「燃料消費量削減率」（ ）を推定

できよう。

（２）推定結果の検証例

図７３９３６に、「重量削減率」と「燃料消費量削減

率」（以下、単に「削減率」と略す）の関係を示す。

図中の実線は、（７３９３7）式の関係を示す。

次に、（７３９３7）式を使って、「重量削減率」から

「削減率」を推定する妥当性について、幾つかの事

例で検証する。

例２６：８9GT型まき網漁船の例６）

　　Lｄ×B×D＝７７３５m×９３5７m×６３56m、

　　主機関：65５ｂｅ×π5５おpm

この例は、当該船のまき網漁具を小型・軽量化し

て、漁場までの往復航海時の燃料消費量の削減を意

図した実証例である。具体的には、漁具の小型・軽

量化により、従来漁具に比べて約Ｃ３6トンの軽い漁

具を開発した。この結果、満載出港状態の排水量が、

従来の約π6３6トンから改良漁具を搭載した場合には

約Ｄπトンとなった。したがって、この例では「重量

削減率」は約Ｄ%に相当する。実船による７回の海上

運転解析から、従来漁具搭載時は船速が約π３6ノッ

トで時間当たりの燃料消費量がＤＣL４h、改良漁具搭

載時は船速約６５ノットで時間当たりの燃料消費量が

Ｄ５L４hの値がそれぞれ得られた。このことから、「削

減率」は、約Ｄ%と推定されている。

この結果を図７３９３６に（□）印で示した。この

例に（７３９３7）式の関係を適用すると「重量削減

率」を約Ｄ%とすれば、「削減率」は約5%と推定され、

実証例の結果（約Ｄ%）は（７３９３7）式による推定

値をやや上回っている。

この相違の要因は、（７３９３６）式の値を一定と仮

定したほか、従来漁具搭載時と改良漁具搭載時の試

験状態では、船速並びに船のトリム状態がやや異な

ること、船の重量（排水量）は両試験状態の喫水計

測結果から推定されていることなど挙げられる。す

なわち、計測値（約Ｄ%）には、船の重量自体の計

測誤差以外に、本来同一条件とすべき要因（船速や
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図2３4３2　「重量削減率」と「燃料消費量削減率」の関係

（沿岸小型漁船の結果（△印）を含む）

トリムなど）の相違が燃料消費量に及ぼす影響も混

在しているためと推測される。

なお、実船の計測例では、各種の計測精度などを

考慮すると、現実的には、この程度の差が生ずるこ

とは稀ではない。

例２７：模型試験の再解析結果など

排水量型漁船を対象として、水産工学研究所で

実施された模型試験（抵抗試験）結果の再解析から、

船速を一定（通常の航海速力付近）とした条件下の

有効馬力（ ）を指標として「削減率」を調べ

た結果を図７３９３６中の（○）印で示す。以下、模型

試験の再解析結果は全て実船換算である。

なお、補助発電装置（さんま漁船に搭載例が多い）

など比較的大きな重量物を降ろす場合を除き、通

常の載荷状態から船体重量を十数パーセント以上削

減することは非現実的と推測する。したがって、図

７３９３６の横軸の範囲を６5%までとした。

また、模型試験では、例２６に示した実船計測例

とは異なり、模型船の重量や喫水などの各種の計測

精度は一定のレベルに管理されている。したがって、

重量差は信頼できる値であること、また、トリムを

同一として船の重量（排水量）のみ変更した試験結

果の再解析に基づくことから、結果にはトリムの影

響は混在しない。それにも拘わらず、試験結果から

求めた値は（７３９３7）式による「重量削減率」と「削

減率」の関係を示す目安線より上方に点在する。こ

の要因としては次のことが考えられる。漁船の模型

試験は、当該船の各種状態における抵抗特性を調べ

るため、満載状態、半載状態及び軽荷状態に相当す

る排水量で実施されるのが一般的である。このため、

比較的大きな「重量削減率」に相当する結果を用

いたことから、船の重量の変化が大きく、（７３９３６）

式で示したアドミラリティ係数（ ）を一定とし

た仮定が成立し難い条件となったためと推測される。

このように、検証例の結果にはバラツキがあると

ともに、（７３９３7）式による「重量削減率」と「削

減率」の関係（図７３９３６の太線）は、検証例に照ら

してやや低めの推定結果を示す。しかしながら、船

の軽量化（重量軽減）による大凡の省エネルギー効

果を推定する観点からは、（７３９３7）式（図中の黒

の太線）が現実的な目安として活用できよう。　

この目安に従えば、通常運航されている状態の重

量（排水量）を基準として、例えば、重量を5%削

減できれば（「重量削減率」5%）、約８３９%の燃料消

費量の削減が期待できると推定される。ただし、船

の軽量化前後における船速を同一である条件を忘れ

てはならない（Noがe２７参照）。

また、通常の運航状態から重量を5%削減するた

めにはかなりの工夫が必要となろう（Noがe２８参

照）。

（３ ）半滑走型あるいは滑走型漁船（主に小型高速

沿岸漁船など）

半滑走型あるいは滑走型漁船については、航走

時の船の重量の一部あるいはかなりの部分が揚力で

支持されている。このため、それらの漁船につい

て、（７３９３６）式で示されるパラメータから導かれ
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た（７３９３7）式に基づき省エネルギー効果を評価す

ることには無理があるものの、現時点ではそれに代

わる適切な評価法は見いだせない。そこで、ここで

は、参考までに、図７３９３６に沿岸小型漁船（半滑走

あるいは滑走型漁船）の結果（△）印を加え、改め

て図７３９３７に示す。

ところで、沿岸小型漁船について、船の重量（排

水量）の変化が制動馬力（ ）あるいは伝達馬

力（ ）など主機関馬力に及ぼす影響に関する

資料や報告は少ない。ここでは、水産工学研究所で

実施された、半滑走あるいは滑走型漁船を対象とし

て実施された模型船による抵抗試験の再解析結果に

基づく値を示した。したがって、図の縦軸は「削減

率」としたが、図中の（△）印は、厳密には有効馬

力の削減率である。また、試験状態が軽荷状態、半

載状態あるいは満載状態となることから、「重量削

減率」としては約７５～８５%など、船の重量が比較的

大きく変化した場合の有効馬力の変化量に基づく結

果であることに留意すべきである。

同図からは、通常の載荷状態を基準として、船の

重量を７５～８５％程度削減できれば、大凡６5～７５%の

省エネルギー効果が期待できる結果が得られる。し

かしながら、既存の沿岸小型漁船であっても、特殊

なケースを除き、通常の載荷状態から船体重量を約

７５～８５%軽減することは極めて困難である。

以上のように、既存の漁船の軽量化は、特殊な

ケースを除き、漁船に搭載されている不要な積荷を

降ろす、あるいは必要最小限の燃料油とするなど、

現実的には積荷管理の範囲に限られよう。したがっ

て、（１）排水量型漁船の項で述べたように、「重量

削減率」は高々5%程度で、得られる省エネルギー

効果としては９%程度が現実的な値と言えよう。

（※山越康行）

※Noがe２６：トピックス

この原稿を執筆中、平成７6年６６月７π日付け新聞に、

「原油終値66ドル台、NY5年７ヶ月ぶり安値」を見出

しとして、中東などの産油国でつくる石油輸出機構

（ａｂEC）が減産を見送ったことを受け、欧米市場

で原油価格が急落との記事を見かけた。具体的には、

国際的な指標となる北海ブレンド原油の先物価格が

６バレル6πドル、７５６６年6月の６６5ドル台に比べ９割近

く値下がり、米国産WｆI原油の先物価格が66３６5ド

ルと原油安が進んだ（６７月中旬には6５ドルを割る）。

それらの値下がり傾向は、世界経済の減速による需

要の伸び悩みと、米国などのシェールオイルの生産

拡大で供給過剰のためとの見方が示されている。

漁船漁業にとっては、原油安の傾向は歓迎すべき

ことであるが、７５６９年６７月の時点で為替レートが円

安（６７月上旬は６ドル６６Ｃ～６６π円）傾向を示してい

ることもあり、今しばらくその動向や漁船漁業への

影響を見守る必要がある。しかしながら、原油価格

は、図６３６３６あるいは６３６３７（第６章）に示したよ

うに、世界経済や産油国の思惑などで大きく変動す

ることを考えると、原油価格の動向に一喜一憂する

ことなく、日頃から漁船漁業の省エネルギー化の意

識を高め、実践することが漁船漁業の省エネルギー

化並びに漁業経営の改善の両面から求められる。

※ Noがe２７： （７３９３7）式により「燃料消費量削減率」

が導かれた前提条件

船の軽量化による大凡の省エネルギー効果を推定

する（７３９３7）式、すなわち、「重量削減率」と「燃

料消費量削減率」（厳密には、馬力の削減率）の関

係は、船の重量の軽減前後の船速を同一として導か

れた。

したがって、例えば、船の軽量化前後で同じ主機

関回転数で運航すると、軽量化後では船の重量が軽

減されたことにより船体抵抗が減少して船速が増加

する結果となり、省エネルギー効果はほとんど得ら

れない。

省エネルギー効果を得るためには、不要な積荷を

降ろすなど船の軽量化に努めるとともに、軽量化後

には通常使用している主機関回転数よりも低い回転

数（従来とほぼ等しい船速となる回転数）で運航す

ることが肝要である。

※Noがe２８：漁船の現実的な重量軽減範囲

船の軽量化として、不要な積載物を船から降ろ

すほかに、現実的な方策としては燃料の積み込み

量を必要最小限とすることが考えられる。そこで、

７５Ｓｆ未満の既存の沿岸小型漁船の「満載排水量」

と「燃料タンク満載時の燃料重量」の関係を調べた。

その結果を図７３９３８に示す。

図７３９３８に示すように、沿岸小型漁船では「燃料

タンクに燃料を満載した時の燃料重量」は、「満載

※元水産工学研究所
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排水量」の約８～６５%前後である。個々の漁船の燃

