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曳航式活魚運搬生賛内の流れの改良に対する一つの試み

井上

藤

情*1・杉 山 学本 2

公明*1 昭生*1・永松

Improvement of the Flow in a Towing Live Fish Preserve 

Satoru INouE * 1， Manabu SUGIY AMA * 2， Akio FUJIISHI * 1 

and Kimiaki NAGAMATSU本 1

Abstract 

A towing live fish preserve is used for carrying the fish that are caught to a port of landing while th白 fishare 

alive. Research into the live fish preserve is n巴ededbecause the demand for live fish is increasing. This research 

concerns preserve used for carrying sardine at Nobase in Yamaguchi prefecture. The user request巴dthe improve-

ment of the flow in the pres巴rve.We performed experiments using a one-tenth model of an actual preserve as 

the basic preserve in a circulating wat巴rtank. First， we cleared the flow in the basic pres巴rveby the tuft grid 

method. Then， we measured the drag force. Secondly， we improved the preserv巴 bymaking many hol巴Son th巴

bow-shaped cover in front of the pres巴rve.The area ratios of the holes to the cover were 2.2%， 7.5%， and 
15.9%. We repeat巴dthe same exp巴rimentsusing these improved pr巴S巴rves.By the tuft grid method， a large 

vortex was confirmed in the basic pres巴rve.The vortex changed only slightly to the area ratios of 2昏 2%or 7.5%. 

But at the area ratio of 15. 9%， the vortex disappeared and the flow in the pr巴servebecame moderate and uniform 

as a whole. 

1.緒 日

わが国における水産物需要の中で，食生活水準のよ昇

に伴い，ここ数年活魚の占める割合が増大しており 1) 2) 

活魚の安全かつ効率的総送方法の凋発が求められている。

生産現場から消費地までの活魚輸送過程は大きく二つに

分けることができる。一つは漁場から水揚げ漁港までの

海上輸送であり，他は漁港から消費地までの陸上輸送で

ある。後者の陵上輸送に関しては，水産業のほか流通業，

冷蔵・冷凍業分野においても輸送方法の開発が感んに行

われ，多くの活魚が漁港から消費地へ効率よく輸送され
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るようになりつつある。一方，前者の海上輸送に関して

は少量の魚の活魚絵利F誌にとどまり，大愛の活魚車命送方

法の開発は数少ない。これは，これまで活魚の多くが沿

岸の養殖魚で，あえて海上輸送方法を開発する必婆がな

かったことにー函があると考えられる。しかしながら，

最近の活魚需要の増大，とりわけ天然活魚、需要の増大か

ら，活魚の海上輸送方法の開発が求められている。活魚

の海上総送の一手段としては，活魚絵のほか動力船によ

る曳航式の運搬生繁がある。活魚運搬生繁は，漁場で漁

獲または養殖された海産魚類を，生きた状態で水揚げ漁

港まで運ぶ輸送手段として従来から利用されている 3) 4)。

また，活魚、運搬主主繁は漁獲物の一時的畜養施設としても

利用されている。現在までに，活魚、運搬生繁に関して，

生繁内の流れの鍛j御や，生資設計上の流体力特性に関す

るいくつかの研究が報告されている引 6)。しかしながら

生繁内部の流れに着目した研究はほとんどない。

本研究では，山口県の日本海側に位援する野波瀬で現

在使用されている曳航式活魚運搬生繁を対象として，生

繁内部の流れの改警を試みた。これまでまさ網漁船で大

盤に漁獲されたイワシ類は，そのほとんどが飼料や肥料

として利用されるに過ぎなかった。このイワシ類を活魚、

として市場まで輸送できれば，大ぎな付加倣{直を付ける



Vol. 32 NO.3 学工産水204 

( Un i t c冊)

u""

機関
Front view 

131 
184 

Top view 

!建ゑ

Rear view Side vie四

bottom bord 

Figures and detai!s of the model of a fish preserve. 

