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東海大学紀要海洋学部第23号 49-66頁(1986)

海洋バイオマス農場 1ユニットの運動特性

と係留索張力について*

西村貴明・長崎作治

Study of Motion Characteristics and Tension of the Moored Line 

for the Ocean Food and Energy Farm (O.F.E.F.) Unit 

Takaaki NISHIMURA and Sakuji NAGASAKI 

Abstract 

The solar power is an ideal source of energy for human Iife having little influence 

on the natural environment in the process of its production， storage and consumption. 

The Ocean Food and Energy Farm (OFEF) is one of the solar power utilization 

system together with the purpose of gathering and catching五sh.

The structure of this farm is conposed of different materials， that is frames of the 

farm unit and hanging seaweed. 

Because it is necessary to make economical and safety mooring plan of the OFEF 

unit， it is important to investigate the motion of the farm unit and the tension of the 

mooring line. 

The results of an analytical and experimental investigation of the dynamics of the 

farm unit moored by a single line in regular waves are pres巴ntedin this study. 

The motion of the structure and the tension of the mooring line are related to the 

diameter of the body， weight， depth of submergency， wave frequ巴ncy，wave height and 

water depth. 

Analytically， the farm unit and mooring line 'system ar巴 formulatedas a forced 

vibration problem with the spring and square law damping. 

The govering equation of estimating the maximum tension of the mooring line are 

derived. 

The phase shift and the maximum tension of the mooring line in the experiments 

show a certain degree of agreement with the theoretical values. 

However， the maximum angle of the mooring line for long waves and time-histories 

for the acting force of the mooring line 'predicted from the theory represent a discrep-

ancy with the experimental values. 

* 東海大学海洋学部業績A第339号.受理1986年 5月15日
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1. 緒言

資源不足が問題となっている我国において，新しい資源およびその技術的開発には， 自然・環

境・社会・国際情勢などの制約要因の中で，経済性および安全性を追求することが要求されてくる.

また， 200カイリ問題・環境汚染等によって脅かされている日本泊岸の漁業にとって，増殖・培

養を図る漁場改良造成としての人工魚礁は重要である.

これら二つの問題を解決するというコ γセプトのもとに考案されたのが，太陽エネルギー(クリ

ーンエネルギー〉を利用する海洋バイオマス農場であり，その栽培システムの一例は西川 (1983)

によるものである.この農場の構想図を Fig.1に示す. この農場におけるエネルギ一生産という

役割は，農場で大量に栽培された海藻(懸垂型海藻〉を発酵処理して，メタンガス ιアルコール等

のエネルギ一物質に変換するシステム〈畠山ほか， 1985)によって賄われる.さらに，魚礁として

の役割は，構造物自体が浮体構造であることから，その対象魚は浮魚(回避性中層魚〉であり，構

造物自体に海藻を生育させることによってその集魚・誘導を行うことで賄われる.

一放に，浮魚礁は沖合水深 100m程度の海域で一点係留されるものであるが，今回は海藻栽培と

いう目的も兼ね備えているために，海藻が生育した場合は，単に浮魚礁のみの場合よりも当然過大

な外力〈波浪，潮流等〉が作用すると考えられる.

そこで，今回著者らが考案した Fig.2と3 (モデル概要)に示すユニ yトは，設置水深を自動

《戸、、

Fig. 1. Conceptual design of ocean food and energy farm unit. 
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Fig. 2. Cross section of ocean food and energy farm unit (Model). 

制御(自動制御のための動力源は，波力発電と浮体上部に設置するディーゼルマリーンエンジンに

よる〉によって変えることが可能な鋼管トラス構造体によるもので，係留はテンション・レグ方式

の三点係留とし，作用外力の軽減，海藻の生育限界水深を考慮して，海藻生成フレーム(上下移動

可〉は水面下 10mの位置に保持できるものとする. このユニ yトは，構造的にも単純でなく，そ

の上，柔物体である海藻の付着によって，作用外力・挙動・係留索張力を定量的に把握することは

困難であり，この様な浮魚礁・養殖施設等の設計は，研究者の経験によりなされているのが現状で

ある.