料タンクの容量により異なるものの、船の軽量化の

ため、仮に燃料の積み込み量を燃料満載容積の半分

とした場合を想定しても、「重量削減率」は数%～

5%程度と推定される。

したがって、燃料の積み込み量を満載の半分とし

ても、（７３９３7）式から導かれる「燃料消費量削減

率」は、高々数％のオーダと推測される。

このように、船の軽量化により5%以上の省エネ

ルギー効果を期待するには、燃料の積み込み量を必

要最小限とする他に、「塵も積もれば山となる」の

例えのように、積荷をひとつひとつ点検して不要な

積荷を洗い出し、それらを船から降ろすなど船を極

力軽くするため何らかの工夫が必要となる。

なお、通常、燃料タンクは船底付近に配置され、

特に、沿岸小型漁船の中には、燃料タンクに一定量

の燃料を積み込むことにより、船の安全性が確保さ

れている例もあると聞く。したがって、そのような

漁船では、燃料タンクへの燃料積み込み量を極端に

減らすことは避けるべきである。

※Noがe２９：重量軽減時の留意点

半滑走型あるいは滑走型漁船は、主に小型漁船で

ある。小型漁船の場合、小型になればなるほど、船

の搭載物の積み降ろしや移動により、船の深さ方向

あるいは前後方向の重心位置の変化量は相対的に大

きい。前後方向の重心位置の変化は、船の浮力位置

の関係で新たなバランス状態に移行する。その結果

として、一般的に、ヒールと呼ばれる船の横方向、

あるいはトリムと呼ばれる船の前後方向の姿勢が変

化する。

このため、省エネルギー化のため不要な積荷や余

分な燃料を船から降ろすと、それらが積み付けられ

ていた位置や重量によるが、船の姿勢（トリム並び

にヒール）が大きく変化する可能性がある。

船の前後方向の重心位置と抵抗は密接な関係を

持っている。特に、半滑走型あるいは滑走型漁船

（主に、沿岸小型漁船）では、船の前後方向の重心

位置がその船の抵抗特性を決める決定的な要素と言

われている。したがって、船の前後方向の重心位置、

すなわち、船の姿勢が変わると、船速と燃料消費量

（推進馬力）の関係も変わる。このため、不要な積

荷や余分な燃料を船から降ろす場合の省エネルギー

効果を評価する際には、本来、「重量削減効果」と

「船の姿勢変化による影響」の両者を考慮する必要

がある。

両者の影響を考慮するには、船から降ろす量、そ

の位置及び船型など多くの詳細なデータが必要なる。

また、排水量型漁船も同様であるが、特に、半滑走

型あるいは滑走型漁船について、「船の重量」や「船

の姿勢」の変化が主機関馬力（ など）あるい

は燃料消費量に及ぼす影響を把握する必要があるが、

それらに関する資料はほとんどない。

このため、ここでは、船の軽量化による大凡の

省エネルギー効果を求めることを主目的に、排水量

型漁船も含めて、主に模型船による抵抗試験結果の

再解析から、トリムを同一とした場合について「重

量削減率」と「馬力削減率」を求め、（７３９３7）式

との関係を考察した。すなわち、検証例は不要な積

荷や余分な燃料を船から降ろすなど軽量化後も、船

図2３4３3　「満載排水量」と「燃料タンク満載時の燃料重量」の関係（沿岸小型漁船）
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の前後方向の姿勢はほぼ変わらないものと仮定した

結果である。したがって、軽量化後の船の姿勢が

軽量化前に比べて大幅に変化するような場合には、

（７３９３7）式（図７３９３６の太線）で省エネルギー効

果を推定することは適切でない。

なお、不要な積荷を降ろすなど船の軽量化にあ

たっては、船が横方向に傾斜（ヒール）しないよう

に、また、特に半滑走型あるいは滑走型の漁船に

あっては、船の前後方向の姿勢（トリム）が極端に

変化しないように注意を要する。船の軽量化前後で

船のトリムが大きく異なると、場合によっては、高

速航走時に、前トリム状態（船首が水面につっこむ）

に陥り、大きな抵抗増加（馬力増加）を生じて、逆

に燃料消費量が増加する懸念がある。

※Noがe２5： 船のトリム（船の前後方向の姿勢）が

推進馬力に及ぼす影響

漁船の場合、船体規模に比べて比較的大きな直径

のプロペラを装備することから、船首喫水に比べて

船尾喫水が深い、すなわち船尾トリム状態で設計さ

れることが一般的である（初期トリム）。また、燃料、

漁獲物などの積み付け状態により、漁船のトリム状

態は変化する。公表された重量重心計算書などの資

料から、漁業種類等により異なるが、トリム量は船

の長さの５～６５%程度の範囲と推測される（図７３９３９

参照。船尾トリムを正とする）。

船が一定の船速で航走する場合、同一船でかつ重

量（排水量）が同一であっても、船のトリム状態に

より所要の有効馬力は異なり、排水量型漁船につい

ては、船尾トリムになるほど所要の有効馬力は小さ

くなる傾向にある。ただし、漁業現場では、過大な

トリム状態で運航すると風浪の影響を受けやすくな

るなど、燃料消費量の観点からも不利となる可能性

が高いことから、極端に船首を上げて運航すること、

すなわち、過大なトリム状態を避けることが推奨さ

れている。

漁船では、漁獲物の量や積み付け方法に応じて、

燃料やバラスト水を適切な位置に移送するなど何ら

かの方法で漁船のトリム状態を自由に制御できれば、

燃料消費量を最適とするトリム状態で運航すること

が可能となろう。ただし、その場合には、当該船の

トリム状態を把握する方法、並びに排水量、トリム

及び馬力（例えば、 ）の関係が明らかなこと、

例えば、馬力チャートの整備などが必要となろう。

模型船による抵抗試験では、通常、排水量一定

として幾つかのトリム状態について試験を実施する。

このため、有効馬力（ ）に及ぼすトリムの影

響の把握は容易である。しかしながら、トリム状態

によっては、船尾付近の流れの様子が大きく変化す

ることが推測され、７３６のNoがe２９に示した推進係

数を構成する幾つかの要素に影響を及ぼす可能性が

ある。しかしながら、漁船について、船のトリム変

化が推進係数を含め、例えば、所要の推進馬力（燃

料消費量に直接関与）に及ぼす影響に関する知見は

乏しい。

以上のように、漁船のトリムを適切に制御するこ

とにより省エネルギー効果が得られる可能性はある

ものの、そのためには、ここに示したように解決す

べき調査・検討課題がある。

半滑走あるいは滑走型漁船については、主に、半

図2３4３4　漁船のトリム状態の概要（重量重心計算書の記載値に基づく）
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滑走あるいは滑走状態における船の前後方向の姿勢

を制御するために、船尾フラップあるいはトリム・

タブと呼ばれる装置が装備された例がある。また、

その効果に関する幾つかの報告もある。それらの省

エネルギー効果に及ぼす影響についても、今後の検

討課題とする。

※Noがe２6：安全性に係わる留意点

特に、甲板下にある不要な重量物を降ろして船

を軽量化する場合、通常、船の重心は上昇する。船

の重心の上昇は、船の安全性にとって好ましくない。

安全性に懸念がある漁船については、不要な積荷を

降ろすことにより、さらに安全性が損なわれる危険

性がある。特に、甲板下の重量物を降ろす場合には、

充分注意する必要がある。

具体的には、船の軽量化前後に傾斜試験、並びに

復原力計算などを実施して、安全性を確認すること

が理想である。ただし、その実施には一定のコスト

と時間を要する。

ところで、簡易的であるが、沿岸小型漁船につ

いては、横揺れ周期からその船の安全性の大凡の良

否を判定できる方法がある（Noがe２7参照のこと）。

特に、甲板下の重量物を降ろす場合には、少なくと

も、ストップ・ウオッチや時計等で、重量軽減前後

の横揺れ周期を計測して安全性を確かめることを勧

める。横揺れ周期が軽量化前後で大幅に異なる場合、

あるいは、重量を降ろす前に比べて、船の傾斜から

の戻りが悪いなどの違和感がある場合には、船の安

全性確保の観点から、降ろした積み荷を元の位置に

戻すことが肝要である。

※Noがe２7： 沿岸小型漁船の横揺れ周期と安全性の

大凡の目安

（ア）横揺れ周期の簡易計測法

図７３９３5に示すように、船が横揺れしている状態

で、ある傾斜位置から再び元の傾斜位置まで戻る間

の時間（例えば、図の右舷→中立→左舷→中立→元

の右舷、あるいは中立→右舷→中立→左舷→元の中

立などの往復時間）を船の横揺れ周期と呼ぶ。なお、

横揺れ周期は、船型や同一船であっても復原性（安

全性）の良否などにより異なる。

６５Ｓｆ程度の小型漁船であれば、比較的簡単に船

を揺らすことができることから、ストップ・ウオッ

チ等により、横揺れ周期（ 秒）を計測できる。た

だし、横揺れ周期の計測を行う場合には、他船との

衝突などを避けるため付近に他船がいないことを確

認するなどの一般的な注意点のほか、正確な横揺れ

周期を計測するためには、幾つか留意すべき事項が

あり、計測者に一定の熟練度を要する（必要に応じ

て、参考文献２）参照）。

（イ ）沿岸小型漁船の横揺れ周期と安全性の大凡の

目安２）

小型漁船や小型船舶に関しては、従来から、復原

性の良否を簡易的に判断する場合に、例えば、次の

ような目安が示されている。

①　横揺れ周期（ ）を船の幅（ ）秒以下に保て。

②　横揺れ周期（ ）を６３６ 秒以下に保て。

③ 　横揺れ周期（  ）が（　β７）秒以上になると

危険である。

例えば、船の幅（ ）が８m程度の漁船では、通常、

横揺れ周期は８～８３5秒程度である場合が多い。③に

該当する場合、すなわち、船の幅（ ）が８m程度

の漁船であって、その横揺れ周期が5秒以上となる

ような場合には、その船の復原性は極めて悪い状態

と推測される（Noがe２8参照）。

このように、船の軽量化後おける横揺れ周期が③

に示した目安に該当する場合は、船の安全確保の観

点から、船から降ろした積み荷や重量物を元の位置

に戻すことが肝要である。

また、ここに述べた目安は、船の安全性の簡易的

な判定方法である。したがって、軽量化後に、軽量

化前と比べて「船の傾斜からの戻りが悪い、あるい

は横揺れの周期が長いなどの違和感」がある場合に

は、造船所で傾斜試験など専門的な方法により、必

ず船の安全性を確認する必要がある。

※Noがe２8：復原性の簡易判定の根拠

今、抵抗も強制外力も受けずに船が横揺れする場

合で、かつ復原力の項も単純化すると、横揺れの運

動方程式は次式で与えられよう。

図2３4３5　横揺れ周期のイメージ（模式図）
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  ･･･（７３９３Ｄ）