Horizontal section ( A ~ D ) 

Detai!s of the measuring section of the 

flow in a fish preserve. 
Symboles (.) numbered from 1 10 8 are the points 
where the velocity was measured. 

Ve rt i ca I sect i on ( a ~ e ) 

.4 

.8 

.3 

.7 

.2 

.6 

8.6 cm 
8.2 11 

" 
H 

8.6 cm 

8.6 cm 
乙ヱ1

・5

a
-
a
c
・8
e

Fig.l 

ことになる。野波瀬では数年前より曳航式活魚運搬生焚

を用い，イワシ類やアジ，サバなどを活魚として市場に

輸送する試みが行われている。しかし，この曳航式~繁

については，その使用者から，①曳航時に生繁内部に主主

じる渦によって漁獲物が損傷する，②生繁内の流れが複

雑であるため，魚が生繁内の一部に集中して泳t!f，無駄

なスペースが生じる，といった二つの問題点が指矯され

ている。それらの問題は，いずれも生繁内の流れに起因

すると考えられることから，笑物の1/10の縮尺模型(以

下，装本生繁と称す)を用い，まず生繁内の流れの可視

化実験から生繁内の流れの状況を調べた。次に，前述の

二つの問題点を解決するための試みとして 3種類の改

良生繁を製作し，同様の可視化実験を実施した。その結

果，釜本生繁内と改良生繁内の流れ特性の比較検討から，

今後の曳航式活魚運搬生繁の流れ改良の指針を得た。

Fig.2 
実験方法2. 

