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The total skin friction on a flat plate is directly measured by using a towing tank up to Reynolds 

number 710Re ≅L . Plates of 0.3 m- 0.8 m in length are towed in still water, balancing the vertical 

weight by small flotation devices, and their drag force is measured by a highly sensitive load 

cell. We have developed a new technique to correct wave-making resistance, pressure resistance, 

and drag on a turbulence simulator. When the measured total drag is converted into local drag, 

it is found that the local frictional resistance is about 6 % smaller than that given by the 

Karman-Schoenherr formula. But it is consistent with the values obtained by the floating element 

technique, oil film interferometry, and asymptotic evaluations. 

 
１．研究目的と背景 
 空気や水などの流体が固体壁と接する際には、その境界面に摩擦（壁面せん断力）がはたらく。壁面

せん断力の影響は壁から離れた領域にまでおよび、速度変化をもたらす薄い境界層を形成する。流れが

遅い場合には境界層は層流状態を保ち、流速の増加とともに乱流へと遷移する。 
 乱流境界層における平均速度分布の普遍型を見出すことは、乱流研究の未解決課題の１つである。こ

こ１５年ほどの間に、理論、実験、数値計算による研究がなされ、新たな知見が得られているが、普遍

速度分布型をめぐる論争は依然として混沌としており、明確な指標は得られていない。その主な原因と

して、壁面摩擦の大きさを正確に評価することが大変に難しく、最も単純化した平板においてさえも統

一した見解は得られていないことがある。普遍速度分布を定める際には、物理量を摩擦速度と動粘性係

数によって無次元化するが、そのためには壁面での摩擦応力の計測が不可欠となる。 
 本研究では、遷移過程の解明や普遍速度分布を確定するために不可欠となる壁面せん断力を、高いレ

イノルズ数で計測する手法の開発に重点を置いた。壁面せん断力を評価するためには、Schoenherr と

Karman が７０年ほど前に独自に導いた半理論式（以降、K.S.式と略す）が広く用いられてきた[1,2]。
しかし近年、測定技術の進歩に伴う精度の向上から、計測値はＫＳ式との間に約5％の相違があることを

報告している[3,4]。そこで、Schoenherr がおこなった実験を再度ふりかえり、高精度の計測機器を用い

ることで、測定精度の改善を試みることを目的とする。 
 
２．研究経緯と実験条件 
実験に用いた平板は最長8 m であるが、ここでは、長さ 3.3 m、幅 0.1 m、厚さ 034.0 m（平板Ａ）と、

長さ 3.4 m、幅 0.1 m、厚さ 034.0 m（平板Ｂ）を例にとって、その構造を説明する。（図１参照）。平板

重量を軽減するために、アルミ角柱（30 mm × 30 mm）を格子状に組み、隙間に発砲スチロールを挿入

し、両面に厚さ2 mm のアルミ平板（アルマイト処理）を張り合わせてある。平板は４つの部分から構

成されている。リーデングエッジ、平板部、トレイリングエッジとシャープエッジである。リーデング

エッジとトレイリングエッジは同重量のアルミ製であり、シャープエッジはアクリル製とした。アクリ



ルは水と同程度の密度を持つため、全平板の重心は平板部の重心に一致する。４つの部分は、接合した

際に段差が 05.0 mm 以下となるように注意深く接合した。リーデングエッジは、長軸と短軸の比が 1:10
の半楕円形状とし、シャープエッジは先端が 5.0 mm となるようにテーパをつけた。喫水深さが 9.0 m の

とき、全重量は約100kg となる。平板Ｂは、長さ1m の平板をシャープエッジとトレイリングエッジの

間に挿入して、全長 3.4 m とした。平板の下端には、三次元的な流れの影響を抑えるために、高さ 12.0 m
の三角柱を取り付けてある。 
乱流遷移には円柱形状のトリッピングワイヤーを用いた。リーデングエッジと平板との接合部（先端

から200 mm）の位置にステンレス製のワイヤを設置した。ワイヤの直径は、 48.0 mm, 8.0 mm, 0.1 mm, 
0.2 mm の４種類を予備実験として試みた。計測される全抗力にはトリッピングワイヤからの抗力が含ま

れるが、これを後に述べる方法で補正した場合には、トリッピングワイヤ径の影響が無いことがわかっ

た。したがって、本実験では直径 0.1 mm のワイヤを用いた。 
 平板は走行台車の下部に設置した（図２参照）。平板全抗力は台車と平板との接合部に設置されたロー

