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国際試験水槽委員会（ITTC）第 26期活動報告

  試験水槽委員会

1．はじめに

2011年 8月 28日より 9月 3日まで ITTC第 26
期総会がブラジルのリオデジャネイロで開催され
た。第 26期の技術委員会の報告と，今後の活動に
向けたグループディスカッションなどが行われた。
各委員会で活動いただいた委員よりその活動をまと
めていただきそれを報告する。
今回の総会はアメリカ地区が開催する順番であっ
たが，米国での開催は Visaが取得しにくい国があ
ることなどから福岡での 25期総会前の理事会で熱
心に開催を希望していたブラジルでの開催が決まり
3年間準備されてきたものである。これは南アメリ
カ大陸で開催される初めての総会であり，当時評議
会に参加していたメンバー機関もなかったことか
ら，アメリカ地区代表の米国 In-Young Koh博士が
理事会議長となり，ブラジルの Antonio Fernandes
博士が副議長，Marcelo Neves博士がセクレタリー
となり，残り五つの地区の代表と ITTCセクレタリー，
評議会議長という形で理事会を運営する形で準備を
行ってきたものである。その後アメリカ地区代表と
EC議長が米国 Stuart Jessup博士，カナダのMary 
Williams博士に代わるという開催地区の代表が
次々変わるという事態の中でブラジルで開催された
総会であった。理事会ではこの 3年間の間には主
に評議会で議論された内容の最終決定という形で
あったが最終のブラジルでの開催までの 3年間で
新しい評議会メンバー機関として，韓国プサン国立
大学，フランス Ecole Centrale de Nantes，ブラジ
ル LabOceanoが認められた。これらが教育機関で
ありどの程度商用の試験を行っているかが話題にな
り，この件で認められずさらなる審議が行われてい
る機関もある。また EEDIに関して日本と ITTC
で共同で IMOに文書を提出した時や IMOの会議
への派遣などは理事会メンバーで審議がされた。ま
た次期開催地北ヨーロッパ地区より提案された二つ
の候補から，Force Technologyから提案のあった
デンマーク　コペンハーゲンでの開催を決定した。
評議会ではさまざまな各技術委員会に関する事項な
どが議論され各技術委員会へ要望が出されて委員会

の活動が行われた。
ブラジルの総会は，240名の参加者があり，盛況

であった。図 1に総会の集合写真を示す。

日本からは 19名の参加があり，各機関の代表，
26期の委員だけではなく 27期の委員をお願いした
方々からも多くの参加をいただいた。日曜日のレセ
プションから始まり，月曜日の ECの報告から会議
が開始されたが，米国からの参加者はハリケーンの
ため少し遅れて参加する方も多くいた。また日本か
らの参加者もハリケーンの影響を受けた方がおられ
た。各委員会の報告は後でなされるが，この総会で
は今後の活動にも関連する話題として三つのグルー
プディスカッションが行われた。それらは Noise 
and green ship，Marine renewable energy，
Modelling of extreme wavesであり，Green ship
の討論では海上技術安全研究所の佐々木博士が講演
された。Noise，Green shipとMarine renweable 
energyに関しては関連の委員会が 27期に創設さ
れ，Noiseに関しては，IMOでも議論が行われて
いる。また Extreme wavesに関しては評議会でぜ
ひ行おうということになり今回行われた。
バンケットでは，Fernandes博士の挨拶のあと，

米国Morgan博士がこれまでの ITTCの歴史を始ま
りから福岡の総会まで詳しく説明された。その後次
期開催地のデンマーク Stig Sand博士が次期開催地
や計画について説明された。その後はサンバチーム
が会場に入りにぎやかな会となった。

EEDI関連の委員会が試運転が最初の作業になる
ということから急遽日本からの委員を差し替え皆様
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図 1　総会集合写真
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にご迷惑をかけました。ご協力に感謝します。