生繁内の流れの可視化には，タフトグリッド法を用い

た。この方法は流れの中の一平沼上に多数のタフトを配

置することにより，その断酒における流れを可視化する

方法である 6)。本実験では， Fig.2に示すように，水平

方向についてはA-Dの4断酒，鉛直方向については a

-eの5断面に区切り，各断面ごとにタフトを取り付け

流れの可祝化を行った。

Fig.3は，水平・鉛直断街それぞれに， グリッドとタ

1) 基本生簸の測定

実験に使用した1/10模型生鏑の外形ならびに主要寸法

をFig.lに示す。主主繁は，箱型の鉄枠に織地を取り付け

た生塁審本体と，生繁前面に取り付けた船首状のカバーか

ら構成されている。模型の生繁縞の包合は 13mm，実物

の生繁網の回合は 33mmである。前面の船首状のカバー

は，実際の生繁が 2-3ノットで曳航されることから，

流水抵抗を軽減し，ある程度の曳航速度を篠保するとと

もに，生霊壁内の魚に速い流れが当7こらないことを民的に

付けられたものと考えられる。



300， 400rpm一定とした。その結果，可祝化実験の流速

は毎秒32，48， 64cmの3種類とした。また，タフト法

では流れの方向は把握できるが，その大きさは測定でき

ないことから，生繁内部の流速も別途拠定した。流速測

定には CM-1SA型流速計(東邦電探製，回転部直径8.8

cm) を用いた。この流速計は，生繁内の細部の測定に

は不向きであることから，計測点は中央の鉛直断面 cの

8点に限定した。渓u定点を Fig.2に示す。なお，高流速

では流れの舌しれが大きくなるため，流速誤u定時の主流の

流速は毎秒32，48cmの2種類とした。

ところで，曳航式生繁では曳航カの大主さも議要であ

ることから，流れのi'iJ視化実験のほかに，生繁に働く流

水抵抗も測定した。回流水槽に浮かべた生繁の前端に曳

航索を取り付け，滑車を介して水機上部に設置した張力

計 LU-5KA (共和電業製，容量 5kg震)により流水抵抗

を測定した。なお，このとき生繁の横方向の動揺を防ぐ

ために，生繁を水槽真横からひもで支えた。

2) 改良生繁の測定

基本生繁の可視化および流速測定結果から，基本生繁

官官建立のカバーに通水性を持たせることが生鎌内の流れの

改良に役立つと推測された。そこで，カバーに直径15mm

の孔を多数調け，それを改良生繁とした。カバーの濁積

を考践して，孔の数が60の生繁を改良生繁 1，子しの数が

208のさ色繁を改良生鍵 II，孔の数が438の生繁を改良生繁

頭とした。孔の総預穣をカバ一面積で除した百分率の儀

を関口率と定義すると，各自主良生繁の関口率は，それぞ

れ2.296，7.596， 15.996である。 Fig.4に各改良生繁の

左舷側前面カバーに通水用の孔を凋けた様子を示す。

3種類の改良生緩の測定項呂は基本生鍵とi湾様である。

ただし，基本生繁を用いた可後化実験結果から，改良生

繁内部の流れの可視化は，鉛直3断頭 (a，c， e断簡)

に限定した。
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ブトを取り付けた様子の模式図である。具体的には，直

径 5mmの 2本の鉄棒を支柱とし，その間に，タフトを

取り付けるグリッドとなる細い糸を，等間隔に 8:2転，水

王子あるいは鉛直に張りわたした。それらのグリッドに，

4cm間隔で，水平方向に11本あるいは鉛直方向に 9本ず

つのタフトを取り付けた。グリッドを構成する糸は，直

筏 0.60mmのオレンジ色のテトロン糸である。タフトに

は，直径 1.05mm，長さ 5cm，白色のナイロン撚り糸を

用いた。なお，グリッドへのタフトの取り付けは，タフ

トの一端を一回結び，その結び目をグリッドに細い糸で

縫い付け，取りイ寸け部の拘束がタフトの自由な動ざを妨

げないように配慮した。

実験水槽には水産大学校の大型回流水槽を用いた。同

水槽は測定部の水路長 6m，幅 2.4m，水深 0.8mである。

流速の再現性を考応、し，水槽モーターの回転数を 200，
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opening ratio 15.9 % ) 

Views of left side front cover of each improved preserve. 

The diameter of each hole is 15mm. 
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opening ratio コ 2.2覧)

Fig.4 
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3. 結果および考察
生じている。断面Cでは，多くのタフトの向きが一定せ

ず，流れに苦しれが生じている。生繁最下面の断面Dでは，

1) 基本生鎌内の流れ ほとんどのタブトが主流と同じl'撰方向である。以上の水

本実験では，回流水槽の流れを主流と考え，主流に対 平 4断面の流れから総合的に判断すると，断商C付近が，

する生繁内部の流れ特性を調べた。実験では，水槽の流 主流と逆方向の流れと. 1際方向の流れとの境界と推測さ

速を 3段階に変化させた。しかしながら，タフトの動き れる。

には流速の相違による大きな差奥は克られない。ここで Fig.6 ，ま，生雪遊の真横から撮影した写真を，各鉛直断

は，代表例として流速が 48cm/sの場合の可視化結果を 留別に整理した結果である。断面 d. e は，断蘭 cに対

Fig.5，6に示す。 して断面 b. aと1r.右対称の位鐙にあり，流れの状況も

Fig.5は，生繁の真上から撮影した写真を，各水平断 陸汚濁 b，aと肉様であることから，ここでは省絡した。

面別にま受理した結果である。水面に近い断面Aでは，大 流れを全体的にみると反狩計百りの漁が見られるが，斬

多数のタブトが，水槽の流れである主流と逆方向を向い 面aの後部上層では後方への流れも見られる。一方，断

ている。また，生繁後部では，左右からの若干の流れの 面bでは後部上!習の流れも前の方へ向きを変えているo

回り込みが見られる。断酒Bでも，断窃Aと同様に逆向 特に中央断面 cでは，明瞭な反時計四りの大きな渦を形

ぎの流れになっている。また，特に後部の流れに苦しれが 成しているo

V時

V時

V時

V時

V時

v時

V岬

Fig.5 Flow visualization with tufts on each Fig.6 Flow visualization with tufts on each 

hor匂 ontalsection (from A to D) of basic vertical section (from a to c) of basic 

preserve. 

Water flow in experimental tank is from the left at a 
velocity of 4Scm/sec. 

preserve. 

