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  船舶や水中航走体から放射される水中放射雑音を低減させる事は，製品のトラブルを未然に

防止すると共に，付加価値を向上させる手段となる。水中放射雑音の発生源の一つは，船舶や

水中航走体の推進力を発生させるプロペラからのプロペラ雑音である。本報ではプロペラ雑音の

うち，鳴音などの原因となる翼周りに発生する非定常渦を CFD を用いて高精度に解析する手法

について述べる。解析法は，比較的低い計算負荷で実機スケールの問題に適用するために，計

算負荷の低い RANS と計算負荷の高い LES を組み合わせた ELES を用いた。プロペラ適用への

前段階となる一様流中に固定された翼型を対象に計算精度の検証を行い，ELES における汎用

的な計算領域の分割法を見出した。今後，本手法をプロペラ設計に展開し，静粛型プロペラの開

発を進めていく。 

  

   

 
 
|1. はじめに 

近年，船舶から放射される水中放射雑音がイルカ・クジラなどの海洋生物に影響を与えること

が問題視され始め，欧州を中心に水中放射雑音に関する規制を制定する動きがある。これまで，

艦艇・客船・海洋研究船などの特殊な船舶については，水中放射雑音を低減する必要性が高か

ったが，今後一般商船についても同様に水中放射雑音を低減する必要性が高まることが予想さ

れる。 

船舶からの水中放射雑音の主因は，（Ⅰ）主機・補機等の振動が船体構造部材を介して船外

へ伝播する機械雑音と（Ⅱ）プロペラ雑音である。（Ⅰ）機械雑音は防振等の対策を施すことが可

能であるが，（Ⅱ）プロペラ雑音はプロペラ自身の雑音を低減させる必要があり，より静粛なプロペ

ラ開発が必要となる。 

（Ⅱ）プロペラ雑音は，（Ⅱa）プロペラが回転することにより発生する力・モーメントがプロペラ軸

を介して船体に伝搬するシャフトフォースと，（Ⅱb）プロペラからの変動圧力波がプロペラ直上の

船体外板に伝搬するサーフェースフォースにより船体を振動させて発生する船体振動雑音と，

（Ⅱc）プロペラ周りの流れの変動に起因する流体雑音に大きく分けられる。 

さらに，（Ⅱc）プロペラの流体雑音は，（Ⅱc-1）プロペラ翼面に発生するプロペラ・キャビテーシ

ョンに起因するキャビテーション雑音と，（Ⅱc-2）翼後縁に発生する渦とプロペラ翼との流体構造

連成振動に起因する鳴音と，（Ⅱc-3）翼面上に発達する境界層内の渦の変動や翼後流の渦の

変動に起因する乱流雑音に分けられる。 
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このうち，（Ⅱc-2）鳴音は，プロペラ翼表面で励起されて後流に放出される渦がプロペラ翼を振