そこで，本研究は，まず第ーに，ユニ y トの基本構造である円柱体(支柱〉を一点係留した場合

の波浪中における諸特性を，理論的さらに実験的にも検証し，その上で，円柱体と生成フレームの
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Fig. 3. Plan of ocean food and energy farm unit (Model) 

複合体として，それら特性を定性的に把握し，安全かつ経済的な係留設計を行うにあたっての設計

外力および係留力を推算する初期段階として，検証結果について報告する.

従来，浮体構造物を対象とした研究として， JOHN (1950) ; ODAR (1962 ; 1963) ; HARLEMAN and 

SHAPIRO (1960);荻原 (1977) などがある. また，浮魚礁としての同種の研究を木村 (1977; 

1978)が行っているが，設計の際の外力等を算定するには実用的でなく，まだ検討の余地が残され

ている.

円柱浮魚礁の研究としては，前出の木村のほかに，野田・松原 (1980)が， HARLEMAN らが行っ

た水中係留球に作用する流体力を推定し，浮体の挙動・係留力特性を求める方法で，動的応答特性

に関する比較的良好な結果を得ている.

そこで，本研究でも，野田らと同様に HARLEMAN らの方法を用い，海洋パイオマス農場1ユニ

y トの波浪中における基本的特性(運動および係留索張力〉を把握するものとする.
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2. 振動する係留物体の理論解析

Fig.4は，一点係留された円柱体に作

用する外力等の諸量を表す座標系を示し

たものである.

ここで，円柱体の運動は，水粒子の軌

道によって定義された平面内の運動に限

られると仮定する.また，円柱体の余剰

浮力が鉛直方向の流体力よりも大きく，

係留索のたわみはないと仮定すれば，こ

れらの仮定は，円柱体の位置を係留索角

。のみによって定義される一自由度の振

動系を成立させる.

Fig.4より ，微小要素 dm(質量〉に

対して， NEWTON の第 2法則が正接方向

に成立する.

d2fJ 
dF=dm. "'.~・ A

dt" 

両辺に λを掛け，体積積分を行えば，

~T*=JJ. .dF 二dF

三

h 

Lu 

La 

53 

Z 

r '9 7 d2fJ T d2fJ = I J.2dm "'. ~ = 1・一一一
") VOL" _，.. dt2 ム dt2 Fig. 4. Definition sketch for submerged moored buoy. 

(1) 

ここで， TヘIは，それぞれ点 Oに関する円柱体の回転力と慣性モーメントである.

(1)式は， 回転する物体に対する ニュートンの第 2法則の一般形であり ，回転カエT*は，円柱体

に働く全ての外力による回転力の和である.それらの外力の中で，復元力による回転力 Tsは，係

留索角 θが徴小，すなわち，sinθ=刊であると仮定すれば，

Ts=-Nt.l=-l・N・sinfJ
と ー (ρw一ρB)・σ.V.l.fJ (2) 

ここで，Nt 余剰浮力の正接方向成分，N:余剰浮力，Pw， PB 水および浮体の密度， 1: 0点と

浮体重心閣の距離， V:浮体体積，g 重力加速度である.

圧力こう配による回転力 Tp は，流体の水粒子加速度により，

Tp二 ρw.V.(妥∞sfJ一安sinfJ).1 

二ρw.V.(会-告。).1

du d 
一一 avは微小振幅波理論における水粒子加速度の水平・鉛直成分である.
dt' dt 

(3) 

流体と流体中の物体聞に相対加速度が存在するときに生じる仮想質量力 Trは，実際の物体質量

を流体質量に置き換え，付加質量係数hをかけた物理量の効果によるものである.ここで，付加質
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量による慣J性モーメント(点、Oに関する〉を 1aとすると，付加質量力 Trは，

d28 ， 7_ _ u I du _ _ n dv . /'1¥ 
Tr=-1a ・ 'dt~ +k・川崎cos8ーすω)l

d28 .， _ TTf du dv ¥ 
与 -1a ・ 'dt~ +k. Pw ・ V~dt -'d; ) (4) 

減衰回転力 Tnは，流体と流体中の物体の閣の相対加速度によるものであり，今ここで，減衰は

線型であり，。は微小と仮定すれば，

f d8 7 ， /'1 . /'1¥ 
Tn=c・l-771+u・cos8-v・sin8)・1

計・(-~~ .l+u-v.8).l (5) 

ここで， c:減衰定数である.

