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概要

流れに平行に置かれた有限平板の前端を固定しゴムのように後端を前後に振動させたとき

に、有限平板上の層流振動境界層の挙動を数値的に調査した。低周波数や高周波数の伸縮は解

析解が存在するが、工学的に摩擦抵抗低減に使える可能性のある中間の周波数では解析解がな

く実験も困難なため数値計算による調査がもっとも簡便である。数値計算の結果、ゴムのよう

に後端が伸縮する平板で抵抗低減が確認された。

序論

粘性抵抗とりわけ摩擦抵抗を減少させることは船舶流体力学にとって古くから重要な問題であったが実

現が難しい問題であった。近年、乱流の整構造に着目し粘性摩擦抵抗を抑える研究が盛んになりつつある。

リブレット、マイクロバブル、弾性皮膜のようなものである。しかしながら乱流の性質に着目した粘性抵抗

低減ではなく非圧縮性流体の基礎方程式である 方程式の振動流の非線形効果による粘

性抵抗低減は により指摘されていたにもかかわらずほとんど成功していないのが

現状であろう。

そこで本研究では振動境界層の非線形効果により生じる擬似圧力勾配で流れを押し戻し摩擦抵抗を減少

させる効果について調査した。計算の対象は一様流中に有限平板が流れに平行に置かれ前端は固定され、後

端を前後に伸縮させるモデルである。平板は主流方向 方向 のみに伸縮し、上下方向 方向 には動か

ない。実際に粘性摩擦抵抗の低減があるのではないかと推測されている高速遊泳時のイルカの波状の表皮

の運動は上下にも運動するのであるが、このような現象は複雑で流体力学的原理を見つけることが困難で

ひいては抵抗低減の条件を見つけることが困難ではないかと推測し、理論的考察の及ぶ前後の伸縮のみの

運動について調査し、将来の２次元的研究の基礎としたい。

またそのときの周波数は伸縮の速度が主流の速度より遅く工学的に利用できる可能性の高い中周波数を

中心に計算した。また理論的には中周波数領域は解析解がない未知の現象であるので数値計算の手法がもっ

とも現象の解明にはもっとも有効である。



図

高周波数、低周波数振動境界層理論の紹介

年 により境界層の外部流れが高周波数で振動するときの解析解が与えられた。

にその理論を紹介する。 中の式 を書く。

上記の式はいかなる周波数でも成立する。この式の の部分が定常の境界層方程式に付加された項で

により擬似圧力勾配と呼ばれる。擬似圧力勾配が正であれば流れを押し戻し、平板上の流速

の勾配が小さくなり摩擦抵抗が減少することが期待できる。

さらに解析するには高周波数か低周波数の仮定をしなければならない。以下に理論の現況を示す。著者が

研究を行っている中周波数領域は理論の空白地帯であり数値計算的研究が必要である。

表

伸縮平板への理論の拡張

前章や で紹介したように の非定常境界層理論は境界層外部流れが高周波数で振動する

ときの解であった。これとほとんど同じ計算過程を行うことで境界層外部流れが一様流で平板が伸縮また

は前後揺するときの解析解を高周波数振動と低周波数振動の場合について求めることができた。その理論

を に示す。

この理論の考察から高周波数の場合条件次第では粘性抵抗低減することが分かった。平板の前端は固定

で後端が前後揺する場合がもっとも抵抗低減の効果があるとことが分かった。 式 そのとき振動の振

幅が大きいほど粘性低減効果も大きいことが分かった。また抵抗低減には前端と後端の運動のみが関係し

その間の弾性平板の動きは関係しないことがわかった。 式 また平板全体が前後揺しても抵抗には変