動させることで発生し，翼の後流に発達するカルマン渦の放出周波数とプロペラ翼の固有周波数

が一致することで，非常に強い水中放射雑音が発生する。 

当社では，高解像度 CFD（Computational Fluid Dynamics）を利用した流体解析を通して実機

スケールのプロペラを対象とした高レイノルズ数流れにおける翼後流に発生する渦を解析する手

法を開発中である。本報では，プロペラ適用への前段階となる一様流中に固定されたプロペラ翼

を 対 象 と し た 非 定 常 渦 解 析 手 法 に つ い て 述 べ る 。 本 手 法 に お け る CFD は ， RANS

（Reynolds-Averaged Navier-Stokes）モデルと LES（Large Eddy Simulation）モデルを組み合わせ

たハイブリッド乱流モデルの一種である ELES（Embedded LES）を用いており，設計に適用可能な

計算負荷で翼の後流に発生する定常・非定常な渦の高精度推定が可能となる。 

|2. 鳴音発生メカニズムと推定技術 
鳴音の発生原因は，プロペラ翼後縁部から放出されるカルマン渦の発生周波数と翼の固有振

動数の一致による共振現象である。図１にプロペラ翼後縁部に発生するカルマン渦の様子を示

す。カルマン渦は物体周りの流れが剥離した後の後流に，規則的に交互にできる２列の渦であ

る。２列の渦の対称性が強いほど，渦による励振力は大きくなる。鳴音発生を予測するためキー

技術は，以下の２項目となる。 

1) プロペラ翼後縁部に発止する渦の推定技術 

2) プロペラ翼の固有振動数推定技術 

このうち，2)の翼の固有振動数予測技術は有限要素法により確立されている。よって，鳴音発

生の予測精度向上には，翼後縁部に発生する渦の予測精度向上が必要となる。 

 

 

 

図１ カルマン渦発生の様子 
翼後縁近傍に発生するカルマン渦のイメージを示す。カルマン渦は，翼面上の剥離点から規則的に交互に

できる２列の渦である。 

  
図２に大型キャビテーション水槽（LCC：Large Cavitation Channel）にて，Bourgoyne らにより実

施された実翼スケール（翼弦長 C＝2.1336ｍ）の２次元断面模型（以下 2D 翼）を用いた翼後縁近

傍の流速変動計測例を示す(1), (2)。流速変動計測位置として最も翼後縁に近い，翼後縁から翼弦

長の１％後流位置（x/C＝1.01）の速度パワースペクトル（翼の上下方向流速変動）を示す。 

計測は LCC 内流速を変化させて数種類のレイノルズ数（Re 数）に対して実施されている。Re

数が 4×106の計測結果は，無次元周波数（ストローハル数；Sh）が 0.2 において速度パワースペク

トルが大きくなっている。この条件では，強いカルマン渦が発生していると考えられる。速度パワー

スペクトルが大きいということは，翼後縁部における翼の上下方向の速度変動が大きいことを意味

し，翼に対する励振力が大きいことになる。この周波数と翼の固有振動数が一致した時，鳴音が

発生することになる。後縁形状が同じでも，Re 数の違い，すなわち翼後縁周りの流れの状況の違

いにより，強いカルマン渦が発生する可能性があるため，翼後縁近傍の速度場を精度良く推定す

ることが，鳴音発生の有無を判断するために重要であることが分かる。 
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図２ 大型キャビテーション水槽における流場計測対象翼及びスペクトル計測結果(1), (2) 
翼弦長約２ｍのプロペラ実機スケールの翼型模型を用いた翼後流計測結果が公開されている。 

左上の図は使用された翼断面形状，左下の図は渦の生成に密接に関わりのある翼後縁形状である。 

右図はレイノルズ数が 4～50×106 における上下方向速度パワースペクトル計測結果である。レイノルズ数が 4

×106 の場合，ストローハル数が 0.2 でピークが発生している。このピークはカルマン渦に起因している。 

 

|3. 翼後流渦の解析手法の比較 
翼後流には，カルマン渦のような大規模な渦構造の他に，微細なスケールの渦が発生する。こ

のような微細な渦の解析には，非定常 RANS 解析ではなく，LES や DES（Detached Eddy 

Simulation）解析がより適していると考えた。このため，Bourgoyne らの研究にて実験対象となった

2D 翼を対象に比較計算を実施し，乱流モデルの違いが計算精度に及ぼす影響を調査した。 

はじめに，LES および DES 解析を実施した。強いカルマン渦が認められる Re＝4×106（流入流

速 1.5m/sec）を対象とし，比較検証データとして翼後縁から翼弦長の１％後流および７％後流に

おける上下方向流速変動パワースペクトルを選択した。 

(1) LES，DES 解析の適合性 

RANS 解析と LES 解析および DES 解析より求めた翼後縁部周りの主流方向流速成分の分

布を図３に示す。現時点で設計に適用可能である実用的な計算格子数（1000 万程度の格子

数）を用いた LES 解析を実施した場合，境界層が薄く計算されてしまう問題が確認された。この

原因は翼表面（壁面）近傍の空間解像度（注１）の不足（計算格子数の不足）によるものと思われ

る。翼後流渦は境界層によって発生する乱れにより生成されるため，境界層の解像精度（注２）が

低いことは計算精度の低下となる大きな問題である。 

（注１）解像度： 格子の間隔     （注２）解像精度： 現象を計算で再現する精度 

 