2．第 26期活動

2.1　Resistance Committee
 田原裕介（海上技術安全研究所）
本委員会は筆者を含め各国より選出された 9名
の委員によって運営されてきた（委員長：J. Gorski
博士， USA）。委員会最終報告は本会議初日の昼前
に，当初与えられた以下の重点タスクに従った構成
で行われた：（1）世界持ち回り試験の完了と結果
の解析；（2）実験流体力学の傾向；（3）計算流体
力学の傾向；（4）スケーリングと外挿法の現状；
（5）乱流促進法の現状；そして（6）次期委員会へ
の提言，である。
本会議においては，上記タスクは全て順調に進展
した事が認められ，また最終報告書も承認された。
特に今期委員会で最も重要とされたのは上記（1）
の「世界持ち回り試験の完了」であり，これは世界
各国の設備間の計測値の差を調べることを主目的と
して企画された。我が国は 5.7m模型船実験を主要
6水槽で担当した。最終的には約 13カ国 21水槽が
参加したが，うち 6水槽の参加を達成した我が国
の事例は貴重な実績として ITTC内で評価されてい
る（図 2参照）。

本委員会は第 27期も引き続き活動を行い，S. 
Turnock教授（UK）が委員長に就任するとともに
9名中 5名の委員が交替した。

2.2　Propulsion Committee
 安東　潤（九州大学）
まず始めに，Hybrid CRP，ポッドプロペラ，複
合材料製プロペラ，省エネ技術，キャビテーション
の観察や流場計測等の新しい実験技術等に関する技
術動向が報告された。

次に，CFDの精度検証として，ヨーロッパの
VIRTUEプロジェクトのワークショップより一様
流中のキャビテーション試験の結果と各種 CFDに
よる計算結果の比較例および Gothenburgで開催
された CFDワークショップより自航状態の実験結
果と計算結果の比較例等が示された（図 3参照）。
また，船体・プロペラ・舵の干渉問題，ダクトプ
ロペラや二重反転プロペラ，ポッドプロペラ等の特
殊プロペラの性能予測，キャビテーションの予測等
への CFDの応用例が紹介された。
その他，異なる種類の推進器を組み合わせるハイ
ブリッド推進システムの水槽試験法の現状調査結果
や氷海航行船のプロペラに関する動向等が報告され
た。

2.3　Manoeuvring Committee
 安川宏紀（広島大学）
操縦性では，例年の報告書と同じく，操縦性にお
ける実験技術，操縦性シミュレーション技術，ベン
チマークデータ，波浪中での操縦運動，制限水域に
おける操縦運動，不確か解析について報告があった。
これらに加えて，縮尺影響（Scale effects），低速
時の操縦運動モデル（Slow speed manoeuvring 
models）が追加されているのが特徴である。縮尺
影響の章では，操縦運動における模型船・実船の縮
尺影響について現状の知見が整理されている。現状
では良く分からない面が多々あり，特に問題なのは
操縦運動に関する実船データが少ないことである。
今後実船データの収集が必要であると思われる。低
速時の操縦運動モデルの章では，海洋関係の問題，
例えば，係留時の振れまわりの問題等を念頭におい
たものであり，時機を得たものであった。例を図 4

図 2　大型模型抵抗値の比較

図 3　実験結果と CFDのキャビテーションの比較
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に示す。今後このような海洋関係方面への範囲の広
がりが予想される。

2.4　Sea Keeping Committee
 松本光一郎（ユニバーサル造船）
昨年の IMO/MEPC62において，船舶からの CO2

排出量を規制することが決まった。トン・マイルあ
たりの CO2排出量は，EEDI（Energy Efficiency 
Design Index）という指標で評価されるが，この
中に“fw”という実海域における船速低下率を表
すパラメータが導入されている。
このパラメータは，その妥当な推定評価手法が確
立されていないという理由により，今のところ“fw
＝ 1.0”と設定されている。この“fw”の推定評価手
法の確立を ITTCが担うべきであると，耐航性委員
会が提案した。“fw”の推定には，波の影響だけでな
く，風の影響等も考慮する必要があり，また EEDI
そのものに対しても，模型試験と実船性能の相関や，
それに関連する試運転手法の標準化，また就航中の
実船性能のモニタリング／解析手法の標準化等，技
術的に解決しないといけない課題が多くあるため，次
期 ITTC（第 27期）では，それらを議論するための
新しい Specialist Committee（Performance of 
Ships in Service）が設置されることになった。
耐航性委員会では，この新しいSpecialist Committee
と連携を取りながら，引き続き不規則波中馬力増加
／船速低下の精度よい推定手法の確立に向けて活動
する。