化しない。さらに低周波数の場合にも理論を拡張し、この場合抵抗に変化がないこと分かった。 式



数値計算法と境界条件

弾性平板の後端を前後揺させそれに伴って平板の各部がゴムのように伸び縮みする計算をするため 方

向のグリッドを平板に固着させ平板の伸縮に伴って同時に移動させる。そのため通常の

方程式は成立せず、以下の動座標系から見た 方程式と連続の式を基礎方程式とする。

ここで で は絶対座標から見た流速、 は動座標からみた流速、 は座標の移動速度で

ある。上記方程式を であるように平板の動きに合わせその上方のグリッドを同時に前後揺

させれば基礎方程式は以下のようになる。

この基礎方程式を有限解析法 を発展させた有限解析法 をさらに高精度化し計算効率を高めた高精度

有限解析法 を使って数値計算を行った。このときの境界条件は以下の通りである。またすべての計算の

レイノルズ数は である。

図

数値計算結果

定常流れ

本計算の有効性を確かめるために始めに有限平板周りの定常流の計算を行った。 に平板の中央部

の 方向の流速分布とブラジウスの解の比較を示す。レイノルズ数は である。また



である。この計算結果を見るとほぼ一致していることが分かる。計算値の方が境界層外端付近で

ブラジウスの解より少々大きくなっているが、これは境界層の排除影響で境界層外部の流速は加速されたた

めである。以上より本計算で正しく定常流れが計算できていることが分かる。

図



高周波数振動境界層

次に非定常の計算が正しく計算できることを確認するために有限平板前端を固定し後端を高周波数で伸

縮させた場合の結果を の理論と比較する。 ここで 、振幅は 、平板の振動の最大速

度は である。この図より正しく非定常計算が行われていることが分かる。次に に同じ計算の非

定常境界層外端の振動流速のオーバーシュートを の理論と比較する。この図からも正しく計

算できていることが確認できる。

図

摩擦抵抗の低減

以上本計算が正しく計算できていることが分かったので低周波数、中周波数、高周波数やさまざまな振幅

の計算を行い摩擦抵抗の低減を調査した。

に示すように理論の存在する低周波数 では理論どおり摩擦抵抗の低減効果はないこと

が確認された。また同じく理論の存在する高周波数 では理論の予測どおり大きな摩擦抵抗の低

減があることが分かった。また理論の空白地帯である中周波数領域でも摩擦抵抗の低減は数％程度である。

また下記表に各計算条件の流速の振幅を計算してある。計算は を振幅として を計算しただけである。

物体表面が受動的に動く場合これらの量は 以下であるのでこの表が工学的可能性を探る上で参考になる

図



と思う。

に の時間平均された 方向の流速分布から定常流の流速分布を引いた値をプロットする。

これが擬似圧力勾配で逆流している量で平板上で摩擦抵抗を小さくしている。

表

図

図

結論

の理論や低周波数の場合の振動境界層理論は簡単に伸縮平板の理論に拡張ができ次の事

がわかった。



低周波数の場合、摩擦抵抗は変化しない。

高周波数の場合平板前端が固定で後端が前後運動するときもっとも効率的に摩擦抵抗の低

減が図れる。

抵抗低減は前端、後端のみの運動のみに関係しその間の部分の伸び縮みに関係しない。

理論の空白部分であり工学的利用の可能性がある中周波数で伸縮する有限平板周りの数値計

算を行い次の結論を得た。

低周波数、高周波数の場合の計算し理論を確かめた。

中周波数の場合数％の摩擦抵抗を低減できる。

今後如何に実物に応用するかが課題である。
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振動境界層理論

