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1. 緒言
船型改良による燃費削減を達成させる手段として、
CAD による船型変形と CFD による評価が必要不可欠な
ツールとなっているが、手作業による変形には、時間の
コストがかかり、パラメータ変更によるシリーズ変形が
難しくどの程度の変形が最適であるのかを判断すること
が困難である。本論文では、より効率的な船型設計を可
能とするため、3 次元の船型データから自由度の高い複雑
なパラメータ変形を自動的に短時間で行うことができる
機能を開発する。更に、船型性能の最適化には CFD によ
る評価を行うが、従来の連続的なパラメータを対象とし
た遂次 2 次計画法（SQP 法）1)に比べ大幅な時間短縮を実
現するため、パラメータ空間を離散化し、離散化された
船型を対象とした SQP 法を開発する。

2. パラメータ船型変形
3 次元の船型データを元にパラメータによる形状変形
を行う。ここでは、IGES フォーマットの NURBS データ
を取扱い、NURBS のコントロールポイントを移動させる
ことで形状変形を実現するものである。変形量は、それ
ぞれのパラメータ変形に対する指定した変形量と指定し
た変形領域内の関数とを掛け合わせた形で定義されるた
め、基本的に滑らかな変形分布を与えることになる。関
数としては、スプライン関数、線形関数、三角関数を利
用する。
パラメータとしては 28 種類の変形パターンを開発し、
任意の組み合わせの変形が可能となっており、複雑な変
形を実現できる。変形パターンを以下に列挙する。なお、
船体前後方向を x 軸、幅方向を y 軸、上下方向を z 軸と
する。
Scaling in x: 船型全体の比率による x 方向伸縮
Scaling in y: 船型全体の比率による y 方向伸縮
Scaling in z: 船型全体の比率による z 方向伸縮
Lcb change: Lcb 位置変更
Cp change: Cp カーブ変更
Fore Cp change: 前半部の Cp カーブ変更
Aft Cp change: 後半部の Cp カーブ変更
Section shift in specified area: 指定する x 方向 2 点間の前後
方向移動
Section shift at specified x: 任意の x 方向位置における前後
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方向移動量を与え、セクションを移動
Body sections: 指定する複数断面に変形後の形状を与え、
その形状に合うよう指定する x 方向変形領域間で断面形
状を変形
Bow profile: 船首プロファイル形状を与え変更
Fore profile: 船首プロファイルを上下に変形
Aft profile: 船尾プロファイルを上下に変形
Profile shift: プロファイルラインを最大喫水位置を中心
に前後方向へ移動
Width in specified area: 指定領域の幅方向への変形
Height in specified area by scaling: 指定した x 方向領域に
おける上下方向への変形
Waterline shift: 水線における最大幅位置を中心に前後方
向へ移動
Flare in specified area: 断面形状のフレアーをコントロー
ル
Frame in specified area: 断面形状の任意の角度方向へのフ
レームライン変更
Rotate at specified plane: 指定する x 軸に平行な平面から
指定する距離内において、この平面上に指定する中心位
置(y,z)から与えた角度だけ回転
Shift from specified plane: 指定する x 軸に平行な平面から
指定する距離内において、この平面を中心に y 方向へ移
動
Scaling from specified plane: 指定する x 軸に平行な平面か
ら指定する距離内において、この平面を中心に平面の外
側または内側を y 方向へ伸縮
Bulb length: 船首バルブ長さの変更
Mid width linear scaling: 最大幅位置から離れるに従い線
形的に小さくなる分布で、幅方向へ伸縮
Mid draft linear scaling: 最大幅位置から離れるに従い線形
的に小さくなる分布で、深さ方向へ伸縮
X shift with z distribution: 指定する z 方向の複数点で x 方
向移動量を指定し、x 方向変形領域で変形
Cut at specified width: 指定した幅で船体をカット
Shift vertically in specified area: 指定した z 方向変形領域に
おける上下方向への移動
例えば、Width in specified area を選択し、変形領域とし
て、x 方向を x1 から x2 までをその中間で最大変形量、両
端で変形量 0 とし、z 方向を z1 から z2 までを z1 で最大
変形量、z2 で変形量 0 とし、補間関数は三角関数を利用
した場合、この変形領域内の船体表面(x,z)での変形量 dy
は、y 方向への最大変形量をΔとすると(1)式のような関
数で与えられる。
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3. 離散型 SQP 法
3. 1 コンセプト
非線形計画問題に対して最も有効な方法の１つである
逐次 2 次計画法（SQP 法）を、前述したパラメータによ
る船型変形に適応させることで、最適な船型を見つけ出
す方法を開発する。一般的な SQP 法では、制約条件のも
と目的関数が最小となる値を見つけ出すものであり、目
的関数は連続な関数である。船型開発の場合、
EHP や BHP
が目的関数となるが、CFD によりその目的関数を計算す
ることは、1 回の目的関数を求めるのに非常に長い時間を
要することになる。したがって、設計に適応できるツー
ルとして使用されるためには、できるだけ計算する船型
数を減らすことが求められる。
連続関数を目的関数とした場合、収束付近において船
型が近く目的関数の値が近いものを評価してしまい、無
駄な計算となる可能性がある。船型開発において、指定
したパラメータ空間の中で、目的関数が最小となる 1 点
を求めることよりも、短時間で最小付近の船型が探索さ
れる方が有効であると思われるためである。CFD 計算の
誤差があることからも最小値を求める必要性は低いと考
えられる。
本開発では、パラメータ空間をいくつかのステップで
分割し、評価関数を連続関数ではなく、分割により離散
化された点で代表する方法を開発する。前述のパラメー
タによる船型変更でパラメータを指定するステップ数で
分割する方法のうちマトリックスを利用し、この中から
最適な船型を離散型 SQP 法により探索するものである。
SQP 法により評価が必要な点から、それに最も近い離散
点を探し、その点での評価関数を SQP 法により要求され
た点での評価関数とする考え方である。したがって、評
価関数は階段状の値となっているため、SQP 法のプロセ
スの中で同じ点の評価関数が必要となる場合があるが、
この際には一度計算された値を利用し、再度の計算は行
わない。これにより計算時間を大幅に短縮することがで
きる。
本節の最後に，今回提案する SQP 法の適用における理
論的な数値精度と実用面に関する利便性について検討す