(2)~(5)式を(1)式に代入すると，一自由度の SPRlNG-MAS日系の線型減衰をもっ振動物体の運動方程

式が成立する.すなわち，

~T*ニTs+Tp+T r 十Tn より

d28， 79 d8 ，r /" _ _ 
'H  • /". • ，，_ H dv 1 

(1+1α)zp-+c・l2d~ +L (Pw-pß)V ・ g+(l+k) ρバ d~ +c・vJl・0

=[ (川)Pw・v会+cuJ・l (6) 

ヂ
dv.. ~_.6.._.，._，.. 

この徴分方程式は， 8が一次の項の中vCdt v，を含む」とになり，バネ定数である.

[(ρwーρs)V肘(問

が，時間関数として変化するために，解を求めることが一般には困難となる.したがって，この方

程式を線型化あるいは簡単化するために，次の仮定を立てることにする.

1) 索張力の鉛直成分は，余剰浮力に等しい.これは，最初の仮定である動的技力の鉛直成分の

余剰浮力に関して小さいということであれば，先の仮定は成り立つ.

2) これまでと同様に，係留索角。は微小.

上記の仮定を用いれば， (6)式中の

〈山川安十円

が無視できることとなり，次の様に書きかえられる.

〈山α〉祭+C1232+(日 s).g'V.l.8=[CM'PW'V， ~~ +c.uJ・1
ここで， cM=l+kとする.

また，一般的に2次の抵抗を考慮すれば， (7)式の左辺第2項を書きかえる必要がある.

すなわち，減衰回転力 Tnは，

d8 (7 d8 ¥ 2 7 r< f d8 ¥ 2 
c ・ p.7Jーペ1 ・ 'd~ ) ・ l=C ・ ~dけとなる.

ここで， C二 c・[3である.

よって， (7)式は，

(7) 
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d2s ， Tl Ll ，1'1 (dθ¥2ー

A・7 1M+C・(d~ )ー [(FHD) max sin wtl sin wtl + (F山 xcosω]・l (8) 

となる.ここで， A=I+Ia， B=(ρW-PB).g・V.l二 N・1

(FHD)田町 (FHM)回目は， MORISON式 (MORISONetal. 1953)より算出することのできる水平方

向の最大抗力および最大質量力をあらわし CD，CM を抗力係数，質量係数とすると，

(F日仏ax ごCD •今・ (D.L).um2

(九山x二 CM川与
u 一

ωH cesh k(h+z) 
m-

2 sinh kfi 

によって算出される. ここで， CD， CM はそれぞれ円柱に対する定常流れの理論とポテンシャル理

論から求めた1.17と2.0を用い，これらの値は，入射波一周期中に変化しないものとする.また，

， ω (=~:) ， k(竺) z， h， D， Lα はそれぞれ，波高，入射波振動数，波数，水面から浮体
Ti )' 

._， 
Lα/ 

重心までの距離，水深，円柱の直径，長さである.

(8)式の右辺は，水平最大波力が微小振幅波的に変化するものであるから，その質量力成分が抗力

成分に対して支配的である場合，すなわち，

2(FHD)田axくくFHM)皿ax

である場合， (6)式中の cuが無視できることとなり，

(F H) max = (F HM)血目 (9) 

となる.抗力成分が無視できない場合は， (8)式の右辺第一項の sinωtlsinotlをフーリエ展開する

ことで、，

sinωtl sinωtl::::::::sinωt 

となり， (8)式は

(F H)2血ロ =(FHD)2 max + (F HM)2回目

より，

d2s ，T"> 
" 

， 1'1 ( ds' ¥ 2 

A
否 r+B・s+C(dT-) =(FH)max・∞s(ωtーの

となる.ただし，

(10) 

(11) 

O二 tan-1[(F HD)血目/(FHM)血日] (12) 

である.