 

図３ 各乱流モデルによる主流方向流速分布の比較 
翼後縁周りの主流方向速度分布を示す。RANS は，境界層の推定精度が高く，翼後縁部近づくほど境界層

厚さが厚くなっている。計算格子数が少ない場合，LES は境界層の精度が低く，境界層の発達が見られな

い。DES は境界層の精度が RANS と同様に高い。 
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このため，乱流長さスケールが計算格子サイズに対して大きい計算領域を LES とし，その他

の計算領域を RANS とする RANS－LES のハイブリッド計算手法の一種である DES の適用を検

討した。DES では壁面からの距離に応じて RANS－LES 計算領域の判定がなされ，壁面近傍

は RANS で計算されるため，図３に示す境界層厚さは RANS と同等の結果となり，LES において

確認された境界層の薄くなる問題を改善することができた。一方，翼後縁から後流に十分離れ

た位置でしか LES 領域と判断されず，翼に作用する励振力として重要な１％翼弦長後流位置

のような翼後縁近傍では十分に LES 領域になっていない。このため，LES，DES 共に本解析に

対する適合性は低いと考えた。 

(2) ELES 解析(3)の適合性 

ELES は分割された各計算領域に対して RANS 領域と LES 領域を任意にユーザが設定す

る。RANS 領域で計算された流速の乱れ度情報を LES 領域に受け渡し，乱れ度成分を渦として

流速変動へ換算することでＬＥＳ領域の入口境界条件とする。 

ELES を本解析に適用することで，翼後流の渦が生成される翼後縁部から翼後流の範囲を

LES 解析とし，計算領域の入口境界から翼前縁を経て翼央部にかけて RANS 解析とすることが

可能である。この場合，LES 解析において問題となった境界層が薄くなる問題を解決しつつ，

DES 解析で問題となった翼後縁部直後で細かい渦が解析されない問題も解決できると考え

た。 

|4. ELES 解析方法 
ELES 解析は，下記の計算条件にて計算を実施した。 

(1) 計算格子 

翼表面の計算格子分割は，翼後縁近傍のみ細かく設定し，翼弦長の 0.1％となる空間解像

度とした。また，翼後縁後流には翼弦長のおよそ 10％の範囲にわたり翼弦長の 0.1％となる高

解像度領域を設定した。境界層を精度よく解像（解析）するため，壁面近傍には，無次元最小

格子間隔 y+ が 1 となるよう，格子を配置した。 

主流方向と鉛直方向の計算領域は Bourgoyne らの報告に記載の計測領域と同一にし，計

算領域の上下面はフリースリップの壁面境界とした。なお，幅方向は計測胴領域のおよそ７％

となる翼弦長の 10％のみを計算領域とし，側面境界を周期境界として無限翼幅を模擬した。 

(2) 解析コード 

流体解析コードは，市販の汎用流体ソルバ“Ansys Fluent 14.5”を用いた。乱流モデルは

RANS 領域に Realizable k-ε Enhanced Wall Treatment モデル，LES 領域にサブグリッドスケ

ールモデルとして WALE モデルを用いた。離散化スキームは Bounded Central Difference とし

た。 

(3) 計算条件設定 

Bourgoyne らの報告には上下方向流速が計測されており，この解析結果として，式(１)に示

す上下方向流速変動の２乗のスペクトル )( fv （以下パワースペクトル）が示されている。 

流速計測が行われた主流方向位置は翼後縁端から後流 1.0％翼弦長および 7.0％翼弦長

の２点であり，同じ主流方向位置を CFD における流速の観測位置とした。 

計算時間刻みは，0.5msec とし，非定常性が認められた時間範囲において，上下方向流速

の時系列データをパワースペクトルの評価に利用するフーリエ変換の入力値とした。 

  fUUv vd// 0y
2
0

2   ………………………………………………………… 式(1)