ドセルにより計測される。ロードセルには曳航方向の抗力のみがかかるように、平板の横揺れを防ぎ安

定に設置する必要がある。平板は４つのフロート部と直結してある（図２参照）。各フロートには、一定

量の水をいれ発泡スチロールによって浮力をつくりだし、垂直方向の釣り合いを保つ仕組みになってい

る。喫水深さは走行台車に取り付けられた昇降台車によって調整される。曳航中の平板の安定性を確認

するため、レーザー変位計による予備計測をおこなったが、実験条件の範囲において水位の変化は1mm
程度であり、板は安定に曳航された。 
 実験は九州大学応用力学研究所に設置された深海機器力学実験水槽および JTM 社の曳航水槽でおこ

なった。前者水槽は長さ65m、幅5 m、深さ7 m である。走行台車は、精度 002.0 m/s の範囲で 0.3 m/s
まで出すことができる。後者水槽は長さ240 m、幅18m、深さ 8 m である。走行速度は 0.4 m/s まで実験

をおこなった。 
 平板効力の計測には、ビーム型ロードセルを用いた。平板Ａの計測には 0.5 kg レンジ、平板Ｂには

0.30 kg レンジを用いた。いずれも精度は、最大誤差 02.0 %である。ロードセルは曳航方向にかかる効

力のみしか計測できないので、曳航中に平板の喫水が変化しないように細心の注意をはらった。また、

ロードセルにモーメントがかかった場合の影響について予備実験をおこない、計測精度の確認をおこな

った。結果としては、モーメントの影響は無視できることがわかった。曳航速度は、 25.00 =U , 5.0 , 75.0 , 
0.1 , 125.1 , 25.1 , 375.1 , 5.1 , 625.1 , 75.1 , 875.1 , 0.2 m/sec の１２条件に設定しておこなった。各速度にお

いて、喫水深さh を 590.0=h , 635.0 , 700.0 , 785.0 m とした。ここで、h は平板下端から水面までの距

離とする。全抗力は同一条件で、平板Ａ( 3.3=L m)と平板Ｂ( 3.4=L m)において計測をおこなった。こ

のとき、平板長さに基づくレイノルズ数は、
75 10Re108 ≤≤× L であった。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.1 The size of test plates. Test plate A (left hand side) is 3.3 m in length, 1.0 m in width and 0.034 m in thickness. Test plate B 
(right hand side) is an extension of plate A.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.2 Schematic view of test plate suspended below the towing track. Test plate is held by styrene foam floats in four water barrels 
mounted on the towing tack.   
 
３．実験結果及び考察 
 図３(a)は、各喫水深さで計測された全抗力を曳航速度の関数として表示したものである。抗力は喫水

が深くなるほど、また曳航速度 0U が大きくなるほど、増大することがわかる。1871 年、フルード（William 
Froude）は静止流体中に長さ50フィートの平板を曳航して、その全抗力 F が以下の関係式で見積もら

れることを報告している[5]。 
α

0cAUF =                                          (1) 

ここで、Aは平板が流体と接している面積(浸水面積）、指数α は平板長さが50フィートに近づくにした

がって一定値 83.1 に漸近する。係数 c は平板表面の状況や平板長さによって変化する。この関係式は、

後に平賀(1934)によって詳細かつ体系的に調べられ、平板厚さが 200L よりも薄い場合には、 90.1=α と

なることを報告している[6]。また、水温変化による粘度の影響、平板端面の影響、海水を用いた場合の

影響が詳しく調べられ、式(1)を修正する型が提案されている。 
 図３(b)は、 F と 0U の関係を両対数で示したものである。式(1)は本実験条件の範囲内で、実験データ

の傾向をよく表しており、指数α も Froude が提示した値に近いことがわかる。曳航速度を一定として、

全抗力 F を浸水面積 Aに対してプロットしたとき、抗力は面積 Aとともに増大する。曳航速度が十分に

大きい場合には F は Aに比例するが、曳航速度が小さい場合には、面積 Aが小さくなると F も凸型の変

化を示す。すなわち、式(1)は高レイノルズ数においてよい近似を与えることが予想される。係数 c は平

板表面の状態のみならず、リーデングエッジ、トレイリングエッジ、トリッピングワイヤ形状、下端面

形状などの影響が含まれ、特にレイノルズ数が低い場合には、これらの影響が複雑に関係することが予

想される。したがって、全抗力 F から平板抗力を見積もる際には、幾分かの注意が必要となる。この点

については後述する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.3 (a)Total drag force measured for plate A and B at different draft. (b) Total drag forces measured for plate A and B at different 
draft are plotted in the log-log coordinates.  