以下の境界層方程式が本 の基礎方程式である。

平板の境界層の外部流れが高周波数で振動するとき解析解が見つかっている。この理論をリンの理論

という。以下リンの理論を紹介する。

境界層外部では粘性の影響がなく理想流体となっている。また境界層は薄いので 方向の流速もない

。外部流の流速を とすればその支配方程式は式 より

である。ここで式 より境界層の内部と外部の流速が等しいことが分かるので、式 の圧力 は境

界層内部の方程式である式 の圧力 と同じである。よって に を代入すれば、

である。ここで振動境界層内の流速をその時間平均と変動分に分離する。

これらを式 に代入すれば

である。ここで時間平均の時間微分はゼロであることを使った。さらに演算を進めれば

である。上式の時間平均をとれば



である。 の項が定常の境界層と違う項であり、これらの項を擬似圧力勾配と呼ばれこの分ブラジウスの

解から平均流速が変化することがある。式 から式 を引けば

である。ここで の 項だけが大きく後の項が無視できれば解析的に解くことができることが数学

的に知られている。そこで時間項を大きくするために高周波数の仮定を立てる。

ここで は１よりはるかに大きなオーダー関数である。高周波数のとき通常の境界層より薄い非定常境界層

が境界層の底部に生じることが予想されるので、その非定常境界層を拡大してみるため

とする。ここでオーダー関数 は非定常境界層の厚さを表す。式 を式 の の項に代入

すれば

である。式 のオーダーがつりあうための条件は

である。式 の 方向の微分の項のオーダーは であるので のオーダーより小さい。また式 の

で表した 方向の微分は

でオーダーは である。よって が より大きいオーダーであるので自動的に のみの項が残るこ

とになる。さて式 の の大きさの項のみ抜き取れば

である。以後上記微分方程式を解くことを試みる。まず外部流の振動を

とする場合について考える。外部の振動流の角振動数が なので内部の流体の角振動数も であるという物

理的考察にたてばこの微分方程式は比較的簡単に解ける。



この式を式 に代入すれば

である。 で整理すれば

である。この式がいつでも成立するためには

であればよい。式 を２階微分し式 に代入すれば

である。ここで とおけば

なる４階の常微分方程式が得られる。特性方程式は を解いていく。

ここで

の関係を使った。式 より式 の解は

である。平板上では流速はゼロなので 故に である。また なので

である。よって

である。次に式 から が求まる。



ここで最後の式には の定義 を使った。 が求まったので式 に代入して

最後に であるためには である。よって外部流が高周波数で振動する平板上の解の変動分は

となる。 でグラフを書く手順を次に示す。

図 リンの振動境界層

図 より外部流の振動に対して内部の振動は位相が遅れている。また非定常境界層の外端部で外部流の振

動振幅より大きいオーバーシュートがおきているようである。このオーバーシュート量は式 から次の

ように計算できる。



でオーバーシュートをグラフで書けば以下の通りである。 図

この図より通常の境界層の厚さより薄い非定常境界層がよく見える。またそのオーバーシュートも観察で

きる。



一様流中の平板が前後振動・伸縮する場合の境界層

前節では平板上の外部流れが高周波数で振動する場合の振動境界層について解説した。本節では外部流

れが一様流で平板が の関数で 方向に伸び縮みする場合の境界層の挙動について考察する。まず 方向

に変形する平板上の各点にに 座標を固定する。ゆえに基礎方程式は動座標系の 方程式である。

ここで は絶対座標系から見た流速、 は動座標系からみた相対流速である。境界層外部の流れが一様

流の境界層方程式が得られる。

いま 方向の座標の運動の速度を とすれば

である。 方向には座標は振動せず である。またこの 方向への振動は 座標方向に一様であ

るとすれば である。今、 座標の時間平均した速度が変化しない とすれば流速は

と書き表せる。これを式 に代入すれば

となる。ここで とマークした項は時間平均の時間微分でありゼロである。また、座標の振動は 方向に

変化しない仮定からゼロである。式 の時間平均をとれば の項はゼロである。

ここで でマークした項は定常の 方程式に新たに加わった項でこれらの項の影響で平均流も定常流

れとは異なってくる。式 から式 を引けば

である。この方程式は座標から見た流速 で記述されているので平板上の境界条件は 条件

であり、外部境界条件は振動流となる。前節と同じように高周波数で振動するとすれば式 の でマー

クされた項のみが残る。詳しくは前節を読んでいただきたい。結局、式 に相当する方程式



を得る。

とおけば、方程式も境界条件も前節と同じである。前節の式 の解が答えであることがわかる。

ここで である。次に連続の式から をもとめる。連続の式は

である。式 と を代入すれば

である。いま であるような運動を仮定すれば上式をさらに時間平均をとり

である。式 から式 を引けば

を得る。よって

である。ここで次の関係を使った。



さて擬似圧力勾配を計算する。

上式の は のみの関数である。また、 は のみの関数である。図 にこの を図示する。も

し が正の場合を考えれば はほとんどの で正であり擬似圧力勾配は正となり流れを押し戻そうと

して平板表面の剪断応力は減少し粘性抵抗は減少する。このような流れはたとえば

図 擬似圧力勾配

のように前端が固定され後端がゴムのように伸び縮みする平板である。逆に後端が固定され前端が伸び縮

みする場合粘性抵抗は増加する。

また前後端が固定されその間の部分が振動する場合は抵抗の減少と増加がつりあい、動かない平板の抵

抗と変わらない。

図 両端固定平板

このことを図 で示す。 は のみの関数なので計算に含めないで の部分を平板長で積分すれば

抵抗増加や低減がないことが理解できる。 式 このような単純な伸び縮みだけでなくいかなる伸び縮

みでも粘性抵抗は理論的には変わらない。



以上のことをまとめて解釈すれば抵抗増減や低減を決める の部分の積分は

であり、 すなわち両端固定の場合は抵抗の増減はない。また のように前後

端は同じように振動する場合も抵抗の増減はない。この場合に平板が単純に伸縮なしに前後揺する場合が

含まれる。また端点の運動が重要でありその間の伸縮の関数は抵抗値には影響を及ぼさない。こうしてみ

ればもっとも抵抗低減する可能性があるのは前端が固定で後端が前後に振動する場合である。

低周波数の場合

ここまで平板が伸縮を含め高周波数で振動した場合の振動境界層について調べてきた。ここでは低周波

数の場合について考えてみる。低周波数で振動・伸縮する場合は流速の振動分は平均流速に比べ小さいので

式 は

と書けるであろう。そうすれば同様な手順で計算し式 は

となり、擬似圧力勾配は摂動論的にはゼロである。よってこの方程式は定常の境界層方程式そのものであ

る。つまり平均流速勾配は定常解と同じであり平板上の摩擦応力も同じで結局定常の場合と同じ抵抗値を

持つことになる。


