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　近年のコンテナ輸送の増大と運航経済性の追求に伴い，コンテナ船は大型・大馬力化が進んでいる．こ
れらの船舶は馬力，スラストの増加により，プロペラ重量とプロペラシャフトフォースが従来に比べ増大
し，プロペラ軸受の片当たりや焼き付きが懸念されている．このため，プロペラ軸受設計の重要性が増し
てきている．当社では，プロペラ重量に加え，プロペラシャフトフォースを考慮した軸受設計を行うこと
で，軸受焼損によるトラブルのない船舶を提供している．

1．ま　え　が　き

　プロペラ軸受が焼き付きを起こすと，船は航行不能
となり，軸受復旧まで運航停止となってしまう．この
間の損失を考えると，プロペラ軸受の信頼性が非常に
重要であることが理解される．そのため当社では，プ
ロペラ重量に加え，軸受に作用するプロペラシャフト
フォース (1)（3．で詳しく紹介する）と呼ばれる力を
考慮した軸受設計を実施し，プロペラ軸受の焼損トラ
ブルの未然防止に努めている．
　上記設計法の検証のため，模型試験によるプロペラ
シャフトフォース計測 (2)及び実船の海上試運転にお
けるプロペラ軸受内油膜厚さ計測を実施し，本設計法
が有効であることを確認した．
　本報では，当社で実施しているプロペラ軸受設計に
ついて紹介するとともに，この中で開発した CFD及
び操縦運動シミュレーション計算を援用したプロペラ
シャフトフォース推定法について説明する．

2．プロペラ軸受設計法の概要

　図１に示すように，船体の船尾部にはプロペラシャ
フトが貫通する船尾管と呼ばれる管状の部分があり，
この中にプロペラ軸受が配置されている (3)．当社では，
このプロペラ軸受設計は図２に示す手順で実施してい
る．以下にこの手順の概要を紹介する．
　プロペラ軸受の寸法や，図３に示すような軸受形状
の検討は，設計の初期段階に実施される．この時，船
型やプロペラ形状は確定されていない．そのため，初

期計画時の船型，プロペラ形状を用いて検討がなされる．
　軸受の寸法や形状の設計では，静止時を想定し，プ
ロペラ重量のみを考慮した弾性梁計算（静的アライメ
ント計算）を行うことが基本である．この計算により，
プロペラ軸受荷重，軸傾斜角，曲げモーメント分布等
を求め，船級協会の規定する基準を満足させる．
　しかし，船の大型化に伴い，プロペラシャフトフォー
スは無視できない量となってきているため，上記プロ
ペラ重量に加え，船の旋回時などに生じるプロペラ
シャフトフォースを考慮した動的アライメント計算も
併せて行い，軸受の寸法や形状が仮決定される．
　また，軸受形状設計においては，タグチメソッド (注 )

を用いたロバスト設計も行っている．
　設計が進み，船型やプロペラ形状が確定した後は，
この最終形状を用いて上記と同様に静的アライメント
計算及び動的アライメント計算を実施し，プロペラ軸
受性能の確認を行う．ここで船級協会規定を満たし，
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図１　シャフトアレンジメント
船尾管内には前後に軸受が配置されており，後部の軸
受をプロペラ軸受と呼ぶ．
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充分な油膜が確保されれば軸受の寸法及び形状が決定
される．
　注：構成部品や材料，製造工程のばらつきあるいは，ユーザの手

元で起きる使用環境のばらつきや内部劣化などの製品の故障
や機能低下を引き起こす外乱の影響を受けても，可能な限り
機能が乱れないように製品を開発する統計学を用いた手法．

3．プロペラシャフトフォースとは

　ここでは，本報で度々ふれるプロペラシャフト
フォースについて説明する．
　スクリュープロペラは，プロペラ軸に対して回転対
称に作成されており，軸を中心とする円周方向に均一
な流場で作動すれば，推力とトルクのみを発生する．
しかし，現実には船体後方の不均一な流場で作動する
ため，推力，トルクの他にも力とモーメントが生じる．
これらを総じてプロペラシャフトフォースと呼ぶ．
　図４のようにプロペラの座標系を定義すると，プロ