　  ：  軸回りの慣性モーメント

　  ：  軸回りの見掛けの慣性モーメント

  　（ ）

ここで、 と置くと、（６）式は次式

で表現できる。

  ･･･（７３９３π）

ただし、

（７３９３9）式は、単振動の運動方程式であるから

等時性を持ち、その周期、すなわち、横揺れ周期（ ）

は次式で表現出来る。

  ･･･（７３９３６５）

：重力の加速度、π３Ｄ５m４かec

：見掛け質量を含む横揺れに関する

  回転半径（横慣動半径）

（注： 見掛け質量（ｈ､おがきal maかか）８）：水上ある

いは水中で物体が運動する場合、あたかも

物体の質量が増加したかのような効果を

生ずる。これを、見掛け質量効果と呼び、

加速・減速時に生ずる現象である。通常、

見掛け上増加した分を付加質量（Added 

maかか）、物体の質量と付加質量の和を見掛

け質量という。）

横慣動半径（ ）は、船の搭載重量物などの分布

状況によって変化する。漁船では、一般的には、

：船の水線幅（m）

と言われている。

この関係を使えば、船の横揺れ周期を計測するこ

とにより、初期復原力の重要な指標である の大

凡の値を推定することが出来る。

なお、（７３９３６５）式から分かるように、船の水

線幅が一定であれば、横揺れ周期が長くなるほど

の値は小さくなる。

さて、（７３９３６５）式を変形すると、 は次式

で推定出来る。

  ･･･（７３９３６６）

小型漁船や小型船舶に関しては、従来から、

（７３９３６６）式の関係を利用して、Noがe２6に示した

ような復原性の良否を判断する目安がある。それら

を数式表示で書き直すと以下のように表現できる。

①（ ）  ：ほぼ安全なレベル

②（ ）

③（ ） ：危険なレベル

（７３９３６６）式の関係から、①～③の目安に相当

する を試算した結果を表７３９３６に示す。

表７３９３６の結果は、船の水線の幅（ ）が８m、

の値が５３5の特性を有する小型漁船の例である。

③の目安に従えば、すなわち、横揺れ周期（ ）が

5秒とすると、 は約５３８6mと推定され、復原性の

観点からは良好な状態とは言い難く、危険な状態で

あると考えられる。なお、船の安全上②程度の

を確保することが望ましいことを考慮すると、横揺

れ周期（ ）から復原性の良否を簡易的に判断する

先に示した目安はほぼ妥当と言えよう。

７３９の参考文献等

６）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、H６π３８

７）森田知治著「船舶復原論」δ基礎と応用δ、p３７５Ｃγ 

p３７７６、海文堂、６πＤ5

８）元良誠三著「船体運動学」、p３９、共立出版、６π6Ｃ

表2３4３1　復原性の良否を判断する目安と

横揺れ周期とGMの関係

（  の例）

船の幅：
B（m）

８３５ κ４B＝ ５３5

判断の目安 ③ ② ①

ＳM（m） ５３８6 ５３Ｄ８ ６３５５

横揺れ周期：
ｆ（かec）

5３５ ８３８ ８３５
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７３5　船体、舵やプロペラの清掃

新造時あるいは定期検査などのドック直後は、漁

船の船体、舵あるいはプロペラなどの表面はきれい

な状態である（写真７３5３６参照）。漁船に限らず船

舶は、特段のことがない限り海水に浸かった状態で

あることが多い。そのため、一般的には、日数の経

過とともに藻類や貝類などの海洋生物が水面下の船

体外板などに付着して、それらの表面の汚損が徐々

に進行する。この汚損は、船速の低下、主機関負荷

の増大など、漁船の抵抗・推進性能に大きな影響を

及ぼす。なお、それらの汚損状況やその進行具合は、

航行海域、停泊地の海洋環境、停泊期間（年間の漁

船の運航モードなど）、船体塗装に使用する塗料な

どにより異なる。

船体（船底）汚損は、主に粘性（摩擦）抵抗の増

加をもたらすことから、船速を一定に保持しようと

すると、汚損前に比べて主機関の負荷が増す。また、

プロペラの汚損は、翼面の摩擦抵抗の増加や流れの

乱れなどにより、主機関のトルクの増加やプロペラ

の推力の減少を招くと言われている。

このように、水面下の船体などが汚れている状態

のまま船を運航すると、本来であれば必要のない無

駄な燃料油を消費することになる。逆に言えば、水

中にある船体・舵及びプロペラなどの表面を常にき

れいな状態に保つことにより、余分な燃料油の消費

を回避することができる。

さて、古くから船体表面などの粗さ（粗度）と摩

擦抵抗に関する研究が行われ、粗度高さを指標とし

た摩擦抵抗の修正量の推定式などが報告されている。

しかしながら、船体などの汚損状況を示す客観的な

指標（例えば、粗度高さ）を特定することは困難な

場合が多い。したがって、ここでは、船体などの清

掃前後の燃料消費量の比較結果（ドック前後の速力

試験の解析結果など）など、以下に示す幾つか事例

から、船体、舵あるいはプロペラなど主に水面下の

清掃によるマクロ的な省エネルギー効果について概

括した。

その結果、船体・舵及びプロペラの清掃により期

待できる省エネルギー効果は、清掃前の状態に比べ

て【Ｃ％～７５%】程度と推測される。なお、例２８あ

るいは９に示すように、それ以上の省エネルギー効

果（約８５～5５％）が得られる例もあり、清掃前の船

体などの汚損状況により、清掃後に得られる省エネ

ルギー効果の値には大きな幅があることに留意する

こと。

写真2３5３1　船体及びプロペラの清掃の一例

左側・清掃前、右側・清掃後

※プロペラは研磨・塗装する場合もあるが、本例では、付着した貝類の除去のみ実施した例
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録の解析例を表７３5３６に示す。

この例では、ドック前後（清掃前後）の「燃料消

費量削減率」は約７７%と推定され、ドック時の船体

などの清掃によって比較的大きな省エネルギー効果

が得られた一例であろう。ただし、以下に示す条件

が不明あるいは明確でないことから、それらの条件

が異なると算定された「削減率」が変わる可能性が

あることに留意すること。

（ａ）ドック前後の操業航海における以下の状況

　・漁船の載荷状態（喫水、トリム）

　・ 往航・復航時の船速変動状況、あるいは往

航・復航時に遭遇した風・波浪・潮流状況

（ｂ）燃料消費量の計測法とその計測精度

（ｃ ）汚損の程度の判断の目安となる船底清掃な

どを実施していない期間

（ｄ ）文献には、「ドックによる船底清掃及びペ

ンキ塗り」と表記されているが、舵あるいは

プロペラの清掃が実施されているか不明。し

たがって、船底清掃単独の省エネルギー効果

か、舵及びプロペラの清掃も含む省エネル

ギー効果か判断できない。

ところで、例えば、船体などの汚損状況の目視

結果などから、それらの清掃により得られる省エネ

ルギー効果を特定することは困難であるのが実情で

ある。船体などの清掃による自船の省エネルギー効

果のオーダを知るためには、清掃前後の主機関回転

数・船速・燃料消費量など基本的なデータの蓄積が

必要である（Noがe２８参照）。

なお、以下の事例には、省エネルギー効果に大き

な影響を及ぼす条件（例えば、清掃前後の載荷状態）

が異なる、すなわち、船体などの清掃以外の要因に

よる影響も混在した検証例の結果もあり、厳密には

そのような例については再吟味が必要となる場合も

あろう。

しかしながら、以下の事例が示すように、船体な

どの汚損が燃料消費量に及ぼす影響は予想外に大き

いことが分かる。

例２６：６９9GT型まぐろ漁船１）

　　Lpp×B×D×d=８５３５m×6３6５m×８３５m×７３Ｃ５m、

　　満載出港状態の排水量：約８π６トン、

　　主機関：Ｃ８5kW×８Ｃ5４６π6おpm

これは、当該船の約６年間にわたる操業を終えた

ドック時に実施された清掃前後の速力試験に基づき、

船体及びプロペラの清掃による省エネルギー効果を

調べた例である。

それぞれの試験時の船速と燃料消費量の実測値

の解析結果を図７３5３６に示す。図７３5３６に示すよう

に、船体及びプロペラの清掃により当該船の通常の

航走速度範囲（π～６７ノット）において、清掃前の

状態に比べて約Ｃ～６７%の燃料消費量が削減された

ことが分かる。いずれの試験も当該船の満載状態に

近い排水量で実施された。ただし、清掃前後の試験

状態のトリムはほぼ等しいものの、清掃前：約９６９

トン、清掃後：約９５７トンと、清掃後の試験状態の

排水量が清掃前の状態に比べ約６５トン（約８%）少

ない。このため、得られた省エネルギー効果の数値

には、船体及びプロペラの清掃による省エネルギー

効果以外に、７３９で述べたように排水量の相違によ

る影響が混在していることに留意する必要がある。

例２７：８９9GT型イカ釣り漁船

参考文献２）から、８９πＳｆ型イカ釣り漁船の航海記

図2３5３1　 船体・プロペラ清掃前後の燃料消費量

（L４h）の比較

　なお、本図は、参考文献１）に関連して実施された 

　試験結果を筆者が再解析した結果である。
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2.5.1 船体 プロペ 清掃前後 燃料消費量

