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[研究論文]

中立プイ装着まぐろ延縄漁具の水中形状に及ぼす流れの影響

志賀未知瑠1・胡 夫 祥1*・伊東功道I

塩 出大輔1・東海 正I

E百ectof Water Flow on Shape of Tuna Longline with Midwater 

Float System Evaluated in Flume Tank Experiment 

and Numerical Simulation 

Michiru SHIGA 1， Fuxiang Hul*， Atsumichi hol， 

Daisuke SHIODE1 and Tadashi TOKAl1 

Abstract 

185 

Midwater float for pelagic longline consists of plural additiona1 small float. which keeps the depth of 

each hook to the same layer. and this study presents three-dimensional shape of longline with the 

midwater float in uniform stream. by model experiment in a flume tank and by numerical simulation 

based on finite element method. Each part of longline was shoaled by the current， and then the depth of 

the hooks became shallower with the faster water current. In particular. the principal factor affecting 

the hooks shoaling was the spread of horizontal spacing between the two successive buoys by the faster 

current. When the longline was cast with a given angle to the stream. the longline gear had three-

dimensional structure. and then the hooks were set at much shallower depth. The numerical calculation 

simulated well the shoa1ing of the longline in the flume tank. The comparison of the numerica1 simulation 

in longline shoaling between the midwater float setting and the conventiona1 setting suggested that the 

depth of longline with the midwater float was susceptible to the current. The possible reason was that 

the in-water weight of the longline gear was lightened by the midwater float， comparison to the 

conventional setting. For setting the hooks at the target depth in water current by using midwater 

float. the simulation of longline shoaling was useful to determine the specification of the midwater float 

system. e. g. the number and buoyancy of the midwater float. and float line length目

l 緒 言
より，それら浮縄問の釣針，いわゆる一鉢中の釣針をで

きるだけ同じ水深帯に設置することができる (Fig.1)。

近年まぐろ延縄漁業による海亀類の混獲問題が国際的 この幹縄を持ち上げるための中立ブイの浮力は，釣り合

に注目され，まぐろ資源の地域漁業管理機関や国連食糧 いの式から求めることができる。これに十分な長さの浮

農業機関 (FAO)の場で対策が講じられるようになっ 縄を併用することで，海亀が遊泳している浅い水深(約

ているO.2)。著者らは，海亀混獲回避およびマグロ類の 100m 以浅)4).日に釣針が配置されるのを避けることがで

効率的漁獲を目的として，まぐろ延網漁具に中立ブイと きる。また，これによってマグロ類が遊泳している深い

長い浮縄を取り付けた中立ブイシステムを開発した3)。 水深帯により多くの釣針を集中的に設置することが期待

このシステムでは，幹縄両端の浮縄を支える浮子とは別 される。

に，小さな浮子(中立ブイ)を幹縄に取り付けることに 一方，海中に敷設されるまぐろ延縄漁具は，流れがな
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ョンなどの手法を用いて行われてきた。水野ら9)は小型

水深計を用いて漁具各部の設置水深を計測し，その形状

を推定した。Miyamotoら10)は超音波テレメトリーシス

テムを用いて，海上でまぐろ延縄漁具の 3次元形状の計

測を試みた。しかし， 実操業規模の漁具の水中形状の計

測は，潮流や波浪など様#な環境条件に左右されやす く，

計調IJ技術にも諜題が多い。一方，盛田ら 11)や柴田ら 12)

は海上実験に比べて実験条件をコントロールしやすい水

槽実験によって，流れに対して直角および平行に漁具が

敷設された場合の延縄模型の水中形状を調べた。また，

一様流中におけるまぐろ延縄漁具の水中形状を数値シミ

ュレーションにより推定した研究も行われている 13).14)。

本研究では，回流水槽においてShiodeら3)が提案した

中立ブイを装着したまぐろ延縄漁具を用いた模型実験を

行い， 一様流中での漁具の水中形状を計測し，ふかれに

よる漁具の水深変化を評価することを試みる。さらに，

その結果と比較しながら， Wanら13)の有限要素法に基

づき，水槽実験と同じ条件で数値シミュレーションを行

い，中立ブイ装着漁具のふかれを再現できるかどうかを

確認する。そして，この数値シミュレーションによって

中立プイの装着が延網漁具のふかれに及ぼす影響を評価

することができるか検討する。
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材料と方法

1)延縄模型の仕様と水槽実験の方法

実験は東京海洋大学の大型回流水槽(観測音[1:長さ

9.0mx水路幅2.2mx水深1.6m)で、行った。回流水槽観

測部のサイズに合わせて， 一鉢の幹縄長240cmとした 3

鉢を長さ30cmの浮縄4本で吊り下げたものを一連とし，

一鉢に長さ40cmの校総5本を付けた延縄模型を制作し

た (縮尺比:水平方向に1175，水深方向に1150)(Fig. 2)。

幹縄と浮縄には直径4.5mm，単位長さあたりの水中重量

0.039g/cmの高強力ポリアリレート繊維入りポリエステ

ルロープを用いた。また，校縄には直径 3mmのポリビ

ニールアルコール系樹脂ロープを使用した。釣針の代わ

2. 