ここで，
y はストローハル数の代表長さとし，翼弦長の１％の定数である。また，v

は上下方向流速の変動成分，
0U は流入流速， f は周波数である。 
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|5. ELES 解析における領域分割法 
5.1 領域分割法の概要 

ELES 解析では，RANS-LES 境界を予めユーザが決定し，その境界で分割された２つ以上の領

域に対してそれぞれ RANS か LES かを選択して解析を実行する。解析を試行した２ケースの領域

分割法を下記にて紹介する(4)。 

(1) 領域分割法 A 

境界層を精度良く解像可能な RANS 領域を翼面の上流側に配置し，渦の発生する曲率不

連続点付近から下流を LES 領域として設定した。ELES を適用する際は，RANS 領域と LES 領

域を分割する必要がある。このため，図４に示す通り，流入境界から翼の 90％翼弦長位置まで

の上流側を RANS 領域，90％翼弦長位置から流出境界までの下流側を LES 領域と設定した。

主流方向流速分布と翼後縁近傍の渦度分布を図５に示す。上流側を RANS にて解析したこ

とで境界層の解像精度の悪化を抑えつつ，剥離後流の渦発生領域を LES にて解析したことで

翼後流非定常渦を解像することが可能となった。この方法の適用により，設計に適用可能な規

模の計算格子数での高精度な非定常渦解像が期待できる。 

ただし，翼弦長 90％位置に RANS-LES 境界を配置する本領域分割法では，汎用性が低い

と考えられる。例えば迎角や翼型を変更した場合には剥離点位置が変わり，必ずしも渦の発生

する範囲が翼弦長 90％位置から後流側になるとは限らない。 

 

 

図４ 領域分割法Ａの領域分割 
翼弦長の 90％位置で領域を切り分け，その上流側領域を RANS，下流側領域を LES と設定した。  
 

 

 

図５ 領域分割法Ａによる解析結果（流速分布・渦度分布） 
領域分割法Ａにおける ELES 解析結果を示す。細かい渦が解析されている。流速分布では，境界層厚さは

LES 結果（図３）よりも厚く解析されており，精度が改善する方向にある。渦度分布では赤の領域がまだらにな

っており，翼後流の細かい渦が解析されている。 

 

(2) 領域分割法 B 

領域分割法Ａの問題を解決するために，RANS-LES 境界を流場解析結果に基づき剥離点

および渦の発生しやすい領域を抽出し，その領域内を LES，領域外を RANS とする領域分割

法を検討した。LES とすべき領域を抽出するための事前計算として，DES 解析を実施し翼後縁

部で発生する剥離領域および翼後流に発生するカルマン渦を解析する。 
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剥離領域およびカルマン渦通過領域の抽出方法を以下に説明する。 

① 剥離領域抽出方法 

剥離領域は，DES 解析により得られた時間平均流速が小さい領域と考え，判定式

k

V
V in
mean  の条件を満足する領域を剥離領域として判定した。ここで， meanV は時間平均

流速， inV は外部流速，すなわち流入流速， kは経験的に決めた定数とした。 

② カルマン渦通過領域抽出方法 

カルマン渦通過領域では，渦通過のため流速変動，すなわち時間変動流速が大きくなる

と考え，判定式
l

V
V in
rms  の条件を満足する領域をカルマン渦通過領域として判定した。

ここで， rmsV は時間変動流速， lは経験的に決めた定数とした。 

DES 解析を実施することで，翼後縁における 剥離して流速の遅い範囲および翼後流のカル

マン渦の通過した流速時間変動の大きい範囲を抽出することが可能になる。図６に領域判定

に用いる流体パラメータ（時間平均流速分布および時間変動流速分布）の解析結果を示す。

図５の流速分布における流速の遅い領域，および渦度分布における渦度の高い領域に近い

領域を抽出できたことがわかる。また，時間平均流速および時間変動流速で抽出した LES 領

域とRANS領域の判定結果を図７に示す。図中青で示された領域がRANS領域，赤で示された

領域が LES 領域である。領域分割法Ｂで目論んだ，剥離後流領域を LES 領域とすることが可

能となったことがわかる。 

主流方向流速分布と翼後縁近傍の渦度分布を図８に示す。RANS-LES 境界は領域分割法

Ａよりも後流となったため，境界層の解像精度の悪化が抑えられた。また，領域分割法Ａと同様

に翼後流非定常渦の解像も期待できる。 

 