L/h 比較 
 本 参考文献 関連 実施さ

試 結果 筆者 再解析 結果 あ  

例-1：149GT 型 漁船  
(Lpp×B×D×d=30.0m×6.60m×3.0m×2.70m  
満載出港状態 排水量：約 391 ン  
主機関：735kW×375/196rpm )： 

 
こ 当該船 約 1 間 わ 操業 終え

時 実施さ 清掃前後 力試

基 船体及 プロペ 清掃 省エ

効果 調べ 例 あ  
試 時 船 燃料消費量 実測

値 解析結果 2.5.1 示 2.5.1 示

う 船体及 プロペ 清掃 当該船

通常 航走 度範 9～12 い

清掃前 状態 比べ 約 7～12% 燃料消費量

削減さ こ い 試 当該船

満載状態 近い排水量 実施さ

清掃前後 試 状態 ム 等 い

清掃前：約 414 ン 清掃後：約 402 ン

清掃後 試 状態 排水量 清掃前 状態 比

べ約 10 ン(約 3% 少 い こ 得

省エ 効果 数値 船体及 プロペ

清掃 省エ 効果以外 2.4
述べ う 排水量 相違 影響 混在

い こ 留意 必要 あ  
 
例-2：349GT 型イカ釣 漁船 
 
 参考文献 349GT 型イカ釣 漁船 航

海記録 解析例 表 2.5.1 示  
 こ 例 前後 清掃前後 燃料

消費量削減率 約 22% 推定さ 時

船体 清掃 比較的大 省エ

効果 得 一例 あ う 以

示 条件 不明あ い 明確 いこ

条件 異 算定さ 削減率

変わ 可能性 あ こ 留意 こ  
 (a) 前後 操業航海 以 状況 

漁船 載荷状態 喫水 ム  
往航 復航時 船 変動状況 あ い 往

航 復航時 遭遇 風 波浪 潮流状況 
 (b) 燃料消費量 計測法 計測精度 
 (c) 汚損 程度 断 目安 船底清掃

実施 い い期間 
 (e)文献 船底清掃及 ペン

塗 表記さ い 舵あ い プ

ロペ 清掃 実施さ い 不明

船底清掃単独 省エ 効果

舵及 プロペ 清掃 含 省エ

効果 断 い  
 
 こ う 幾 情報 不明 あ

往航 復航時 要 日数 同

あ こ 考慮 (a) い 概

同様 載荷状態 航海中 均的 同

様 気象海象 遭遇 見 こ

う  
こ 例 う 特 実船 実際 操業

記録 基 示さ 値 ここ 省エ

効果 様々 要因 影響 混在 こ

多い 実際 漁業現場 様々 要因 影

響 受 こ 一般的 あ こ 例

値 現実的 値 見 こ 一方 省エ

効果 大 影響 及 要素 不明

確 場合 影響 結果 過大あ い 過

小評価 可能性 否定 い
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このように、幾つかの情報が不明であるものの、

往航・復航時それぞれに要した日数がほぼ同じであ

ることなどを考慮すれば、（ａ）については、概ね

同様の載荷状態、また、航海中には平均的には同様

の気象海象に遭遇したものと見なすことができよう。

この例のように、特に、実船による実際の操業

記録などに基づき示された値（ここでは、省エネル

ギー効果）には様々な要因の影響が混在することが

多い。実際の漁業現場では、様々な要因の影響を受

けることが一般的であることから、事例の値は現実

的な値と見ることもできる。一方、省エネルギー効

果に大きな影響を及ぼす条件が不明な場合、その影

響により結果が過大あるいは過小評価されている可

能性も否定できない。したがって、示された結果の

みに注目するのではなく、その結果が得られた過程

や条件なども考慮して、その値の信頼性を吟味する

ことも大切である。

例２８：6６GT型漁業調査船

　　Lpp×B×D×d=７5３５m×5３７５m×７３５m×６３Ｃm、

　　満載出港状態の排水量：約６８５トン、

　　主機関：６γ５５５ｂｅ×π５５４5７８おpm

この事例は、ドック後（船体清掃後）わずか数ヶ

月経過後の船体などの汚損、主にプロペラ汚損によ

り、主機関出力が大幅に増加した例である。逆に言

えば、それらの清掃により大きな省エネルギー効果

が得られることを示す例のひとつである。なお、当

該船は４翼のCｂｂ（可変ピッチプロペラ、プロペラ

直径=６γ5５５mm）を装備している。

文献３）には、当該船のドック後約６ヶ月、並びに約5ヶ

月経過した時点の計７回、当該船の通常の航海速力の

範囲について、プロペラ翼角一定（翼角７５°）並びに

主機関回転数一定（約π５５おpm：MCｄ）とした速力

試験の解析結果が示されている。それらの試験で得

られた船速と主機関出力の関係を図７３5３７に示す。

約６ヶ月経過時点では、船底及びプロペラともに

汚損はほとんど無い状態であった。約5ヶ月経過後

では、船底など水面下の船体には顕著な汚損は観察

されていない。一方、水中ロボットによる観測では、

プロペラのほぼ全面に多量の貝類の付着が確認され

ている。

なお、船速の計測はＳｂｅの誤差及び航走時間が約

６５分間程度の短時間の計測値の平均であることから、

その計測精度は高くないとされている。このよう

に、船速の計測精度の問題、あるいは図７３5３７に示

すように計測点にバラツキはあるものの、主にプロ

ペラの清掃により、船速が約６６ノット付近における

主機関出力の削減効果は、翼角一定とした運航方式

では約７π%、主機関回転数一定とした運航方式では

約９6%と推定される。このことは、通常、当該船が

翼角を一定として運航されていることを考慮すると、

プロペラのみの清掃でも８５%近い省エネルギー効果

が示されている。すなわち、プロペラの清掃により、

比較的大きなが省エネルギー効果が得られた一例と

言えよう。

省エ 特集 ：原稿 2.5 船体 舵やプロペ 清掃 ：提出版 
 

前 前
開始
終了
日数
燃料消費量

日
日
後 間 均

日数 間 均

燃料消費量

前
総燃料消費量

後
総燃料消費量

出 ： 遠洋ま ろ延縄漁業 将来展望 係わ 中間 ま ：参考資料 P
遠洋ま ろ延縄漁業将来展望検討委員会 全国遠洋沖合漁業信用基金協会

実例
T大型 釣

燃料削減量
ｰ

燃料削減率
ｰ %

後 後
往復航 操業時

表 2.5.1 349ＧＴイカ釣漁船 
主機関･1,800PS 八戸発 NZ 操業例  

示さ 結果 注目 結

果 得 過程や条件 考慮 値

信頼性 吟味 こ 大 あ  
 
 
例-3：61GT 型漁業調査船 
(Lpp×B×D×d=25.0m×5.20m×2.0m×1.7m  
満載出港状態 排水量：約 130 ン  
主機関：1,000PS×900/523rpm) 
 
 こ 例 後 船体清掃後 わ 数

ヶ月経過後 船体 汚損 主 プロペ 汚損

主機関出力(PS) 大幅 増加 例 あ

逆 言え 清掃 大 省エ

効果 得 こ 示 例

あ 当該船 翼 CPP 可変ピ チ

プロペ プロペ 直 =1,500mm 装備

い  
文献 当該船 後約 1 ヶ月 並

約 5 ヶ月経過 時点 計 2 回 当該船 通常

航海 力 範 い プロペ 翼角一定 翼

角 20° 並 主機関回転数一定 約 900rpm：

MCR 力試 解析結果 あ

試 得 船 主機関出力 関

2.5.2 示  
約 1 ヶ月経過時点 船底及 プロペ

汚損 無い状態 あ 約 5 ヶ月経

過後 船底 水面 船体

顕著 汚損 観察さ い い

一方 水中ロボ 観測

プロペ 全面 多量 貝類

付着 確認さ い  
船 計測 GPS 誤差及

航走時間 約 10 間程度 短時間

計測値 均 あ こ

計測精度 高 い さ い こ

う 船 計測精度 問題 あ

い 2.5.2 示 う 計測点

バ あ 主 プロペ

清掃 船 約 11 付

近 主機関出力 削減効果

翼角一定 運航方式 約 29%
主機関回転数一定 運航方式

約 46% 推定さ こ こ 通常 当該

船 翼角 一定 運航さ い こ 考

慮 プロペ 清掃 30%近い省エ

効果 期 こ 示 わ

プロペ 清掃 比較的大 省エ

効果 得 一例 言え う  
一方 見方 清掃後わ 半 程

度 比較的短い経過期間 拘わ プロペ

汚損 進行 予想外 多量 燃料油 無駄

消費 至 例 言え う

漁船 省エ 進 観点 船体 舵

あ い プロペ 汚損状況 監視 並

清掃 適 対応 望  
こ 例 当該船 振動 音計測 主体

あ こ 所要 船 得 方法

プロペ 翼角一定 回転数 制御

運航方式 あ い 主機関回転数一定 CPP
翼角 制御 運航方式 通 試 実

施さ 2.5.2 示 様相

異 運航方式 選択さ 回

転数 翼角 組 合わ プロペ 効率

相違 基 推測さ 2.1 Note-4：
推進 数 参照  

こ CPP 装備船 CPP 回転数

翼角 ピ チ 適 制御 こ 固

定ピ チプロペ FPP 比べ 船 一定

数%～10%程度 省エ 効果 期

言わ い CPP 装備船

表2３5３1　349ＧＴイカ釣漁船

（主機関･1,800PS、八戸発NZ操業例）

出典：「遠洋まぐろ延縄漁業の将来展望に係わる中間とりまとめ」：参考資料（ｂ６π）

遠洋まぐろ延縄漁業将来展望検討委員会、全国遠洋沖合漁業信用基金協会、H７５３８
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一方、別の見方をすると、清掃後わずか半年程度