 全抵抗係数 FC を図４に示した。記号の違いは、異なる喫水深さに対応する。喫水深さによらず、各計

測結果は同一の傾向を示し、平板Ａおよび平板Ｂについても同様であった。レイノルズ数が低い場合に

は抵抗係数は K.S.式の値に近い値を示すが、レイノルズ数の増加とともに差異が大きくなる。現在の実

験体系では、計測される全抗力にはおのずと以下の抗力が含まれることとなる；(a)造波抵抗、(b)平板下

端面効果、(c)圧力抗力、(d)トリッピングワイヤ抵抗、(e)水面上部での平板が受ける空気抵抗、である。

造波抵抗は平板の曳航によって造られる波に与えるエネルギーに相当し、また、平板下端面で流れが三

次元化することによって発生する抗力が(b)である。これらは喫水深さには依存しない。平板の厚さは有

限であるために、リーデングエッジ、シャープエッジ形状に起因する圧力抵抗(c)が生じる。また、トリ

ッピングワイヤ抵抗(d)は、単なる抵抗ばかりではなく、水面ではトリッピングワイヤからも波が造られ

るため、造波抵抗の一部にもなっている。抗力(c)、(d)は喫水深さに依存してその大きさが変わる。抗力

(e)については、実測の結果、その影響は皆無と分かったので、今後の議論の対象とはしない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.4 Total skin friction coefficient. Different symbols indicate different draft. Dashed line represents Eq. (6) with numerical constants 

645.0=K and 266.1−=M . Solid line is K.S. formula. 
 

全抗力係数とレイノルズ数の関係（波線は式(6)による最小近似）．実線は K.S.式をあらわす． 
 喫水深さ ih 、平板長さ jL において計測される平板の全抗力を 

TPBWplateLh FFFFFF
ji

++++=,                        (2) 

とする。ここで、 WF , BF , PF , TF は上述の抗力(a)、(b)、(c)、(d)に対応し、本実験で評価したい真の平

板抗力を plateF とする。造波抵抗と下端面での抗力は、喫水深さに依存しないと考えられるので、これら

の抗力を喫水深さの異なる２つの実験結果を基に補正することを考える。平板長さ 1L において、喫水深

さを 1h と 2h ( 21 hh > ) に設定して全抗力を計測し、両者の差を計算する。式(2)に従えば、 

TPplateLhLhh FFFFFF ∆+∆+∆=−=∆
1211 ,,                         (3) 

となる。ここで、 plateF∆ 、 PF∆ 、 TF∆ は、平板面積 )( 211 hhLA −=∆ にかかる各々の抗力をあらわすも

のとする。抗力 hF∆ から計算される全抵抗係数を )2//(/ 2
0

)( UAFC h
h

F ρ∆∆= と定義して、図５(a)にプ

ロットした。図４との比較から明らかなように、抵抗係数の値は FC より小さくなる。これは、計測され

た抗力から WF および BF の寄与を取り除いたためである。下端面形状をテーパーを付けずに単純な長方

形断面として、喫水深さを変えて hF∆ を見積もる予備実験をおこなった。その結果は図５(a)とほぼ一致

した。これより、喫水深さを変える補正方法が、端面形状によらずに BF を取り除ける方法でることがわ

かった。喫水深さ h を変える計測によって、首尾よく抗力 BW FF + を全抗力から除去できることがわか

った。しかし、この補正方法は二つの抗力の総和を同時に補正できるが、各々の力を単独には補正でき

ない。 
 トリッピングワイヤ抵抗 TF と圧力抵抗 PF は、平板長さを変えた計測から補正する。喫水深さを 1h に

固定して、平板長さを 1L と 2L ( 21 LL > )にかえた計測をおこない、両者の差を計算する。 



BWplateLhLhL FFFFFF ∆+∆+∆=−=∆ '
2111 ,,                        (5) 

ここで、 plateF '∆ 、 WF∆ 、 BF∆ は面積 )( 211 LLhA −=∆ に起因する平板抵抗、造波抵抗、下端抵抗に相

当する。従って、抗力 LF∆ を用いた全抵抗係数
)(L

FC を )2//(/ 2
0

)( UAFC L
L

F ρ∆∆= と定義して、その結

果を図５(b)に示した。図中には Karman-Schoenherr(式(6))を実線で示した。 

MCCK FLeF += )(Relog                                (6) 