 

 

図６ 領域分割法Ｂにおいて領域判定に用いる流体パラメータの解析結果 
領域判定に用いる流体パラメータである時間平均流速（左図）と時間変動流速（右図）を示している。剥離して

いるとみられる領域では時間平均流速は低く（左図），カルマン渦が通過した領域では時間変動流速が高い

（右図）ことがわかる。目的の“剥離後流渦発生領域の抽出”に対して，左図の剥離領域と右図の速度変動の

大きい領域の和集合で実現が可能となることが見込まれる。  
 

  

図７ 領域分割法Ｂの領域分割 
判定式で判定した結果を示している。本図は

図６左の青い領域（剥離領域）と図６右の赤い領

域（非定常性の高い領域）の和集合である。剥

離領域もしくはカルマン渦が通過した領域は赤

で示されており，この領域内部のみ LES で解析

する。これによって剥離後流の渦発生領域のみ

渦解析に強い LES で解析可能である。 

 図８ 領域分割法Ｂによる解析結果（流速分布・渦

度分布） 
境界層の推定精度は RANS 解析（図３）とほぼ同等であ

る。境界層が薄く解析される問題はなく，領域分割法Ａ

の流速分布よりもより RANS 解析の結果と近い。また，渦

度分布は翼後流で微細な渦が解析されていることを示し

ている。領域分割法Ａの渦度分布（図５右図）と大きな違

いがない。 



三菱重工技報 Vol.52 No.4 (2015) 

 63 

 

5.2 解析結果の比較 

各領域分割法を用いた ELES 解析おいて，２点の観測点，すなわち翼後縁端から翼弦長１％

および７％後流位置における上下方向の時系列流速を観測した。図９に領域分割法Ａの時系列

流速波形，図 10 に領域分割法Ｂの時系列流速波形を示す。どちらの領域分割法でも７％後流位

置で非定常な上下方向の流速変動が確認され，それぞれの観測点を，非定常な渦が通過してい

る。一方，１％後流位置での流速変動には違いが見られる。領域分割法Ａでは，より細かい変動

が見られるのに対し，領域分割法Ｂでは周期性の強い変動が見られる。 

 

図９ 領域分割法Ａ解析結果 

（翼後流流速時系列） 
領域分割法Ａにおける，２つの観測点での流速の

時系列データを示す。どちらの観測点でも大規模な

変動と微細な変動が解析されており，様々なスケー

ルの渦が発生していたことが理解できる。上図に示

すx/C＝1.01における流速変動は，より高周波の変

動が強くみられる。 

 図 10 領域分割法Ｂ解析結果 

（翼後流流速時系列） 
領域分割法Ｂにおける，２つの観測点での流速の時

系列データを示す。離れた観測点では大規模な変

動と微細な変動が解析されており，様々なスケール

の渦が発生していたことが理解できる。上図に示す

翼に近い観測点での流速変動は，遠い観測点での

流速変動に比べ高周波成分が少なく，やや周期性

の高い渦がみられる。 

   

上下方向流速変動の時系列データに対してフーリエ変換を実施し，パワースペクトルの各

ELES 計算結果と計測データとの比較を図 11 に示す。 

 

 