と比較的短い経過期間にも拘わらずプロペラの汚損

が進行して、予想外に多量の燃料油を無駄に消費す

るに至った例と言えよう。したがって、漁船の省エ

ネルギーの促進の観点から、船体・舵あるいはプロ

ペラなどの汚損状況の監視、並びにそれらの清掃な

ど、適切な対応が望まれる。

この例では、当該船の振動・騒音計測が主体で

あったことなどから、所要の船速を得る方法とし

て、プロペラ翼角一定として回転数のみ制御する

運航方式、あるいは主機関回転数一定してCｂｂの翼

角を制御する運航方式の二通りの試験が実施され

た。図７３5３７に示した上図と下図で様相が異なるの

は、それぞれの運航方式で選択された回転数と翼角

の組み合わせによるプロペラ効率の相違に基づく

ものと推測される（７３６のNoがe２９：推進係数を参

照）。

ところで、Cｂｂ装備船では、Cｂｂの回転数と翼角

（ピッチ）を適切に制御することにより、固定ピッ

チプロペラ（Ｒｂｂ）に比べて、船速を一定とすれば

数%～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。また、Cｂｂ装備船には、通常、船の

負荷状態に応じて回転数と翼角（ピッチ）の最良な

組み合わせを自動的に制御する装置が導入されてい

ると言われている。したがって、そのような装置が

装備されている場合には、省エネルギーなどの観点

から適切な翼角と回転数に制御されていると推測さ

れるものの、プロペラの汚損状況の監視が大切であ

ることに変わりはない。なお、Cｂｂの運用と省エネ

ルギー効果の詳細については、次項（７３6）で解説

する。

例２９：６７GT型実験・実習艇

　　Lpp×B×D×d=６８３８5m×８３９５m×６３９πm×５３Ｃ９m、

　　試験時の排水量：約６6３Ｃトン（ほぼ満載状態）、

　　主機関：７65kW×７γ７５５おpm、

　　ハードチャイン船型・スケグ付き

この例は、（ａ）に示すように、長い期間にわた

り岸壁に係留された状態であったことなどから、操

業に従事する漁船の汚損状態に比べて、清掃前の船

体・舵あるいはプロペラの汚損が極めて顕著に進行

した状態であり、やや特殊な例と言えよう。

文献４）には、次に示す条件で当該船の速力試験を

実施して、各々の条件下における主機関の燃料消費

量（流量計による計測）の結果の比較から、それぞ

れの清掃後の省エネルギー効果が示されている。

（ａ ）清掃前の計測：入渠清掃後Ｃケ月経過、実

験までの８ヶ月間は延べ6日稼働。すなわち、

船体など水面下の構造物はかなり汚損が進ん

だ状態。

（ｂ ）プロペラのみを清掃後に計測。舵および船

体は汚損状態。

（ｃ ）（ｂ）の状態から舵（舵面積：５３９Ｄm７）を

清掃後に計測。船体は汚損状態。 

（ｄ ）（ｃ）の状態から水面下の船体表面（浸水

表面積：5５３6m７）を清掃後に計測。

なお、（ｂ）から（ｄ）の清掃作業は、ダイバー

図2３5３2　船速と主機関出力(PS)の関係

　　　上図：CPPの翼角を20度一定とした場合

　　　下図： 主機関回転数を約900おpm一定とした

場合

　　　（本図は、参考文献３）から転載）
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潜水による方法で、スクレーパーとタワシを用いて、

それぞれの部分に付着した貝類などの凸凹が無くな

るまで念入りに除去したと報告されている。

各々の条件で実施された計測結果から、船速と

１時間当たりの燃料消費量の関係を図７３5３８に示す。

この計測結果から、例えば、それぞれの清掃による

６５ノットにおける「燃料消費量削減率」は、

（ａ）プロペラのみを清掃した場合には約９５%、

（ｂ）プロペラと舵を清掃した場合には約９5%、

（ｃ ）プロペラと舵及び水面下の船体表面を清掃

した場合には約Ｃ５%

となり、船体あるいはプロペラの汚損の度合いが顕

著であるためか、それらの汚損が燃料消費量に及ぼ

す影響は予想外に大きい例のひとつである。

特に、プロペラの汚損状況の詳細は明確ではない

が、プロペラのみを清掃した場合、例２８と同様に、

かなりの省エネルギー効果（約９５%）が得られるこ

とは注目すべきことである。

以上の例のように、漁船の省エネルギーの観点か

らは、定期的に船体・舵・プロペラを清掃（船体の

再塗装を含む）するなど、水面下の海水に接する部

分の表面を滑らかにすることが望まれる。また、汚

損の進行状況や燃油価格によっては、ドック経費を

かけても船体など、特にプロペラの清掃を実施する

ことが、省エネルギー並びに経営的な観点（燃油費

の削減）から得策となることもあり得る。

船体やプロペラの汚損の程度、あるいは汚損の進

行状況は、当該漁船の船体塗装の仕様（塗料など）、

停泊港の海域の環境特性、ドック時以外の停泊・運

航日数などにより異なる。このため、船体、舵ある

いはプロペラなどの清掃実施により確実に省エネル

ギー効果が得られるものの、清掃前に比べて、ど

の程度の省エネルギー効果が得られるか、すなわ

ち、個々の漁船について正確な「削減率」（あるい

は削減量）を推定することは、極めて困難である

（Noがe２８参照）。

なお、船体などの清掃により、清掃前後の比較

に関する限り、本節の冒頭に述べた程度の省エネル

ギー効果が期待できるものの、船の経年変化による

影響は避けられない。すなわち、経年変化による各

種要素の劣化の進行状況や劣化程度によるが、例え

ば、新造時から十数年経過した状態における抵抗・

推進性能は、船体、舵あるいはプロペラなどを清掃

したとしても新造時と同じ性能とならないことは、

一般商船を対象として多くの事例が報告されている。

このほか、漁船では、場合によってはプロペラの

変形やプロペラ翼の一部破損・欠損が見過ごされた

まま運航されているケースも聞かれる。そのような

場合には、プロペラの効率が落ちることから、燃油

の浪費となる。したがって、日常的あるいは定期的

にプロペラを点検することが大切である。また、漁

図2３5３3　プロペラ・舵・船体の清掃による省エネルギー効果例

（本図は、参考文献４）から転載。図の縦軸及び横軸、注釈については、英文標記を筆者が和文に翻訳した）
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船の運航時に普段とは異なる違和感、例えば、通常

とは異なる異常な振動、あるいは、船の重量（載荷

状態）が大きく変わっていないにも拘わらず船速が

出ないなどの場合には、プロペラまわりの点検を勧

める。プロペラの変形や翼の破損・欠損の程度によ

るが、それらの修理により燃油の浪費を防ぐことが

出来る。  （※山越康行）

※Noがe２６：船体などの清掃後は、主機関回転数を

下げて運航すること

主機関の回転数を清掃後も清掃前と同一として運

航すると清掃前に比べて船速が増加するものの、燃

料消費量はほとんど減少しない。したがって、省エ

ネルギー効果を得るには、清掃後には主機関の回転

数を下げて、清掃前とほぼ同一の船速で運航するこ

とが肝要である。

※Noがe２７：船体などの清掃コスト

沿岸小型漁船については、漁業者自らが船体ある

いはプロペラの清掃を行うことが一般的であると

言われている。そのようなケースでは、多額の費用

を必要としないと推測される。しかしながら、造

船所のドックなどで船体・プロペラ等の清掃並び

に塗装を実施する場合には、船の規模にもよるが、

ドック費用を除いても、【数万円～数十万円】の費

用が必要となると言われている。したがって、その

ようなケースでは、費用対効果の検討も必要となろ

う。

※Noがe２８：自船に関するデータの蓄積

一般商船では、多くの船主が常に運航経費に注意

を払い、ドック前後の諸性能のデータを蓄積・分析

して、省エネルギー化や経費節減対策を講じている

と言われ、それらに関する報告も少なくない。

漁船については、７３８３７に掲載したような先駆的

な取り組みなど、一部の先進的な漁業者あるいは経

営者を除き、常時、自船の運航状況や燃料消費量な

どに注意が払われているとは言い難い。少なくと

も、船体・プロペラ等の清掃前後には必ず速力試

験を実施して、例えば、エンジン回転数と燃料消

費量を記録するなど、意識的に自船の基本的なデー

タを蓄積しておくことが肝要である。そのことによ

り、船体等の清掃による自船の省エネルギー効果の

オーダも推測可能となる。

※Noがe２９：船体塗料による省エネルギー化

各種の船体塗料（自己研磨型、ポリマー型など）

による防錆や汚損の軽減、あるいは摩擦抵抗の軽減

による省エネルギー効果などに関する報告も少なく

ない。それらについて、ここでは省略する。今後、

それらの資料や文献などの収集・調査して、一定の

結論が得られた場合には、本特集の一項に加えるこ

とも考慮したい。

漁船を対象として、船体塗料と省エネルギーの関

係について客観的なデータや資料をお持ちの方は本

協会の編集委員会事務局までご連絡いただければ幸

いです。

７３5の参考文献等

６）H７７年度「海洋水産資源開発事業：（システム

対応型：近海はえなわ＜北太平洋西部海域＞）」

７）「遠洋まぐろ延縄漁業の将来展望に係わる中間

とりまとめ」、遠洋まぐろ延縄漁業将来展望検討

委員会、全国遠洋沖合漁業信用基金協会、H７５３８

８）水産工学研究所調査船「たか丸」の振動騒音計

測：長谷川勝男・高橋秀行・小田健一、水産工学

研究所技報、第６π号、p３6ＣδＣＣ、６ππＣ３ ８

９）小型漁船の船底清掃による燃料消費量とNａぐ排

出量の低減効果：濱口正人・下川伸也・内田和

良・前田和幸、水産工学、第８７巻８号、p３６Ｄ６δ６ＤＣ、

６ππ6３８

（注記）なお、７３９及び７３5は、参考資料５）、６）を

ベースに、「本特集」用として補完・再編集した

内容であることを付記する。

5）「漁船漁業の省エネルギーに向けて」、（独）

水総合研究センター　水産工学研究所・開発調査

センター、平成７5年5月

6）「漁船漁業の省エネルギー解説書」平成７９年度

版、（独）水産総合研究センター　水産工学研究

所・開発調査センター、平成７5年８月（未公表）
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７３6 　可変ピッチプロペラの構造および運用とその