2.5　Ocean Engineering Committee
 永田　修一（佐賀大学）
本委員会では，まず，波，風，流れ中にある TLP，

FPSO，LNG FPSO等のプラットフォームの応答評
価，Dynamic positioning systemの性能評価，洋上
風車，波力発電，潮流発電に関する装置の性能評価，
Slamming，Green water，Sloshingのような非線
形波と構造物応答等に関連した実験法，計算法，係

留ラインに働く流体ダンピング等に関して，文献レ
ビューを行った。係留ラインとDynamic positioning 
systemの二つを対象に，模型実験，実海域実験結
果に含まれる不確かさの原因となるパラメータの抽
出も行っている。

Standard Procedureに関しては，今回，新たに，
Dynamic positioning systemの実験法に関する
Procedureを作成した。また，海洋再生エネルギー
装置の一つである波力発電装置の水槽実験法のガイ
ドラインを作成した。次期の第 27期では，潮流発
電，洋上風力を含めた海洋再生エネルギー装置に関
する水槽実験法のガイドラインが，新しい Specialist 
Committee（Testing of Marine Renewable 
Devices）の中で作成される予定である。
また，没水円柱の VIVに関する実験値に対応し
た比較計算を，3機関が有する三つの非定常 RANS
コード（Inhouse コード：1機関，コマーシャル
コード FLUENT：2機関）で行った。例として揚
力係数の標準偏差を図 5に示す。計算値と実験値
との一致度には，不十分な所があるため，今後，参
加機関を増やして比較計算を行うこととした。また，
予定していた鉛直軸を持つ円柱へのWave run-up
に関する比較計算は，作業が間に合わず，次期委員
会で実施することになった。

2.6　Uncertainty Analysis
 西尾　茂（神戸大学）
不確かさ解析の委員会では，実験および CFDに
おける不確かさ解析手法の動向調査と ITTCの不確
かさ関連の指針の見直しを行った。第 25期の不確

図 4　低速時の斜航角に応じた横力の変化

図 5　揚力係数の標準偏差の比較
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かさ解析の委員会では，ITTCにおける不確かさ解
析は ISO-GUM（1995）に準拠して進められるこ
とが方向付けられたが，この方針は他分野や世界的
な動向に一致し，その後 JCGM（Joint Committee 
for Guides in Metrology）からウェブ上で公開され
るなど状況にあることが報告された。また，関連用
語についてはまた，ITTCの密度や粘性などの水の
物性に関する指針は根本的に見直され，委員会から
の改定提案が ITTCで採択されるに至った（表 1参
照）。

これらのほかには，CFDや推進性能試験関連の
不確かさ解析の指針の調査と再検討が行われた。本
委員会での検討結果は，指針の改訂を行うまでには
至らなかったが，今後の見直しに関わる基礎的な調
査結果が示された。
不確かさ解析委員会は第 27期には継続されず，
試験法などの指針が取り纏められる委員会でそれに
対応した不確かさ解析手法の開発を続けていくこと
となった。

2.7　CFD in Marine Hydrodynamics
 日野孝則（横浜国立大学）
第 26期に新たに設置された専門家委員会であ
り，船舶海洋における CFD技術を分野横断的に扱
う委員会である。

ACから与えられたタスクの概要は，
1）ITTCにとって重要な領域（抵抗，推進，推進器，
操縦，耐航性，海洋工学）における CFDの現状を
レビューする。
2）CFD利用者の観点から，CFDにおける重要要
素（適用性，精度，信頼性，時間，コストなど）を
特定する。
3）粒子法や直交格子法などの新しい CFD手法に
ついてそのインパクトを評価する。
4）自由表面流れ，非定常流れ，乱流モデルあるい
は表面粗度，実船スケールの計算結果と実船データ
との相関などにおける研究の必要性を検討する。
5）CFD計算の検証のために必要なベンチマーク

データの必要性について検討する。
であった。
委員会の活動では，まず，広範なアンケート調査
により，利用者からの視点による船舶海洋分野にお
ける CFD技術の現状評価を行った（タスク 2；図
6参照）。