任意定数 K とM は、式(6)を計測データにフィットすることから決定され、Schoenherr は、 558.0=K
と 0=M を報告した。 
ここで注意したいのが、 plateF '∆ は plateF∆ （式(5)）とは異なることである。 plateF∆ には平板前縁から

急激に発達する境界層の影響が含まれているが、後者にはその影響は含まれてはいない。抵抗係数
)(L

FC
は、K.S.式に比べて小さくなることがわかる。つまり、全抵抗 F に含まれる TP FF + は、 BW FF + の寄

与よりも大きいこととなる。図５(b)に示した実線は式(6)に従い、係数を 484.02 == κK 、 0=C とし

たものである。実験結果はレイノルズ数が低い場合（
)(L

FC が大きい場合）には、凸状の分布になるため

高いレイノルズ数において式(6)が成り立つことが期待される。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.5 (a) Total skin friction coefficient for the drag defined by Eq. (3). Solid line represents the K.S. formula. Dashed line represents 
Eq. (6) with numerical constants 737.0=K and 108.3−=M . (b) Local skin friction coefficient for the drag defined by Eq. (5). 
Solid line represents the K.S. formula.  
 
 計測される全抵抗から、圧力抵抗及びトリッピングワイヤ抵抗を除去する補正法を考案した。しかし、

補正できるのは二つの抗力和 TP FF + であり、各々の抗力を単独で補正することはできない。

Hughes(1952)は圧力抵抗を見積もるために、平板の厚さ比の３倍(%)として見積もり、トリッピングワ

イヤ抵抗も独自の方法から補正をおこなっている[7]。これらの方法が妥当であるかどうかを判断するこ

とは本論文中ではできないが、 TF 及び PF は全抗力に大きく寄与しており、その影響を取り除くことは、

正確な平板抗力を算出するうえで不可欠と考えられる。抵抗係数
)(h

FC を式(6)によって最小近似した結果

を図５(a)に示した。グラフの傾きは 10log/ eK となり、
)(h

FC では 562.0=K となる。 
 全抵抗 F 及び二種類の補正により得られた抗力 hF∆ と LF∆ を各々面積 A及び A∆ で割って単位面積当

たりの抗力とした場合、 

TPBWplateTPBWplate fffffAFFFFFAFf ++++=++++== )(              (7) 

TPplateLhLhhh fffAFFAFf ++=∆−=∆∆= )(
1211 ,,                              (8) 

BWplateLhLhLL fffAFFAFf ++=∆−=∆∆= ')(
2111 ,,                              (9) 

と表記できる。従って、単位面積当たりの平板抗力 platef ' と局所摩擦抵抗係数は次のように求められる。 

ffff Lhplate −+='    ,    )2/(' 2
0Ufc platef ρ=                              (10) 



式(7)-(10)に従って、計算された fc を図６に表示した。本測定の結果は、K.S.式よりも約6 %小さな値と

なった。この結果は、オイルフイルムや浮動片要素法による計測と同様の傾向を示している。Osaka et al. 
(1996)は、浮動片要素法と K.S.式との相違が 3000≥θR において3 %あることを報告しており[3]、その

原因は Schoenherr による全抗力の計測の精度に問題があることを指摘している。K.S.式の導出は、半理

論的なものであり、含まれる係数は実験から決められることとなる。従って、精度の良い実験データが

必要となるわけだが、Schoenherr 自身がおこなった実験では、(a)造波抵抗、(b)下端面抵抗、(c)圧力抵

抗、(d)トリッピングワイヤ抵抗、が全抗力に含まれたままになっており、その結果として抵抗係数を過

大評価したものと考えられる。Schoenherr は K.S.式の係数を決めるために他の多くの実験結果を参考に

しているが、データのばらつきは大きく、平均値としてその値を決めている。このような大きなばらつ

きは、実験誤差として考えにくく、Hughes(1952)は物理的な根拠があるものと推測している。そして、

曳航する平板の幾何学形状（アスペクト比、厚さ）が同一であれば、データ間のばらつきは少なくなる

こと、またレイノルズ数に対する相似性も期待できることを報告している。しかし、これらのデータの

ばらつきに関しても、抗力(a)～(d)についての適正な補正がなされていないことが最大の原因ではないか

と考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.6 Local skin friction coefficient for the drag defined by Eq. (10). Solid line represents the K.S. formula. Dashed line is a Local skin 
friction coefficient computed by Eq. (6) with 532.0=K and 0=M . 
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