省エネルギー効果

推進器としての可変ピッチプロペラについて、そ

の構造、推進システムの構成、運用、および省エネ

ルギー効果について記述する。

１．推進システムの概要

船舶を前進および後進させる装置が推進器であ

る。推進器にはスクリュープロペラ（以降、プロ

ペラと称する）、ホイットシュナイダープロペラ、

ウォータージェット、外輪、櫓などがあるが、現在

ではそのほとんどがプロペラである。そのプロペラ

を駆動させる原動機が主機であり、両者を合わせ

たものを推進システムと呼ぶ。そのシステムを図

７３6３６に示す。機関室に設置された主機（ディーゼ

ル機関）はプロペラ軸に回転力（これをトルクとい

う）と回転数を与え、これにより、水中にあるプロ

ペラを回転させ、船体を前進させる。

図７３6３７は、水中にあるプロペラに作用する力

を示したものである。プロペラが６回転したときの

円周距離を７πお（おはプロペラ旋回半径）、そのとき

プロペラ面が前進した距離を理論プロペラピッチ

（ｂｆ）、実際に船舶が前進した距離を実際のプロペラ

前進距離（ｂA）という。そして、ｂｆとｂAの差をす

べり（ｅ）という。いま、水中でプロペラが回転す

ると、プロペラ表面に垂直方向に揚力Lと、プロペ

ラ表面に沿ってその後方に抗力Dが発生する。両者

の力をそれぞれプロペラ軸方向（ぐ軸）とその直角

方向（け軸）に分力すると、

　揚力L =LぐβLけ

　抗力D =DぐβDけ

で示される。このとき、ぐ軸方向の合力Ｒぐおよびけ

軸方向の合力Ｒけはそれぞれ、

　合力Ｒぐ =Lぐ－Dぐ

　合力Ｒけ =LけβDけ

となる。

合力Ｒぐはスラストと呼ばれるもので、この力が

プロペラ軸を伝わり、船体に固定された減速機また

は主機を介して船体に伝わる。この力が船体を前進

させる。このとき、減速機または主機にはスラスト

軸受が装備されているので、船体に力を伝えること

ができる。主機を防振ゴムで船体に柔らかく固定す

る場合は、主機のプロペラ側にスラスト軸受の機能

を有した減速機が設けられ、スラストが減速機を介

して船体に伝える。したがって、スラスト軸受が損

傷すると、船体は直ちに運航できなくなるため、重

要な部品と言える。

合力Ｒけはプロペラを回転する力であり、プロペ

ラの半径おとの積（ｆ=Ｒけ･お）が回転力、すなわち

トルクである。そして、プロペラ軸の毎分回転数を

Ne［おpm］とすると、プロペラの吸収馬力BHｂ［W］

は次式で表される。

　吸収馬力BHｂ=７πNe･ｆ４6５　　　　［W］

この吸収馬力を発生させる原動機が主機であり、

主機の出力になる。なお、厳密に言うと、主機とプ

ロペラの間で出力の一部が熱に変換され減少する。

図2３6３1　推進システム 図2３6３2　プロペラに作用する力
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図2３6３3　機関性能の一例

以上のことにより、たとえば、主機の定格出力が

８γ７５５kWの場合、プロペラが接続されていなければ

出力はほとんど発生することができない。プロペラ

において吸収できる馬力が存在して初めて、主機が

出力を発生することができる。

２．舶用特性

これは、プロペラが水中で回転し、船体が前進す

る場合、主機出力ｂ［kW］は主機回転数Ne［おpm］ 

の８乗に比例する、または主機出力ｂ［kW］は船速

ｈ［m４か］の８乗に比例する、という関係を表した

ものである。図７３6３６に示すように、船速ｈ［m４

か］で前進しているとき、海から受ける前進抵抗を

ｄ［N］、水没船体表面積をA［m７］、海水の密度を

ρ［kg４m８］とすると、前進抵抗は次式で示される。

　ｄ=CL･ρ･A･ｈ７

CLは係数である。また、船体を前進させる有効

馬力EHｂ［W］は、

　EHｂ=ｄ･ｈ

となる。推進効率をηとすると主機出力ｂ［W］は

　ｂ=EHｂ４η=ｄｈ４η=CL･ρ･A･ｈ８４η

となり、船速以外を定数k６とすると、ｂ=k６ｈ８となる。

また、船速はプロペラ回転数におおむね比例するた

め、ｂ=k７Ne８が得られる。これが舶用特性または舶

用８乗特性である。船速を６５%減速させると、主機

出力は７Ｃ%減少し、燃料消費量も７Ｃ%節減できる根

拠である。

３．機関性能

機関性能を示す一つとして、図７３6３８に示す機

関性能曲線がある。同図は縦軸に出力［kW］また

は［%］、横軸に回転数［おpm］または［%］をとり、

プロペラと機関を組み合わせたときの両者の関係を

示したものである。出力６５５%とは定格出力であり、

同様に回転数６５５%は定格回転数である。なお、定

格とは連続運転において、機関メーカが安全運転を

保証する最大値である。両者の交点と原点とを８乗

の関係で結んだ曲線（黒色）が舶用特性である。実

際に装備するプロペラは前述の曲線を若干下回る特

性（緑色）を有するものが採用される。このプロペ

ラを軽めのプロペラという。また、逆に前述の曲線

を若干上回る特性（紫色）を有するプロペラを装備

する場合、これを重めのプロペラという。当然のこ

とながら、軽めのプロペラを装備すると、機関が定

格回転数に達しても出力は定格値に達せず、最悪の

場合、計画船速が得られない場合もある。また、重

めのプロペラを装備すると、機関の出力が定格値に

達しても、回転数は定格値に達せず、過負荷運転に

陥る危険性がある。

新造時における海上試運転試験では、６６５%出

力での計測が行われている。定格出力および定格

回転数の交点を通る舶用特性では６６５%出力時の回

転数は６５８%になる。これゆえに、回転マージンを

＋８%に取る場合が多い。そして、回転数６５８%およ

び出力６５５%の交点を通る舶用三乗特性（緑色）を

有するプロペラでは回転マージン＋８%を有するこ

とになる。また、紫色の曲線は回転マージン－８%

のプロペラの特性を示す。

同図は等燃料消費率曲線が付加されている。燃料

消費率［g４kWh］とは６時間当たりの燃料消費量［g］

を出力［kW］で除したものであり、同一値を結ん
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（a）前進　　　　　　（b）停止　　　　　（c）後進