その後，CFDで用いられる物理モデル（乱流，
自由表面，キャビテーションなど）および数値的な
モデル（アルゴリズムや離散化，格子生成など）に
ついて，現状をレビューした（タスク 3，4，5））。
さらに，タスク 1）に対応して，抵抗，推進などの
分野毎の CFDアプリケーションの現状調査を行っ
た。最後に，委員会の重要な成果として，抵抗分野
における CFD利用を例として，「船舶 CFDの利用
における実際的なガイドライン」を作成した（タス
ク 2））。

2.8　Scaling on Wake Field
 川北千春（三菱重工業）
伴流の尺度影響に関する委員会では，プロペラ設
計やキャビテーション性能推定に重要となる実船伴
流の推定法に関する調査を実施した。HTC，KCS，
ITUの 3船型について既存の尺度修正手法及び
CFD（RANS）による実船伴流分布の推定を実施
した結果，既存の尺度修正手法の内，世界的に最も
使用されている笹島の方法が最も CFD結果との一
致が良いことが分かった（図 7参照）。

CFDによる実船伴流分布の推定精度は実用的な
段階に来ているとの報告がなされたが，比較すべき
実船伴流のデータが少なく，今後 CFDによる検証
可能な実船伴流データの公開が望まれる。また，キャ
ビテーション水槽における実船伴流作成手法とし
て，ワイヤーメッシュ法や実船相似模型とフローラ
イナを組み合わせた手法以外に Smart Dummy 
Modelと呼ばれるダミー模型を用いた手法が紹介

表 1　95％信頼性での海水特性式における不確かさ

図 6　利用されている CFDコードの種別
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された。本手法は，あらかじめ CFDによりキャビ
テーション水槽内にダミー模型を設置したときに実
船伴流分布となるように求めたダミー模型を用いる
手法である。

2.9　High Speed Craft
 池田良穂（大阪府立大学）
高速船専門家委員会は，1999年の第 22回 ITTC
以来の設立で，その後の大型高速船の出現に対応し
て進展した高速船の性能研究の現状を，特に双胴型
船に注目してレビューすることを主目的とされた。
抵抗関係では，CFDや各種理論計算手法が高速
船に適用されると共に，多くの実験的研究も行われ
た。
推進関連では，ウォータージェット（WJ），キャ
ビテーティング・プロペラ，スーパーキャビテー
ティング・プロペラについて多くの研究が行われた
が，アジポッド，サーフェース・ピアシング・プロ
ペラ（SPP）等の新しい推進器に関するデータの公
表は少なかった。また IMOのグリーンシップに関
する決議の影響で，大馬力を要する高速船は逆風下
にあり，減速時の経済的運航ができる能力が求めら
れている。
半滑走型船の耐航性では，従来の時間領域のスト
リップ法に代わって 2.5次元法の実用性が認知され
た。一方 RANS法を用いた 3次元計算法も開発さ
れているが，計算時間の長さがネックとなっている。
高速船の操縦性では，実験結果を援用した数値解

法の面でかなりの進展が見られた。また，3次元パ
ネル法を用いたポテンシャル理論に基づく理論計算
法，RANS法による CFDによる理論計算による操
縦性能分析の試みもなされている。
特に高速船では波浪荷重が重要で，双胴船では特
に双胴間を繫ぐデッキ下面のスラミングによる波浪
荷重が問題となる。こうした高速船の波浪荷重の数
値解析が，実験値を援用した 2D-t手法，3D手法
によって行われ，流力弾性的なアプローチも行われ
ている。また，大型双胴フェリーの波浪荷重の実船
実験の結果も公表されている。
本委員会が，この 1期だけで終了するにあたり，
高速船に関して今後必要な研究を提起した。

2.10　Stability in Waves
 片山　徹（大阪府立大学）
水槽試験法および数値計算法の最新技術のレ
ビュー，国際海事機関（IMO）の安全基準策定に
関連する作業，船舶の波浪中復原性評価に関する手
順書の作成を行った。以下に概要を示す。
レビューは，1）新技術の現行の手順書への影響，

2）新実験方法およびその結果に基づく実船性能推
定法と実用的数値計算法の開発状況，3）模型試験
法・数値計算法・実船試験法の改善に関する情報，
4）IMOで検討中の非損傷時復原性のバルナラビリ
ティ基準とその評価手法，に注目して行われた。
今後の転覆現象の数値計算手順書作成の準備作業
として，船体運動および風浪等外力のモデリングに
ついてまとめた。また，損傷客船の生存可能時間推
定に関する数値計算法の検討，数値計算結果の妥当