る。SQP 法では非線形関数を二次形式で近似し，直線探
査法と組み合わせて逐次的に目的関数の最小値を探索す
るが，その精度は目的関数もしくは制約条件の勾配評価
精度に依存する。今回のような CFD による形状最適化問
題においては勾配の解析的表現は不可能であるために有
限差分近似が用いることになるため，勾配近似精度すな
わち近似ヘッセ行列の近似精度がそのまま手法の解像精
度を決定すると考えられる。今回は離散的パラメータ空
間で SQP 法を適用するため，近似ヘッセ行列の数値精度
は空間離散化精度 O(Δ)となり，また解の更新もパラメー
タの離散空間で行われるため，空間の解像精度がそのま
ま手法の精度となる。これは実際の設計におけるパラメ
ータの解像精度を直観的にコントロールでき，また解空
間を簡単に予め調べることもできるので，従来の CFD 援
用最適化で頻繁に指摘された解の収束精度の問題を回避
できるという直接的な適用利点を享受できる点も重要で
あると考えられる。
3. 2 計算例
バルクキャリア船型を対象とし、前述の変形パラメー
タのうち Lcb change と Section shift at specified x の 2 つに
よる変形を選択した。それぞれのパラメータを 5 ステッ
プに分割したパラメータ空間を考える。したがって、オ
リジナル船型を含めて 36 船型が最適化の対象船型となる。
CFD は抵抗計算、自航計算まで行い、BHP を目的関数と
する。
まず初期値をパラメータ空間の中央として離散型 SQP
法の計算を行った。その結果を Fig.6 に示す。縦軸は評価
関数である BHP をオリジナル船型の BHP で無次元化し
た値である。横軸は CFD 計算された船型を計算順に並べ
ている。SQP 法による探索過程での勾配を評価するため
に計算された点も含まれている。この結果より 8 船型の
評価をすることで最適値が 7 番目に計算された bulker_33
船型という結果となった。オリジナル船型より約 4.5%の
BHP 減少となっている。
BHP/original BHP