図2３6３4　可変ピッチプロペラの翼角変化（模型　東京海洋大学海鷹丸所蔵）

図2３6３5　可変ピッチプロペラの変節メカニズム模型

だコンター線図が等燃料消費率曲線になる。

回転数６５５%、出力６５５%の点と原点を結ぶ直線が

トルク６５５%を示す。同様に出力Ｄ５%の点と原点を

結ぶ直線はトルクＤ５%である。更に、実際の運航

時の機関の作動域は、同図の赤線より下側の領域、

６５５%回転数より左側の領域、アイドル回転数より

右側の領域で囲まれた範囲である。当然、赤色の領

域は運転禁止域もしくは運転不可能域である。

４．可変ピッチプロペラの構造

可変ピッチプロペラ（Conがおollable ｂ､がch ｂおopelleお、 

以降Cｂｂと称する）とは、図７３6３９に示すように、

ボスに取り付けられたすべてのプロペラ（翼）が同

方向に同期して回転する機構を有するプロペラであ

る。プロペラ軸を一定方向に回転させておくだけ

で、プロペラを同図（a）のように反時計方向に回

転すれば船体は前進し（翼角前進７５度）、逆に同図

（c）のように時計方向に回転させると船体は後進

する（翼角後進７５度）。また、同図（b）のように

翼角位置が５度の場合、船体は停止する。厳密にい

うと、プロペラは翼角５度においてスラストがゼロ

になるものはほとんどなく、前進または後進スラス

トが若干残ることが多い。船速調整は翼角の回転角

度を制御するだけで可能になる。翼角を動かすこと

を変節という。なお、固定ピッチプロペラとはボス

に取り付けられた翼角が固定されたものである。船

速調整は主機の回転数を調整し、逆転させるときは

主機を逆転させる、または減速機で逆転させる必要

がある。

可変ピッチプロペラの変節機構は、図７３6３5に示

すように、プロペラ軸の途中に設置された変節箱に

油圧ピストンが内蔵され、ピストンの移動量をプロ

給油箱

外軸

変節箱
プロペラ

ボス

プロペラ（翼）

内軸
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ペラ軸の内軸でボス内のクロスヘッドに伝え、プロ

ペラフランジの中心より偏芯した点にあるピンを船

首尾方向に移動させることによってプロペラの取り

付け角度を変更させる。油圧の供給は、変節箱の近

傍にある給油箱を介して外部から供給され、変節箱

の油圧シリンダまで導かれる。なお、プロペラ軸の

トルク伝達は外軸のみで行われる。

５．可変ピッチプロペラの特徴

１）主機能力の有効利用

著者は、この主機能力の有効利用がCｂｂの最も重

要な特徴であると考える。特に大きな抵抗である

魚網を曳く底びき網漁船には有効である。図７３6３6

に示すように、通常の固定ピッチプロペラ（Ｒｂｂ：

Ｒ､ぐed ｂ､がch ｂおopelleお、以降Ｒｂｂと称する）漁船で

は船速の増加により主機の作動点が舶用特性上を

６→７→８で移動する。この漁船において、底びき網

を曳航する場合、最適な曳網船速は７～８kがであり、

作動点は６→９→5（ｂ5［kW］）で移動する。作動点

5の位置はトルクリッチの視点からむやみに上方へ

は移動させることができない。これに対して、Cｂｂ

漁船では主機を定格回転数で運転すれば、作動点は

6→Ｃ→Ｄで移動し、許容される曳網船速まで主機出

力（ｂＤ［kW］）を上昇させることができる。すなわ

ち、Cｂｂを搭載すれば、極論的に主機の能力は定格

出力まで上昇させることができ、ｂＤ［kW］≫ｂ5［kW］

の関係が達成できる。なお、ここに記載した事項は

主機の設備出力容量を有効に活用できることであり、

省エネルギーを意味するものではない。さらに、主

機の有効利用により出力が増加すれば、当然燃料消

費量も増加することになる。

２）低速域の船速制御の容易性

Cｂｂによる船速制御は、図７３6３7に示すように、

主機により一定方向のみにプロペラ軸を回転させれ

ば、プロペラの翼角調整のみで前進から後進までの

全速度範囲で任意の船速を得ることができる。これ

に対して、Ｒｂｂによる船速制御は、図７３6３8に示す

ように、主機をアイドル回転数で運転後、クラッチ

を勘合し、プロペラ軸の回転数をゼロ回転から一気

に主機アイドル回転数に上昇させる。したがって、

プロペラ軸の前進最低回転数と後進最低回転数の間

は調整できない。これを可能にするには、減速機に

オメガクラッチ機能を装備させる必要がある。これ

は、同図の点線で示したように、減速機の油圧式多

板クラッチを滑らせ、プロペラ軸のゼロ回転数から

アイドル回転数まで自在に制御するものである。

３）急速停止性能の向上

船体を急速に停止させる場合、Ｒｂｂを搭載する漁

船では主機回転ハンドルを停止位置にすると、回転

数がアイドリング回転まで下がり、クラッチが脱に

なる。そして、回転ハンドルを後進側に倒すとク

ラッチが勘合し、後進力が作用する。また、Ｒｂｂを

図2３6３6  底曳き網漁船における曳網時の主機の状態

FPP　通常増速時　1→2→3

FPP　曳網増速時　1→4→5

CPP　曳網増速時　6→7→8

図2３6３7　可変ピッチプロペラによる速度制御

図2３6３8　固定ピッチプロペラによる速度制御
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搭載する大型船では主機への燃料遮断、主機回転数

が規定回転数より低下した後、前後進用カムピスト

ンにより後進用カムを確立後、主機の再起動、後進

増速により後進力が作用する。このことから、後

進力が作用するまで時間がかかる。これに対して、

Cｂｂでは主機回転数を保持したまま、前進翼角から

後進翼角まで変節するだけ、後進力が得られる。こ

の時間は７５秒以内に完了する。このため、緊急停止

までの船体の前進距離は、極めて短くなり、緊急時

の船体の安全性が向上する。図７３6３9に停止までの

時間と船体の停止距離の関係の一例を示す。

４）自動制御装置の導入の容易性

①　自動負荷制御装置

自動負荷制御（Aきがomaが､c Load Conがおol：ALC）

とは、主機の負荷を一定に保持するために、Cｂｂの

翼角を自動的に調節する制御装置である。一般的に、

Cｂｂでは船速を制御する場合、①回転数を一定とし

て翼角を制御する、②翼角を一定として回転数を制

御する、③翼角と回転数を同時に制御することが可

能であるが、推進システムの安全性を考慮すると、

翼角制御が最もリスクが少ないと考えられる。図

７３6３６５は一般的な主機の運転作動点を示したもの

である。今、平穏な海面を航行中の主機の作動点を

点６とする。海象、気象の悪化や船体抵抗の増加に

より、主機は回転数が一定のもと、点７に負荷が増

加する。この場合、舶用特性を上回らなければ、主

機は通常の運転として許容されるが、点８のように

舶用特性を完全に上回るとトルクリッチとなり、可

能な限り回避する必要がある。そこで、舶用特性を

上回ると、これらの操作を自動で行い、翼角を下げ

るものがALCである。ALCには、トルクリッチに

陥ったときのみに翼角を一定量下げるものや、トル

クリッチが解消されたときには再度翼角を上昇させ

るものもある。主機の出力信号は、ガバナのポンプ

マーク信号を代用する場合が多い。Ｒｂｂの場合は海

象の悪化によって主機がオーバートルクの状態にな

ることがあるが、ALC装備のCｂｂでは外乱に応じ

て主機の負荷を的確に制御することにより、 主機を

無理なく使うことができる。

②　自動船速制御装置

自動船速制御（Aきがomaが､c ｅpeed Conがおol：AｅC）

とは、船速を一定に保持するために、Cｂｂの翼角を

図2３6３9　船体の緊急停止特性

FPP1 ：逆転式減速機付主機

FPP2 ：自己逆転式主機

L ：停止距離

L0 ：全長

図2３6３10　自動負荷制御装置の作動特性 図2３6３11　自動負荷制御装置の作動特性
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自動に調節する制御装置である。図７３6３６６は一般

的な主機の運転作動点を示したものである。今、平

穏な海面を航行中の主機の作動点を点６とする。海

象、気象の悪化や船体抵抗の増加により点７へ船速

が低下するので、翼角を上げて船速を一定値に保持

するものである。逆の場合には、船体抵抗の減少に

より点８へ船速が上昇するので、翼角を下げて船速

を一定値に保持する。設定船速を超えた場合には主

機出力を下げて燃料消費量を削減させることがで

きる。なお、負荷が舶用特性を上回った場合には

ALCが作動し、主機の過負荷を防止することがで

きる。

６．Cｂｂによる推進システム

１）油圧ポンプ、発電機の主機駆動

大容量の油圧ポンプを搭載する底びき網漁船や

巻き網漁船では、図７３6３６７に示すように、油圧ポ

ンプや発電機を主機駆動する場合が多い。Ｒｂｂでは

船速制御のため主機回転数を調整するので、油圧ポ

ンプの駆動回転数が設定回転数と異なるため、油圧

ポンプの効率のよい運転ができない。そこで、Cｂｂ

を採用すると、油圧ポンプを規定回転数で運転でき、

かつCｂｂで船速調整が可能になる。これらの漁船の

場合、主機は９ストローク中低速機関が、発電機関と

しては９ストローク高速機関が使用されるが、両者の

燃料消費率はおおむね同程度であり、また主機には

C重油が使用されないので低コスト化も図ることがで

きない。更にCｂｂおよびシステムが若干高価になるた

め、費用対効果を十分に検討する必要がある。

運転方法は、主機を定格回転数付近で運転し、一

定回転数のもとCｂｂにより船速制御を行う。主機の

経年変化を考慮して回転数を若干低めに設定する場

合もある。

２）発電機の主機駆動

総トン数６５γ５５５トンを超えるｄａδｄａ船では、主機

に７ストローク低速ディーゼル機関が、発電機関に９

ストローク中高速ディーゼル機関が採用される。こ

の場合、両者の燃料消費率は６５%以上の相違がある

ため、図７３6３６８に示す発電機の主機駆動システム

により燃料消費量を低減している。

運転方法は、出入港時、主機を港内回転数で運転

し、Cｂｂおよび軸発電機が駆動され、Cｂｂで船速制

御を行う。この場合、軸発電機は８Ｃ5ｈ、5５Hげでス

図2３6３12　油圧ポンプ、発電機の主機駆動システム

図2３6３13　発電機の主機駆動システム
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ターンスラスタに給電し、他の発電装置でバウスラ

スタ電力と船内電力を賄う。航走時には主機を増速

後、軸発電機のみで船内電力（９９５ｈ、6５Hげ）を賄う。

このシステムの採用により、初期設備費の低減や燃

料消費量の削減が可能になる。

３）電気推進船への適用

近年、海洋調査船では、長時間の低船速運航や

水中雑音の低減が求められる。これを実現するため、

図７３6３６９に示すように、ディーゼル主機を搭載し

ない電気推進システムが採用される。長時間の低速

運航では、複数台の発電装置によるパワーマネージ

メントシステムにより原動機の低負荷を防止してい

る。また、水中雑音では主機ディーゼル機関に比べ

て回転数が高い高速ディーゼル機関により起振力を

低減させ、防止している。

この推進システムでは、Ｒｂｂを用いた場合、イン

バータによる電動機の回転制御が必要になる。し

かし、Cｂｂを用いた場合には誘導電動機による定速

回転による翼角制御が可能になり、インバータに

比べて比較的安価な推進システムを組むことがで

きる。

４）特殊船への適用

出入港の頻度の高い短距離両頭型フェリーでは、

図７３6３６5に示すように、主機の両端にプロペラを

装備している。進行方向前端にあるプロペラはク

ラッチを脱にして運航する。また、大型帆船では、

帆走時にはプロペラのクラッチを脱にして運航す

る。これらの場合、もし使用しないプロペラにスラ

ストが発生した場合は、主機出力が増加する。そこ

で、スラストを可能な限り低下させるCｂｂとして、 

翼角 （ピッチ） を水流とほぼ平行にすることができ

るフェザーリング型Cｂｂを採用し、抵抗増加を防止

している。

７．Cｂｂの省エネルギー効果

ここでは、Cｂｂ搭載船を用いて燃料油消費率およ

び燃料油消費量、船速などを計測し、Cｂｂの操作方

法との関係を調査した。その結果を基に、Cｂｂにお

ける機関性能の高効率な発揮方法を探査し、間接的

に機関の保守および耐久性について言及する。なお、

供試船は、東京海洋大学所属の青鷹丸（総トン数

６6Ｃトン、全長８5３5メートル）である。主機は中速

９ストロークディーゼル機関（定格出力ＣＣ７kW、定

図2３6３15　短距離両頭型フェリーの機関システム

図2３6３14　電気推進船の機関システム
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格回転数Ｄ5５おpm）であり、Cｂｂは９翼ハイスキュー