図 7　KCS船型に対する尺度影響修正法の比較

図 8　ロール角分散値の実験と推定法の比較
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性評価のための実験データの有無を調査した。
IMOからの次世代非損傷時復原性基準策定に関
する依頼事項として，不規則向波中パラメトリック
横揺れの発生・運動推定法のベンチマークテスト
を，前期委員会で選択されたMARINでの実験デー
タを用いて 6機関（7種の計算方法）参加のもと実
施した（図 8参照）。
横揺れ減衰力推定手順書 7.5-02-07-04.5を作成
し，承認された。また，不規則波中損傷船舶の転覆
計算手順書 7.5-02-07-04.4を作成し，既存の波浪
中損傷船舶水槽試験手順書 7.5-02-07-04.2の改定
を提案し，前者は指針書として承認された。
最後に，本委員会は第 27期より常設委員会とな
ることとなった。

2.11　Detailed Flow Measurements
 川村隆文（数値流体力学コンサルティング）
近年発達が著しい PIV（粒子画像流速測定法）な

どの画像解析に基づく計測法は非接触，非侵襲で同
時多点の計測が可能であることが特徴であり，船体
やプロペラ周りの剥離や渦を伴う複雑な流れの計測
への応用が進められている。Specialist Committee 
on Detailed Flow Measurementでは，これらの流
場と波の計測システム及び計測手法に関する最新技
術の調査を行った。また，曳航水槽やキャビテーショ
ンタンネルにおける PIV，SPIV（ステレオ PIV），
LDV（レーザードップラー速度計），PTV（粒子像
追跡流速計），ホログラフィーなどの新しい計測法
の応用についての調査も行った（図 9参照）。委員
会は座長の Paisan Atsavapranee博士（NSWCCD）
をはじめ 8名で構成され，ローマ，ナント，東京，
ニューキャッスルで 4回の会合が開催された。こ
れらの新しい計測法の重要性は確実に増しており，
最新技術の調査を引き続き行うとともに，実用的な

計測手法として用いるためのベンチマークデータの
整備や計測誤差の評価方法を確立することを次期
ITTCの課題として提案している。

2.12　Surface Treatment
 （S7委員会）
Surface Treatment（表面処理）は表面摩擦抵抗
低減に関することを調査する委員会として 26期の
Specialist Committeeの中の一つとして作られた。
日本からの委員としては甲斐寿氏が委員を務めてお
られたが，事情により途中で退任された。在任中に
委員会に出席され，その中でこの委員会は，空気潤
滑法などは取り扱わず，表面のペイントコーティン
グを取り扱い，船体浸水表面部やプロペラ表面に対
するものを取り扱うことを決めコーティング，汚損，
粗度やそれらを取り入れるための乱流モデルなどの
文献調査やペイント企業に対するアンケートを開始
された。その作業を学会の S7委員会で一部担当し，
調査結果が技術委員会に報告された。その後，委員
会自体も事情により活動がうまく進まず，総会では
最後のほうで委員会を補助したニューキャッスル大
学の Atlar教授が委員会の活動やニューキャッスル
大学が参加している関連プロジェクトをまとめたも
のを発表した。委員会活動の一部としては各種ペイ
ントの調査や文献調査が紹介され，その中には日本
から報告したものも多く含まれていた。また彼らが
行っているインターナショナルペイントとの共同研
究について紹介があり，その中で粗度計などが紹介
され，今後粗度の計測データベースを整備しようと
いう話があった。同様の内容を少し変えたものがグ
ループディスカッションでも紹介されていた。この
委員会は 27期には継続されず，この中の基本的な
部分は抵抗委員会に引き継がれることとなった。