Water flow in experimental tank is from the left at a 
velocity of 4Scm/sec 
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パ一部に約16%の関口率を持たせると，生繁内には渦が

生じない。

3) 各生鎌内の流速と流れの模式化

各生繁について，主流の流速を 48cm/sとした場合の

各測定点、(Fig.2参照)における流速測定結果を Table1 

曳航式活魚、運搬生繁内の流れの改良に対する一つの試み

Velocities measured in each preserve 
at vertical section c. 
Water in experimental tank flows at a velocity of 48 

cm/ sec. Measuring points from 1 to 8 are shown in 
Fig. 2. (Unit : cm/sec) 

Table 1 
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このように，基本生繁では明瞭な渦が生じており，こ

れが解決すべき問題点の原図と考えられる。そこで，こ

の渦を消滅させる一方策として，基本生3建前面のカバー

に透水性を持たせることとし，同様な可視化実験を行っ

fこ。

2) 改良生鎌内の流れ

Fig.7に改良生繁 1-湿の各鉛直街頭 cの流れを真横

から撮影した写真を示す。姦木生繁では. Fig.6に示し

たように，全体的に大主な反時計四りの渦が見られた。

改良生繁 Iでは渦の中心がずれて，しかも二つの渦が見

受けられる。一つは流速測定点 1. 5付近に，他の一つ

は澱定点 3. 7付近に見られ，渦自体は解消していない。

これは凋ロ率が小さく，生塁塁内への流入震が少ないため

と推測される。改良生繁Hでは，子しから流入した流れの

影饗が，生繁の前の部分で見られる。すなわち，前から

2本のグリッドでは主流と殉じJI闘方向の流れになってい

る。この順方向の流れは渇水用の孔を掬けたことによる

生鎌内の流れの改良効果と考えられ，改良さゑ繁 Iには見

られなかった現象である。しかし，上述の 2本のグリッ

ドの後方には逆方向の流れが観察され，結果的には，改

良生繁Eでは漁の大きさが少し小さくなっただけで，渦

そのものは解消していない。改良生繁頂の流れは全体的

に主流と同じ向ぎになっており，漁もほとんど消えてい

ることがわかる。換言すると，この生繁の場合，生霊響力 ..-----::. ~三三を号ご~心

室三五ノ
V時

V時

ぐ九九¥ぐ¥や
〈¥¥となろ+えミミ

---弘二三島 --...ょこ;-----土庁
-事 →~ ω 一一一一→

一一一一一一+ 一一一一一一-
Improved preserve磁 openingratio 15.9目)

Estimated flow pattern in each pr官serve

at vertical section c. 

V時

Fig.8 
Flow visualization with tufts on each 

improved preserve. 
(Vertical section c， V = 48cm/sec.) 