(11)式は，正弦波外力による固体摩擦系の強制振動方程式であり，この厳密解は煩雑であるが，

摩擦力がある程度より大きくないときは，強制振動も外力と等しい振動数をもった正弦波振動とみ

て差しっかえない.

この系の振動を

s=sm・cos(ωt-併の
と仮定すれば，摩擦抵抗によって 1サイグル中に失われるエネルギーと，粘性減衰係数をもっ振動

系が粘性抵抗によって 1サイクル中に失うエネルギーとを等置することができる.したがって，こ

のことから等価粘性係数を決定し， (11)式を線型化することで，その線型解が得られる.

。ニßm • cos(ωtー α) (13) 

ここで，
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九一旦註旦主主ーよτ[{(1-R2)4+抑制}を一(Rりつき
Nγ 2nR 

α=ゆ+ゆ， R=ω/ωn，的:浮体の固有振動数

ゆーtan1 1 「/ 4dR4 1を llt 
ー ー一一111+一一一一一l一|-v'玄L¥.L T (1-R2)4 J .L J 

n= ~ c・(FH)田口・1
一一3π・A2.ωJ

(14) 

(15) 

(16) 

(14)， (15)式中の DAMPINGF AOTOR nは，減衰定数 cが水平抗力の算定式で与えられるから，

(16)式は次の様になる.

n=_1_ CD.PW・D.L・(FH)max・l4
一一3 π・A2.ω♂

(17) 

(13)式は， (14)， (15)式より周波数比 R と DAMPINGF AOTOR nの関数であり， PHASE SHIFT α 

が与えられれば，係留索角の時系列変化が算出される.

つぎに，係留索張力については，動的係留索張力の鉛直成分 Fvを考慮する必要がある.物理的

に，水中物体に動く遠心力から成る Fvは，ある周期的な角度で変化する円運動によるものである.

この力は，仮想質量効果を与えるために書きかえられた質量項をともなう NEWTONの第2法則で与

えられる.

F c(PB+kρW)V・Ar

ここで， Fc:遠心力， Ar:角加速度である.

A. = ( d.8 i 2 .l r-¥-----atJ -. 

• d8 
(13)式を微分すれは三五ーは得られる. したがって，

f d8 ¥2 
Fc=(ρB+k・ρ川・ ¥'d; ) m .l. sin 2 (ωt-a) 

(18) 

(19) 

=(Fc)血目・ sin2(ωt-a) (20) 

d8 ~. / ~， f d8 ¥ 
ここで，-----atニーω・8ms叫 ωt-a)=一夜間.sin(ωtーめである.

また，鉛直方向の質量力は抗力よりも支配的であると考え，抗力成分は無視することにする.

これらより，水平波力，鉛直方向の質量力，遠心力そして余剰浮力の線型重ね合わせを行い，係

留索張力 Tは次式で与えられることになる.

T= [{(FVM)回目 sinωt}+N}2+ {(FH)回 .xC凶 (ωtー α)}2]を

+ (F c) max sin 2(ωtー α)-N

ここで， (F VM) max， (F c) max は次式を用いて算出される.

(F VM) max = CMV.内・v・3T
dv拙ー ω2H sinhk(h+z) 
clt一一三- sinhkh 

f d8 ¥2 
(F c)血目 =(PB+k.pw)V・(寸アl

、 ι(Il~ I 71も

(21) 
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3. 実験内容

実験は， 東海大学海洋学部臨界実験場の Fig.5に示す長さ 54m， 幅l.Om， 深さ l.6mの一部

ガラス張りの造技二次元水路を用いた.水深は l.Olmとし， 常時一定を保った. 造技装置の水路

反対側には，消波装置と斜面を設置して，できるだけ水路壁による反射波が生じないように努めた.
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Fig. 5. Schematic diagram of experimental set-up. 
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Fig. 6. Single and double moored lines systems in wave tank 
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Table 1. Characteristics of experimental program. 