変形領域などの指定する値があるため、1 回目の変形で
はマニュアルによる指定が必要であるが、この操作はフ
ァイルに保存され、2 回目以降の変形は自動的に変形を行
うことが可能である。自動変形を行う際には、各変形パ
ラメータを指定するステップ数で分割し、すべてのパラ
メータを同時に変更する方法、１つずつパラメータを変
更する方法、すべての組み合わせのパラメータで変更す
る方法（マトリックス）の 3 通りの方法で、オリジナル
船型から指定する最大変形の船型までの間の船型を自動
で作成することができる。また、変形後の排水量は一般
的にオリジナルとは異なるため、Cp カーブ変更による排
水量調整を行う。この際、指定した排水量や Lcb 位置に
合わせることもできるよう設計した。
これらすべての作成した船型について、CFD 計算によ
る評価までを自動的に計算させるシステムとなっており、
この際に、後述する離散型 SQP 法による最適化を行うこ
とが可能である。CFD 計算では、ダブルモデル計算、自
由表面計算、自航計算から必要な計算を選択し実行でき
るため、評価関数として、EHP あるいは BHP を選択する
ことができる。
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Fig.6 Results of the optimization by the discretized SQP
method stating from the median in the parameter space
次に初期値をオリジナル船型に変更し、同じ船型に収
束するかを確認する。Fig.7 にその結果を示す。この場合、
初期値を中央から始めた場合に比べ計算船型数はやや増
加し 10 となったが、最適値は 5 番目に計算された
bulker_33 と初期値を中央から始めた場合と同じ船型とな
った。計算回数が増加した理由は初期値が収束値からや
や遠くなったためと考えられる。
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の場合には EPS が 0.001 と同じ 47 点での計算を行ってい
る。履歴を見ると、16 点目の計算以降はかなり最適値に
近いところとなっているが、収束判定のために最適値付
近での無駄な計算が行われてしまっていることが分かる。
また、EPS が 0.003 の場合でも 25 点での目的関数の計算
を行っていた。以上のことより、離散型 SQP 法により大
幅な時間短縮がなされていることが分かる。
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4. 結言

ここで、本当にこのパラメータ空間での最適値に収束
しているかを確認するため、すべての船型の計算を行っ
た 。 結 果 を Fig.8 に 示 す 。 こ の 結 果 か ら も 最 適 値 は
bulker_33 船型となり、離散型 SQP 法による最適化が正し
く機能していることが確認された。
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Fig.8 Results of all hulls in the parameter space
3. 3 連続目的関数との比較
離散型 SQP 法により、一般的な SQP 法に比べ、どの程
度の時間短縮となったかを明らかにするため、3.2 の計算
例の場合で、Fig.8 の結果を利用し、このパラメータ空間
の目的関数である BHP の値を補間することで、連続目的
関数を作成する。したがって、SQP 法により評価が必要
となる点での目的関数の値をこの補間関数より求めるこ
とができる。これにより何点の評価関数を計算したかを
見ることで、どの程度の時間削減となったかを推定でき
る。
まず収束半径など同じ条件での連続目的関数の SQP 法
による結果では、47 点での目的関数の計算を行った。Fig.6
では 8 点での計算で最適値を探索できたことを考えると、
約 8 倍もの計算量となっていることが分かる。
ここで、収束半径が小さすぎる可能性を考慮するため、
収束半径を大きくしていくことで同じ最適値が求められ
る収束半径を見つける。収束半径に関する係数 EPS の値
は、離散型 SQP 法では 0.001 としていたが、連続目的関
数の SQP 法ではこの値を 0.002、0.003、0.005、0.01 の 4
通りに変更した計算を実施してみた。Fig.9 に EPS の値に
対する目的関数の最適値を示す。EPS の値が 0.002 では
0.001 と同じ最適値が得られているが、0.003 よりも大き
くなると最適値が大きくなってしまい、本来の最適な船
型に収束できていないことがわかる。したがって、EPS
は 0.002 が最低限必要となる。この場合の収束履歴を離散
型 SQP 法の場合と合わせて Fig.10 に示す。連続目的関数
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Fig.7 Results of the optimization by the discretized SQP
method stating from the original hull in the parameter space

船型開発のための 28 種類のパラメータによる変形パタ
ーンを用意し、この組み合わせで、複雑な変形パターン
を短時間で容易に作成することのできるシステムを開発
した。このシステムは GUI を通して操作され、変形に必
要な情報はファイルに保存されることで、自動で変形さ
せることが可能である。また、各変形パラメータを指定
するステップ数で分割し、そのすべての組み合わせの船
型を自動で作成し、新たに開発した離散型 SQP 法により、
その中の最適な船型を、すべての船型を計算することな
く、その 1/4 程度の計算数で、自動的に探索することがで
きることを示した。また、連続目的関数の SQP 法に比べ
ても、大幅な時間短縮が可能であり、本論文で計算した
例では 1/8 にできることが示された。
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Fig.10 Convergence histories of optimization by both the
continuous objective function and the discretized SQP method
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