ペラ軸受設計に関して問題となるのは，横，上下方向
の力 Fy，Fz ，縦曲げ，横曲げのモーメントMy，Mz 

である．My，Mzは推力が周方向に一様でないため発
生するものであり，Fy，Fzはトルクを発生する力が
周方向に一様でないために生じるものである．
　一般的に，船舶は直進状態，旋回状態，横移動状態
などの様々な状態で運航されるが，この中でも最大舵
角における旋回時にはプロペラ位置に強い横流れが生
じるため，プロペラシャフトフォースはプロペラ重量
に匹敵するほど増大し，プロペラ軸受にとって最も過
酷な状況となる．
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図２　プロペラ軸受設計手順
プロペラ軸受は，静アライメント計算及び動的アライメント計算を実施して設計される．
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図３　プロペラ軸受形状
動的アライメント計算を実施し，軸受長さやスロープ
傾斜角が決定される．
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図４　プロペラの座標系
x，y，z 軸方向に働く力を Fx，Fy，
Fz，各軸周りのモーメントをMx，My，
Mzと定義する．
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4．プロペラシャフトフォース推定法

　4．1　プロペラシャフトフォース推定手順
　プロペラシャフトフォース推定手順を図５に示す．
この手順は，はじめに船が旋回運動を行う際の運動特
性を推定し，後述する実斜航角を求める．次にこの実
斜航角でのプロペラ面流場を推定する．最後に，求め
たプロペラ面流場とプロペラ形状を入力データとし，
UQCM（Unsteady Quasi-Continuous Method： 当
社開発の非定常揚力面理論によるプロペラ特性の計算
法）(4)によって式（1）に示すプロペラシャフトフォース
無次元値 KFy，KFz，KMy，KMzを求めるというもので
ある．

　　
KFy =

KMy =

KFz =

KMz =

Fy Fz

ρn2D4 ρn2D4

ρn2D5 ρn2D5

My Mz,

,
　　 （1）

　ここで，
　　　　ρ ：海水の密度
　　　　n ：プロペラ回転数
　　　　D ：プロペラ直径
　旋回状態におけるプロペラシャフトフォースを推定
するためには，この状態におけるプロペラ面流場が必
要になる．しかし，この流場を実験もしくは数値計算
を用いて，求めることは大変困難であるため，プロペ
ラ面への流れが略等価となるような斜航流場に置き換
えて計算を行う．図６に２種の無次元化されたプロペ
ラシャフトフォース （旋回試験で計測した結果と斜航
流場を与えて計算した結果）の比較を示す．両者は良
く一致しており，斜航流場に置き換えて問題が無いこ
とが分かる． 

　4．2　実斜航角の推定
　船が旋回を開始すると転舵直後に回頭角速度 rが急
激に増加し，これによる強い横流れが発生する．回頭
角速度は旋回開始直後に一度ピークを持ち，その後定
常値に落ち着く．図７に示すように旋回時のプロペラ
シャフトフォース（無次元値）は回頭角速度の変化に
ほぼ比例した変化をし，回頭角速度が最大となるとき
にほぼ最大となる．そしてこの最大値は，時間が経ち
定常旋回に至った後も維持され続ける．したがって，
定常旋回時には過大なプロペラシャフトフォースが長
時間にわたり作用するので，軸受にとって厳しい状態
となる．そのため，プロペラ軸受設計は，定常旋回時
のプロペラシャフトフォースを考慮して行われる．
　旋回中のプロペラ面への流れは，図 8に示すよう
に斜航角βと回頭角速度により，αの角度を持つこと
になる．これを実斜航角と呼んでおり，この実斜航角
は式（2）で求められる．

　　α=β+ tan-1
xp xp

U U
≒β+・r ・r(         )  （2）

　ここで，
　　　　xp：プロペラから船体重心までの距離
　　　　U：船速
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図５　プロペラシャフトフォース推定手順
旋回時の船の挙動を推定し，この状
態におけるプロペラ面流場を求め
る．この流場とプロペラ形状を用いて
UQCMでプロペラシャフトフォース
を求める．
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図６　旋回時と斜航時のプロペラシャフトフォース
KFzを代表値として示す．旋回時と斜航時のプロペラ
シャフトフォースは良く一致する．
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図７　旋回時のプロペラシャフトフォースの変化
KFzを代表値として示す．旋回時のプロペラシャフト
フォースは，回頭角速度 rとほぼ比例した変化を示す．
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　この実斜航角を求める過程には，操縦運動シミュ
レーション計算を導入しており，個船毎に旋回時の実
斜航角を求めることが可能である．
　操縦運動シミュレーション計算で求めた実斜航角が
斜航時の横流れ角に相当するものとして，次ステップ
では斜航状態におけるプロペラ面流場を求める．
　4．3　CFDを用いた斜航時流場推定
　斜航状態におけるプロペラ面流場の推定には CFD