No. Wave Wave Wave Water 

Height Period Length HtfL wtfwπ h/L Depth 

Hi Ti Li h 

(cm) (sec) (cm) (cm) 

1 2.0 0.8 99.8 0.020 3.64 1. 01 

2 ff 1.1 188.4 0.011 2.64 0.54 

3 ff 1.4 297.4 0.007 2.08 0.34 

4 ff 1.7 411. 5 0.005 1.71 0.25 

5 ff 2.0 522.9 0.004 1. 45 o. 19 

6 5.0 0.8 99.8 0.050 3.64 1. 01 

7 ff 1.1 188.4 0.027 2.64 0.54 

8 ff 1.4 297.4 0.017 2.08 0.34 101 

9 ff 1.7 411. 5 0.012 1.71 0.25 

10 ff 2.0 522.9 0.010 1. 45 0.19 

11 10.0 0.8 99.8 0.100 3.64 1. 01 

12 ff 1.1 188.9 0.053 2.64 0.54 

13 ff 1.4 297.4 0.034 2.08 0.34 

14 ff 1.7 411. 5 0.024 1.71 0.25 

15 ff 2.0 522.9 0.019 1. 45 o. 19 

**ωi， wn: wave， nat. frequency 

波形は，容量式波高計を用いてモデル設置位置に設け，アナログデータとしてオシログラフにより

出力させた.

係留索変動張力は，浮体の回転によって変化する係留索の動きを精度良く追随することのできる

ロードセルを製作し，係留索下端に取り付け，キャリプレーショ γを行い，初期張力がロードセル

に作用している状態を Oに調整して，入射波波形と同じオシログラフに出力させて同時性を持たせ

た.

また，波浪中における浮体の挙動，すなわち，係留索角の時系列は，ビデオシステムによって水

槽外部よりガラス壁面を通して水面波形とともに撮影し，解析した.

なお，係留索については，相似則は考慮、せず，索の伸びがないものを使用した.

実験の条件は，浮体に生成フレームを取り付けた場合と取りはずした場合の 2ケースに関して，

それぞれ Fig.6に示す一点係留，二点係留の場合について， Table 1に示す計画波浪を作用させ

て実験を行った.ここで，相似則はフルードの相似則を用いた.

4. 実験結果および考察

Fig.7から Fig.15は， (13)式と (21)式から算出される係留索角。 (radian) および係留索変動

張力Tの時系列を入射波一周期分について表わし，実験結果と比較したものである.

これらの図によると，eの値が最大値，最小値をとる位相角は，全体的に実験値・理論値ともに

よく一致している.しかし，eの最大振幅について比較してみると， 周波数比 R (ニω/ωη が大き

い場合，つまり短周期の波に対しては，ほぽ一致しているが，長周期波，すなわち，周波数比Rが
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Fig. 14. Tension and mooring angle variation with wave phase. 
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小さくなると，実験値を理論値が上回り，最大で l倍強の相違がみられる.このことは，実験値に

ついてだけみてみると，周期の変化にともなう最大振幅の変化が理論値ほど大きくないことから，

この浮体は流体力をさほど受けない構造とも考えられるが，現段階において言及することはできな

し、.

さらに，水平波力の算出が，固定された円柱に作用するものとしてなされたものであることから，

浮体の動揺による流体力の軽減がなされたとも考えられるが，明確で、はない.また，作用波が短周

期である場合，浮体の運動は一周期に関して，ほぽ左右対称な運動を示しているが，長周期側にな

ると，非対称運動へ移行してくる.