2.13　Quality System Group
 伊東章雄（IHI）
品質保証グループ（QSG）では，ITTC内で品質
保証に関する作業を進めている。その内容は各技術
委員会がまとめる水槽試験・数値計算などの手順書
の維持管理，品質保証に関する文書の作成，用語集
の整備などである。特に IMOなどで検討されてい
る EDDIに関連して，水槽試験の手順書など整備
は重要となっている。QSGでは，各技術委員会が
作成した水槽試験・数値計算の手順書（ITTC 
Recommended Procedures and Guidelines」）の整
備，用語集である「ITTC Dictionary of Ship 
Hydrodynamics（図 10参照）」，記号リストである
「ITTC Symbols and Terminology List」の整備を図 9　PIVを用いた実船計測の例
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継続的に行っている。
今期は，ITTC Dictionaryをオンライン百科事典
である『ウィキペディア（Wikipedia）』の手法を
用いることの検討も行った。さらに，ベンチマーク
データの保管方法などの検討も行った。
第 27期は，これまでの作業の他，不確かさ解析
についても加えることとなった。

3．第 27期 ITTCの技術委員会

第 27期の技術委員会の構成と日本からの委員名
を表 2に示している。第 26期までとの違いとして
は，まず長い間，専門家委員会として活動してきた
Stability in Wavesが，今後もずっと継続して調査
研究が必要であるという理由で，今期から常設委員
会へ「格上げ」された。
専門家委員会の構成は大幅に変更になっており，

第 26期からの継続が認められたのは，CFD in Ship 
Hydrodynamics，Detailed Flow Measurementの
みである。CFD自体は数値計算であるが，それが
適用される分野が益々広がりを見せている現状で
は，CFDの精度検証のための水槽試験データ取
得・技術開発の必要性や CFDの適用性・信頼性の
評価は相変わらず重要である。また Detailed Flow 
Measurementに関する水槽実験・実船計測技術は
今後も発展が予想され，その動向をモニターし，手
法の有用性や精度の評価を継続して行う必要がある
とされた。
新設された専門家委員会の中でも緊急性が感じら

れるのは，Performance of Ships in Serviceであり，
これは IMOにおいて船舶性能の評価指標として導
入されることになった EEDI（Energy Efficiency 
Design Index）の内容を専門家として技術的に検
討することが期待されている。この専門家委員会の
任務として，試運転解析における風波浪影響の補正
や，実際の就航状態における喫水の違いによる補正，
波浪中抵抗増加の推定法など，常設委員会の多くが
守備範囲としている内容と関連した項目が多くあ
る。これらの関連した委員会と連携しながら技術

的・学術的な面から（政治的な面は抜きにして）検
討するという使命が課されている。Iceは第 25期
ITTCの時に設置されていたが，活動不振のために
第 26期では除外されていた。しかしながら，北極
圏航路の可能性や極域での海洋開発の進展などか
ら，再び研究調査の必要性が認識されたものである。
また Hydrodynamic Noiseは，水中音響など海軍・
防衛関連の研究がすぐにイメージされるが，クジラ
などの大型海中動物と高速船との衝突の問題なども
含めて研究調査の必要性が認められたために設置さ
れた。Testing of Marine Renewable Devicesは，
海洋エネルギーなどの再生可能エネルギー開発に関
連した機器の流体力学的諸問題について研究・技術
動向の調査を行うことが目的である。
第 26期で行われていたVortex Induced Vibrations

（VIV）の調査研究の重要性は，海洋工学分野では
依然として高く，まだ継続して行うべきだと主張す
る理事会メンバーが居たとも聞くが，VIVは常設
委員会である Ocean Engineeringがやるべき活動
項目の一つとして組み入れられることになった。ま
た Uncertaintyも各種の分野で共通的にその重要
性が認識されているが，これは各常設委員会で個々
に検討するとともに，Quality Systemsグループが
研究動向をモニターして，必要な研究を提言してい
くことになった。

表 2　第 27期 ITTCの技術委員会とグループ

◇常設委員会（Technical Committees）
委員会名 日本からの委員
Resistance 田中寿夫
Propulsion 大森拓也
Manoeuvring 古川芳孝
Seakeeping 谷澤克治
Ocean Engineering 三上　隆
Stability in Waves 片山　徹

◇専門家委員会（Specialist Committees）
CFD in Ship Hydrodynamics 日野孝則
Detailed Flow Measurement 長屋茂樹

Performance of Ships in Service
高井通雄，
辻本　勝

Hydrodynamic Noise 川北千春
Testing of Marine Renewable Devices 村井基彦
Ice 金野祥久

◇グループ（Group）
Quality Systems 小林英一

図 10　用語解説の例 ; Baseline