Fig.7 



に示す。この表の負符号は主流とは逆方向の流れを意味

し，負符号の現れ方は流速が 32cm/sの場合も同じであ

った。なお，各流速値は水平方向の速度成分のみを示し

ている。測定点 1，2では，各生繁共に逆流が強いが，

関口率を Oから， 2.2， 7.5%と大きくすると，逆流も弱

まっている。また，関口率15.9%の改良主主繁迎では，測

定点、8を徐いて，全体的に一様な流れになっている。改

良生繁廻内の流速は 3-5cm/sであり，この鐙は，主流

(48cm/s)の約1/10に相当する。

タフトグリッド法による可視化実験結果と流速の測定

結果から，各~繁の鉛直断面 c における流れの様子を模

式的に示したのがFig.8である。ただし，上述の如く流

速の誤u定は水平方向の速度成分のみであり，限られた場

所での測定でもあることから，同図中の矢印の長さは流

速の大小をそのまま表してはいない。同凶は上から傾に，

基本生繁，改良生繁 1，改良生繁 II，改良生繁mの流れ

のパターンを示している。すなわち，基本生繁では大き

な渦が主主じているところに特徴がある。また，改良生繁

1 . IIでは，渦の強さや場所の変化がみられるが，生繁

内部の外局部付近の流れは基本的には余り変化していな

い。これに対し，改良生繁頭では， 11筒が消え全体的に一

様な生繁後方への流れに変わっている。

本曳航生繁の使用者の観測では，生繁内の魚、はよ!欝と

下層とに分かれて泳ぎ，生繁中央部に無駄なスペースを

生じているという。また，お互い向かい合って泳いでい

る魚もあり，魚体の損傷を招いているのではないかとの

指摘もなされている。プランクトンフィーダーであるイワ

シ類は正の走流性を示していると考えられる 8) Fig.5， 

Fig.6でも明らかなように，基本生鎌内の流れは鉛直方

向に大きな渦を描き，生繁中央部をその渦の中心として

いる。また，特に後部上!習では中央鉛直街頭近くの流れ

と両端鉛直断面近くの流れとは逆向きとなっている。こ

れらの流れの特性が，主主繁使用者の指橋する問題点の康

問と考えられる。しかしながら， Fig.7およびFig.8で

示されるように，改良生繁Eの中央鉛直断面では，全体

的に一様な流れに変わっており，上記の問題点は解消さ

れるものと考えられる。さらに， Table 1でも示したよ

うに，改良生繁E内の流れは主流の約1/10になっていた

が，実際のさ色繁が 2-3ノットで曳航されることを考え

ると，生鎌内の流れは1O-15cm/sと考えられる。ただ，

この債は中央鉛直断面での値であり，両端部付近ではも

う少し速い流れと考えられるが，これらの流速は十分に

イワシ類の遊泳巡航速度以内である 9)。

4) 生簸の流水援抗の測定

それぞれの生鍵の流水抵抗の測定結果をFig.9に示す。

縦軸に流水抵抗を，者電車出に流速の 2乗を示す。それぞれ

の測定伎は回帰直線で近似でき，各生繁の流水抵抗はほ

ぼ流速の 2粂に比例し，この流速範臨ではニュートン刻
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に従っている。予想に反して，子しを開けていない基本生

繁の抵抗が一番小さくなっているのが特徴的である。す

なわち，改良生繁では，子しを凋けたことにより実質面積

が小さくなっているにもかかわらず，わずかながらも抵

抗が増えている。この現象の原因として，干しを開けたこ

とによって生繁カパ一部周辺における流線に変化が生じ

たことや，孔を通過する擦の流れの収縮・拡大損失ある

いは摩擦損失などが考えられる。本研究では，上記の原

図を追求するにたる実験を笑施していないが，このよう

な逸水性を持たせた物体の抵抗変化は今後の研究課題の

ーっとなろう。

5) 生策の流水抵抗と運搬船の曳航速度

前項の流水抵抗の測定値を参考にして，実際に山口県

野波瀬で使照されている運搬船(総トン数18トン，定格

出カ380馬力)がさ色繁を曳航する場合の，生宮警の流水抵

抗と運搬船の馬力の関係について考察する。

一般に水中物体の流水抵抗 FDはニュートン別に従え

ば次式で示される。

-・・・(1)

ここに，W。は水または海水の単位体積主重量，gは重

力加速度， CDは低抗係数， sは物体の流れ方向の投影

断酒積， yは流速である。 Fig.9に示された閉i素直線の

F口出 ;:Vo'Cn'S.y2 2・g ~U 
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傾ぎから改良生繁盟の抵抗係数 CDを算出すると0.82が まず，慌題点の原因を明らかにするために，実物の1/

得られる。一方，基本生繁の抵抗係数CDは0.69である。 10の縮尺模型を基本生録として用い，回流水槽において

また，運搬船の有効尽力を EHPとすると，有効潟カ タフト法により，生繁内部の流れの可視化実験を行い流

EHP(J-P)と流水抵抗 FD(kg議)およびそのときの曳航 れの特性を調べた。また，生繁全体の流水抵抗も測定し

速度 V(m/s)との関係式は次式で示される。 た。次に，問題点を解決するための一手段として，基本

EHP=主ι工
75 -・・・(2)