型である。なお、機関出力の単位は［ｂｅ］である。

１）Cｂｂの各種操作方法

（１）操作許容範囲

図７３6３６6は、翼角一定（６Ｃ、６πおよび７６deg）

時の機関出力ｂと回転数Neの関係を示し、同図の各

曲線は同結果よりｂ=a・Nebに近似させたものであ

る。ただし、aおよびbは係数である。翼角一定時

における出力は、回転数の約８乗に比例する舶用特

性が得られた。主機のメーカ各社では、連続運転許

容範囲は定格点を通る８乗カーブ上を含めた下方域

であると指示している。これにより、供試船におい

ても翼角７６degの８乗カーブは同一回転数での出力

上限値と考えられ、低回転数域でも高出力を得るこ

とが期待できる。

（２）有効稼働運転

有効稼働運転とは、主機の所要出力時に最高船

速が得られる運転方法である。図７３6３６7において

６５kがおよび６６kがの等船速曲線は左下がりの曲線であ

るため、同曲線の左側、すなわち定格点を通る８乗

カーブ上に作動域を設定すれば、主機の所要最少出

力において最高船速が得られることになる。このと

きの翼角は７６degであった。

（３）省メンテナンス運転

図７３6３６7における７５５、７6５g４ｂｅ･hの等燃料油消

費率曲線は、凹状の曲線を示した。凹状の低域は主

機の一定出力に対する最少の燃料油消費率であり、

主機の熱効率が最大となる作動域である。さらに、

燃焼効率も良好と考えられるので、未燃焼物や燃焼

図2３6３16　翼角一定時における作動特性

―△―（17deg）　P=2３336×10-6Ne2３870

―□―（19deg）　P=1３365×10-6Ne2３987

―○―（21deg）　P=3３142×10-6Ne3３244

図2３6３17　等燃料消費曲線

―△―　等船速曲線

―――　等燃料消費率曲線

－－－　等燃料消費量曲線
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生成物によるデポジットも減少するものと推察され

る。これにより、機関各部の摩耗および汚損は低減

し、分解時の清掃作業が軽減されるので、同曲線の

凹部域の点を通る曲線上が保守経費を節約する省メ

ンテナンス作動域であると考えられる。

（４）省エネルギー運転

図７３6３６7において、９kがの等船速曲線は凹状を

示した。同曲線上の低域は最少出力域であり、各船

速における同域を結ぶと最小出力曲線である推進効

率最大曲線が得られる。したがって、この曲線上を

機関の作動域とするとプロペラヘの最少入力エネル

ギーで最高船速が実現されることになる。この運転

方法は、船体およびプロペラの汚損による推進抵抗

の増加やプロペラ効率の低下の判定にも寄与する。

この操作方法を省エネルギー運転と称したが、この

推進効率最大曲線は、次のことから燃料油消費量の

最少曲線と一致しないことが推察される。

図７３6３６8に示すように、凸状の等燃料油費量曲

線と凹状の等船速曲線ｈ６との接点X６は最少燃料油

消費量b６になる。等船速曲線ｈ６における最少出力域

X７は、接点X６の右側に位置し、同点を通る等燃料油

消費量曲線b７はb７>b６になる。したがって、同一船

速における最少出力域の燃料油消費量は最少燃料油

消費量より若干増加する。このことから、推進効率

最大曲線は同一船速における燃料油消費量の最少域

とは一致せず、同曲線は前述の省メンテナンス曲線

の右近傍に存在することが明らかになり、文献と同

様な結果が得られた２）。

２）各種漁船への適用効果

供試船が各種漁業に従事した場合、適正なCｂｂ操

作によって得られる燃料油の節減効果と機関の耐久

性について考察する。

（１）マグロ延縄漁船

マグロ漁船における主機の運転状況は、漁場ま

での往復航および漁場間の移動と操業に大別できる。

更に、操業は投縄、漂泊、潮上り、揚縄および移動

に細別でき、このサイクルは約７９時間である。投縄

は９～5時間を約６５kが前後で航走し、漂泊は揚縄まで

の待ち時間で主機は停止される。潮上りは漂泊中に

潮流によって流された距離を戻る作業である。また、

揚縄は６６～６７時間かけて約９kがで航走する。このこ

とから、漁揚作業にあわせて微妙な船速調整を必要

とするマグロ延縄漁船では、Cｂｂが非常に有効な装

置であると言える。しかし、長時間に及ぶ操船作業

は、操作の煩雑さから機関を定格回転数に保持し、

翼角制御のみを行う場合が多く見られる。これは主

機の性能から見ると、燃焼状態や燃料油消費量に着

目した最適制御ではないことは前述の考察から明ら

かである。

そこで、前述の各種操作方法を組み合わせた最適

制御を実施する場合と、それ以外の制御方法を実施

する場合の燃料油消費について比較検討した。ここ

では、他の制御方法として、機関回転数を一定に保

ち翼角制御のみを行う制御方法とした。また、マグ

ロ延縄漁業の稼働条件は稼働モデル３）を用いて、年

間あたりの燃料油消費の節減量を試算した。なお、

表７３6３６の稼働モデルに示す。

最適なCｂｂ操作方法では、図７３6３６5に示すよう

に出力5５５ｂｅ以上は等燃料油消費量曲線がフラット

なため、同一出力において回転数を変化させても燃

料油消費量の減少は見られない。しかし、等船速曲

線は左下がりのため、同一船速では低回転数域での

燃料油消費量の減少が認められるので前述の有効稼

働運転を行い、Cｂｂの翼角を７６degに固定して回転

数を制御する。このときの燃料油消費量は毎時約

６5６kgfになる。また、出力5５５ｂｅ以下では、同一船

速で最少の燃料油消費が得られる省メンテナンス運

転の作動域に設定する。各船速における最少燃料油

図2３6３18 　推進効率最大点と燃料消費量最少点の

関係

b1、b2 ：等燃料消費量曲線

V1 ：等船速曲線

X1 ：燃料消費量最少点

X2 ：推進効率最大点
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消費域を結ぶ作動域は、図７３6３６7において傾きの

急なほぼ縦軸に平行な直線であるため、回転数を一

定に設定し、翼角制御のみを行う方法とする。９kが

で航走中の燃料油消費量は、回転数が65５おpmで毎

時７5kgfを示す。これに対して、定回転数－翼角制

御では主機の回転をＤ5５おpmに設定して翼角制御を

行うと、燃料油消費量は６５３πkがで毎時６5８kg、９kがで

８６kgである。この結果、燃料油消費量の節減は年

間約７6トンに達し、低速時における燃料油消費量の

節減は、全節減分の約56%を占め、燃料油節減効果

の高い運転であることが認められる。

（２） トロール漁船

トロール網の曳航時の軸馬力ｅHｂは次式で表され

る。

　ｅHｂ=ｄ･ｈ４η

ここで、ｈは曳網速度［m４か］、ｄは漁具の抵抗

［N］、ηは推進効率である。トロール時のおける

Cｂｂ船の推進効率は、明確な数値を把握することが

できないが、本学練習船神鷹丸における試験操業結

果では、５３８5前後であった。

供試船の推進効率を５３８5とすると、船速が９kが、

漁具抵抗が９γ５５５kgのときの曳航出力は約８７５ｂｅを必

要とする。この場合、図７３6３６6より供試船の単独

航行時の機関出力は約Ｄ５ｂｅであるから、トロール

時の機関出力は約９５５ｂｅを示すことになる。所要出

力９５５ｂｅ時の燃料消費率は等燃料消費率曲線が左下

がり状であるため、主機の運転許容範囲内の最低

回転数である65５おpm付近が最小値を示し、約６Ｄ５g４

ｂｅ･hであると推定される。これに対して、回転数

を定格回転数のＤ5５おpmに設定すると、燃料油消費

率は約６Ｄ5g４ｂｅ･hに増加する。したがって、最適な

Cｂｂの操作方法では馬力・時間当たり5gの燃料油消

費量を減少させることが可能になる。

３）機関の耐久性に及ぼす影響

Cｂｂでは、出入港時における機関の発停回数が

Ｒｂｂ直結の可逆転機関に比べて著しく減少する。こ

のため、機関の起動停止時に生じる境界潤滑状態や

プロペラの遊転中における逆転操作は回避され、機

関各部の摩耗は軽減されるものと考えられる。また、

燃料油に起因する摩耗は、燃焼不良によって生じた

未燃焼物の潤滑油への混入が主原因であると推察さ

れる。したがって、燃料油消費量の節減は良好な燃

焼をもたらすとすると、未燃焼物の生成量が減少し、

燃焼室まわりの汚損および摩耗が軽減されると推察

される。以上のことから、適正なCｂｂの操作による

表2３6３1　マグロ延縄操業の稼働モデルにおける主機関の燃料油消費量の比較
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燃料油消費量の節減は、機関各部の熱応力の低減、

ピストンリングおよび排気弁の折損防止等に有効で

あると推察され。耐久性が向上するものと考えられ

る。なお、機関メーカでは、主機の運転可能領域と

して定格点を通る８乗カーブ上を含めた下方域とし

ている。しかし、排ガス温度、吸気圧力等を含めた

機関状態値を考慮して８乗カーブ上や定格回転数の

運転を進めている。このため、本報告で示した事項

を実施するときは機関メーカと十分な協議が必要だ

ろう。

（※酒井久治）
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