を適用している．従来，模型試験にて斜航時のプロペ
ラ面流場を計測し，これを使用していた．しかし，軸
受設計が行われる設計の初期段階では船型が確定して
おらず流場が得られない．このため類似船の模型試験
結果を用いてプロペラシャフトフォースを推定するこ
とになるが，これでは船型差に起因するプロペラ面流
場の変化には対応できず，プロペラの差に起因するプ
ロペラシャフトフォースの変化を評価するに留まって
いた．軸受設計における信頼性を高めるためには，船
型に起因するプロペラシャフトフォースの差も評価す
る必要がある．そこで当社は，プロペラ面流場推定に
CFDを適用し，この評価を可能にした．
　図９に模型試験で計測したプロペラ面流場と CFD

で推定したプロペラ面流場を示す．CFDで推定した
プロペラ面流場は模型試験結果に見られる横流れの状
況を良く再現している．図 10は，上記２種のプロペ
ラ面流場からプロペラの代表半径 0.7R位置における
周方向流速 Vtを船速 Uで無次元化して示したもので
ある．周方向流速の各翼回転角θでの変化を CFDは
良く再現している．図 10でプロペラ一回転の分散を
計算すると 0.004となり定量的にも良く一致している

といえよう．
　このように，斜航時のプロペラ面流場を精度良く推
定できる有効なツールとして CFDを利用している．
　なお，複数の斜航状態に対してプロペラシャフト
フォースを計算し，斜航角とプロペラシャフトフォー
スの関係を求めておけば，操縦運動シミュレーション
計算で得られる実斜航角の時刻歴データを用いて内挿
することで，プロペラシャフトフォースの時刻歴デー
タを求めることもできる．

5．軸受設計手法適用例

　本手法をコンテナ船の軸受設計に適用し，検証のた
めに模型試験および実船試験を実施した．模型試験で
はプロペラシャフトフォースを計測した．実船試験で
はプロペラシャフトフォースを計測することが困難で
あるため，油膜厚さを計測し，油膜成立性の確認及び
プロペラシャフトフォース推定結果の妥当性を検証し
た．
　図 11にプロペラシャフトフォースの推定値と模型
試験での計測値の比較を示す．本手法による推定値は
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図８　プロペラへの流入角
舵角δを取り，回頭角速度 r，斜航角βで
旋回するとき，プロペラ面には αの角度を
持つ流れが流入する．
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図９　プロペラ面流場分布の比較
CFDで求めたプロペラ面の流場は，模型試験結果に見
られた横流れの様子をよく再現した．

図 10　代表半径 0.7R における Vt /Uの比較
CFDによる計算結果は模型試験結果とよい一致を示す．
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旋回運動中にプロペラシャフトフォースが変化する様
子を良く捕らえている．最も重要な定常旋回では，絶
対値についても充分な精度で推定できている．また，
図 12にプロペラ軸受内油膜厚さの推定値と実船での
計測値の比較を示すが，この両者も良く対応している．
　このように本手法はプロペラシャフトフォース並び
に油膜厚さを正しく推定することが可能であることか
ら，有効なツールとして建造船のプロペラ軸受設計に
活用している．

6．ま　　と　　め

　CFD及び操縦運動シミュレーション計算を援用し
たプロペラシャフトフォース推定法を構築しプロペラ
シャフトフォース並びにプロペラ軸受内油膜厚さを精
度良く推定することが可能となった．
　これによりプロペラ軸受の片当たりや焼き付きを未
然に防ぐ軸受形状設計が可能となり，プロペラ軸受の
信頼性向上を図ることができる．
　今後も本軸受設計手法を当社建造船全船に適用する

ことで，軸受損傷を未然に防止し信頼性の高い船舶を
提供していく．
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図 11　旋回時のプロペラシャフトフォース（無次元値）
の比較
本手法による推定値は，模型試験結果とよい一致を示
す．
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図 12　旋回時のプロペラ軸受内油膜厚さの
比較
すきま円と軸心の距離が油膜厚さ．推定
値は海上試運転結果とよい一致を示す．