図 11 ELES 解析結果と計測結果の比較 
左図に示す x/C＝1.01 の観測点のスペクトルは，ピークレベルは領域分割法Ｂがより計測結果と近く，ストロ

ーハル数が大きい帯域では領域分割法Ａがより計測結果に近い。 

右図に示す x/C＝1.07 の観測点のスペクトルは，領域分割法Ｂの方がストローハル数 0.1～0.2 のピークレベ

ルが計測結果とやや近いが，その他のストローハル数帯ではどちらの解析法でも大きな差はみられない。 

 

カルマン渦と考えられるストローハル数0.2におけるピーク位置およびレベルが，剥離後流領域

のみ LES 解析とした領域分割法Ｂで特に計測データとよく一致している。一方，低周波および高

周波領域については，翼弦長の 90％位置で分割した領域分割法Ａはどちらの観測点でも計測

結果とよく一致しているものの，領域分割法Ｂについては，翼のごく近傍である１％後流の観測点

においては，高周波領域（ストローハル数の高い領域）のスペクトルが低い傾向が見られる。領域



三菱重工技報 Vol.52 No.4 (2015) 

 64 

 

分割法Ａでは，領域分割法Ｂより上流からLES領域が配置されており，非定常渦が空間的に十分

に発達しやすい領域分割となっているのに対し，領域分割法Ｂでは，RANS-LES 境界から観測点

までの距離が短く，非定常な渦の発達が不十分であった可能性があると考える。ただし，図５およ

び図８を比較すると上流から LES とした領域分割法Ａでは，90％～剥離位置までの境界層がより

薄く解析されていることがわかる。このため，RANS-LES 境界の配置は境界層の推定精度と非定

常渦の発達のトレード・オフにある可能性がある。 
 

|6. 領域分割法の評価 
前章において，実施した２種類の領域分割法における ELES 解析結果を比較し，どちらの領域

分割法でも低周波ならびに高周波の渦を精度良く解析することが可能であることがわかった。特

に剥離後流領域のみ LES 解析とした領域分割法Ｂにおいて，カルマン渦をよく捉えられていると

判断できるスペクトル波形となっており，鳴音の推定に適した解析手法であると評価できる。 

翼弦長の 90％位置で分割した領域分割法Ａでは，カルマン渦のピークが弱いものの，翼ごく

近傍である１％後流位置における高周波スペクトルは領域分割法Ｂよりも精度が高いと評価でき

る。 

図４および図７に示した２つの領域分割法での領域分割結果を比較すると，LES 領域の最上流

位置に違いがあることがわかる。領域分割法Ａでは，剥離位置より上流から LES 領域となっている

が，領域分割法Ｂでは剥離位置から LES 領域となっている。図 11 に示す通り領域分割法Ｂでは，

１％後流位置では領域分割法Ａよりも高周波成分は低いが，７％後流位置では同等の高周波成

分となっており，非定常性の強い微細な渦は，CFD 解析上，LES 領域を通過しながら強まってい

く傾向をもつ可能性があると考えられる。領域分割法Ｂでは短い LES 領域のために渦が十分に発

達できていない可能性があると思われる。このため，より上流から LES 領域を開始することで，翼

後縁部のごく近傍における高周波領域のスペクトルの推定精度を向上させることが可能であると

考える。 

総じて，どちらの領域分割法も同等の渦解析能力を有すると考えられるが，流体パラメータを

用いて領域を判定する領域分割法Ｂの方が，他の解析対象や作動条件に対する汎用性が高い

と考えられる。 

|7. まとめ 
計算負荷の低い RANS と計算負荷の高い LES を組み合わせたハイブリッド乱流モデルを用い

た ELES 解析により，比較的低い計算負荷で翼後縁近傍の非定常な渦を，精度よく解析すること

が可能となった。特に DES の流場解析結果を元に RANS と LES の計算領域を分割する領域分割

法は，鳴音の主因であるカルマン渦の推定精度が高く，また他の解析対象や作動条件に対して

の適用性が高いと考えられる。今後は ELES 解析を実用的なプロペラ後流渦解析手法としてプロ

ペラ設計に展開すると共に，更なる精度向上を図り，静粛型プロペラの開発を進めていく。 
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