漁船の有効馬力と定格出力(苦労動馬力 BHP)との関係

は条件によって様々であるが，一般的には，有効馬力=

O. 2~0. 3 x制動馬力，と言われている川。したがって，

j二記運搬船の有効馬力は76~114J-Pと推定される。また，

実物大の基本生繁と改良生繁I立の投影断面積Sの値は，

ともに5.3m x6.5mである。上記の抵抗係数を使って計

算した流水抵抗 FDと，運搬船の推定有効馬力 EHPを2

式に代入すると，曳航可能な最大速度は，基本生繁の場

合では3.2~3. 7ノット，改良生繁孤では3.0~3. 5ノット

となる。これは河者とも現実に曳航可能な速度といえる。

結局，改良主主繁到の場合，流水抵抗が慕木生繁より若

干増加してはいるが，曳航速度は0.2ノットの減少に過

さ、ず問題にはならない。それよりも改良生繁盛では，使

用上の問題点の原悶と考えられる渦が消え，生繁内の流

れが全体的に一様で弱められた流れに変わったことが大

きい。したがって，本研究の対象とした生繁内の流れの

改良方法のーっとして，生繁前面のカバーに関口率16%

程度の遊水性を持たせる関口部を設けることを推奨した

し、。

6) 根似良IJについて

実際の現象を模型実験から推定するためには，現象を

支配する各種の相似員Ijを満足する必要がある。しかしな

がら，今回の研究が，まず生繁内の流れの概要把握とそ

の改善方法を探ることが主目的であったこと，また，実

験装置などの綴点から，現象の支配的要素と考えられる

レイノルズ数を一致させることが函難であったことなど

から，棺似別について十分な検討は行っていない。さら

に， el合のスケールエフェクトを考慮して，模型と実物

の生繁網の回会比を，縮尺1/10と向ーにしなかったが，

本実験結果に対するこの点の影響も無視できないであろ

う。これらは今後の研究課題としたい。

4. 要約

山口県野波瀬でイワシ運搬用に試作された曳航式活魚

遂搬生繁を研究対象とした。この生繁では，①生繁曳航

時に生繁内部に生じる渦によって漁獲物が損傷する，②

生繁内の流れが複雑であるため，魚が生繁内の一部に集

中して泳ぎ，無駄なスペースが生じる，といった二つの

問題点が指摘されている。そこでこれらの問題点を解決

するための一資料を提供する目的で水槽実験を行った。

生繁に若子の改良を加えた改良生繁を用い，同様な可視

化実験および‘抵抗視u定を行った。生繁の改良は次のよ f

にした。すなわち，慕本生繁官官面のカバーに，護径15mm

の孔を多数開け，カバーに通水性を持たせた。子しの数が

60の生繁を改良生繁 Iとし，同様に子しの数208を改良生

繁 孔 孔 の 数438を改良生繁到とした。各改良生繁の関

口率は，それぞれ2.2%，7.5%， 15.9%である。

流れの可視化によって，基本生鎌内に大きな渦が確認

された。改良主主繁 1，Ilでは， i偽の強さや場所の変化は

みられたが，渦の解消にはさ笠らなかった。しかし，改良

生繁狐では， il筒が消え全体的に一様で弱められた流れに

変わった。一方，基本生繁に比べ，各改良生繁の抵抗が

若干増えた。生繁内部の流れがもっとも改善された改良

生繁孤では，基本生繁に比べて 2割弱の抵抗増加であっ

た。現状の運搬船の機関馬力と曳航速度の関係を検討し

た結果，現状の曳航速度をほぼ確保できる目途を得た。

結局，本研究で対象とした活魚運搬生繁の問題解決の一

方法として，生繁前面のカバーに関口率16%程度の関口

部を持たせることが有効である。

最後に，本研究を行うにあたり，資料および生繁模型

を提供していただいた山口県北部まさ網連合会元会長の

石村弘治氏にお礼申し上げる。
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