つぎに， 係留索変動張力 Tについて時系列をみてみると， 全体的には，eの値が正の値から負

の値へ移行する位相付近で、最大索張力を示していることがわかる. しかし， Fig.10をみると， 。
の値が0となる位相で Tは最小となり ，eの値が最大となる位相でも T は最小となっている.と

ころが，実験値は，前述のとおり Oの値が正から負へ移行する位相で、 Tは最小値をとっている.

理論値と実験値の時系列の相違は，実験値が余剰浮力よりも下回り，負の値が測定されているの

に対し，理論値は， Fig.12でわずかに負の値をとっているだけである.

また，理論値では，一周期の聞に極値，すなわち，極小，極大がそれぞれ2回出現しているのに

対して，実験{直は最大・最小債がーカ所存在するだけで、ある.これらの原因に，鉛直力の抗力成分

を無視して索張力を算出したことなどが考えられるが，本論では明確にできない.しかしながら，

係留索張力の正の最大値は，理論値とほぼ一致していることから，最大値のみを推算することは可

能であると考えられる.
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Table 2. Variation of double moored lines tension max. 

Maximum of Double Moored Lines Tension (unit; g) 

Wave Wave Height (cm) Wave Height (cm) 

Period 2.0 5.0 10.0 2.0 5.0 10.0 
(sec) 

Without Frame With Fram巴

Fr附 IBack I Fr州 IBack I Fr州 IBack I Front I B批 IFr凶 IBack I Front I Back 

0.8 I 1.7r7.2r2~14.4 I 10. 1 I . 26~1 2. 1 1 6.4 1 .5. i'-I 18.51 26.61 24.9 

1.1 1 2.0 1 5.0 1 2.0 1 11. 71 4.21 27.31 1. 6 1 5.71 2.3 1 18.7 1 9. 1 1 38. 1 

4 1 2.0 1 3.1 1 2.51 5.91 4.0 1 23.51 2.1 1 4.91 2.71 17.1 1 5.51 40.3 

1. 7 I 16!21127|45146| 叫 2.2 1 4. 0 1 4. 2 I 15. 4 I 5. 6 1却 8

2.0 I 1. 3 1 2.2 1 2.0 1 2.8 1 5. 31 14.3 1 2.3 1 3.2 1 5.3 1 14.2 1 8.0 I 35.6 

Fig.16とFig.17は，係留索角と係留索張力を波形こう配H/Lと比較した図で、あり，図中の黒

印は生成フレームを取り付けた場合のそれぞれの計測結果で、ある.

係留索角。に関しては，フレームを取り付けてもさほど影響があまりみられない.これはフレー

ム自体が支柱部分に対して径が細いパイプ構造であることから，先に述べた様に，さほど流体力を

受けないことに起因していると考えられる.

係留索張力 Tに関しては，フレームを取り付けたことで自重， 体積が変化するために(浮力は

フレームの比重が 1に近いため，ほとんど変化なし)，多少影響が見られるが，それも波高 10mの

場合のみで，他のケースではさほど変化は見られない. また， H/Lの増加にともなって， 張力は

一定の値に近づいてくる.

Table 2に示したのは，二点係留におけるそれぞれの最大索張力を列記したものである.

これをみてみると，一点係留のときの索張力の最大値より二点係留の方が大きくなっている場合

がある.これは二点で係留したことによって，浮体が一点係留の場合よりも拘束され，流体力を受

ける方向と係留索の傾きが一致したためではないかと考えられる.

これらのことを考慮して，係留点閣の距離を変化させて実験を行う必要があると考えられる.

5. 結論

本研究において用いた係留索角および係留索張力の算定式は，前者については位相が，後者につ

いては最大振幅(最大張力〉が実験結果とほぼ一致した.しかしながら，海洋バイオマス農場の安

全かつ経済的な係留設計を行うにあたっては，まだ不完全であり，今回用いた算定式による値と実

験結果との相違について，さらに検討を加えていく必要があることが明確になった.

今後の研究課題としては，さらに精度の良い設計外力算定式を導き，究極的には，海藻が生育し

た場合の柔物体としての農場を弾性体と考え，波浪との動的応答解析を行うことである.
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