Fig.1 

い場合では鉛直面上でカテナリー形状をなすとされる6)。

しかし，海中に流れがある場合，延縄漁具にはいわゆる

「ふかれjが生じ，複雑な 3次元形状となる。延縄漁具

にこうしたふかれが生じることで，漁具の敷設水深は変

化し，短縮率(一鉢の幹線の長さに対する隣接する浮子

関の水平距離)から計算される水深よりも浅い水深に釣

針が設置されることが知られている7>.8)。この中立ブイ

装着まぐろ延納漁具では，中立ブイの浮力により幹縄が

引き上げられるとともに，漁具全体の水中重量が通常の

漁具より軽くなる。そのため，水中での形状は通常の延

縄漁具とは異なると考えられる。この中立ブイシステム

により効果的に釣針が配置されているかを確認するため

には，海中で流れを受けた時の中立プイ装着延縄漁具の

水中形状および釣針の設置水深の変化を正確に調べる必

要がある。

まぐろ延縄漁具が流れを受けた時の水中形状の研究は

これまでに海上実験，水槽実験および数値シミュレーシ
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りに水中重量6.8gの鉛 (直径 6mm)を取り付けた。一

連の両端の浮縄は支持榛で固定し，中央鉢両端の浮縄の

上端に直径55mmの浮子を取り付けた。延縄模型 3鉢そ

れぞれの幹縄の中央 1か所に，後述する方法で求めた浮

力を有する中立プイ (直径40mm)を取り付けた。

実験では，幹縄の敷設される設置面が，流れ方向に対

して平行となる設置角度(α)が0"の場合と，斜めから流

れを受けるα=20"の2通りの条件を設定した。また，

幹縄の短縮率が0.7となるように， 一連両端の浮縄を

504cmの間隔で支持榛に固定した (Fig.3)。設定流速は

O. 5. 10. 15cm/sの4段階とした。実験では，延縄模型 3

鉢のうち中央のー鉢を計視uの対象とした (Fig.2)。計測

対象鉢の幹縄上にその長さを12等分する13か所の計測点

を設けて上流からJij買に番号を付し，それぞれの位置を計

測した。また 5本の枝縄にも上流から順に番号を付し，

それら枝縄の中央と下端の 2か所で位置を計測した。延

，~ -ー ー ー ーーー ーーー ー ーー ーーーー ーー ー ー ーー ー ーーーー ーーーー ー ー ーーーー二三
;r細 ザ

l一一+
:ー一・
:一一+
:一一+
: Flow 
1 ・z，------------・ーーー・ーーーーー・ーーーーーーーー---ーーーーー--

Fig. 3 Arrangement of model experiment in the 
flume tank and coordinate system for 3・D
positioning measurement. 

縄模型の前端を支える支持棒を原点として，流れ方向 流中に置かれた延縄模型の安定した形状を求めた。また，

にX軸を，また水面上の直角方向にY軌を，さらに鉛 ロープ要素に働く流体力の計算には宮崎17)のモデルを

直方向に Z軸を設定した。各計測点の位置座標は，流 適用した。数値シミュレーションでは，水槽実験で得ら

速ごとに延縄模型の形状が安定した後に水槽の下部と側 れた漁具の形状と比較するために，延縄模型の構成と材

方から照準器を用いて計測した。さらに， 実験時の流速 料特性，計算流速や流れに対する設置角度などすべて水

を3次元電磁流速計により水槽の上流部において計測し 槽実験と同じ条件を与えた。さらに，中立プイの有無が

た。 延縄漁具のふかれに及ぼす影響を調べるために，上記と

この延縄模型用の中立ブイの浮力は次のように求めた。 同じ条件下で中立ブイを装着しない場合についても，数

本研究の延縄模型のように， ー鉢中に奇数本の枝縄が等 値シミュレーションを行って漁具の水中形状を求めた。

間隔で取り付けられた幹縄中央に中立ブイ 一つを取り付 これらの計算は， MATLAB5.3プログラムによ って行っ

けて，その幹縄中央をある高さまで持ち上げる場合に，

中立ブイの浮力 Fは漁具の構成，水中重量などから以

下の式で求めることができる。

=1皇 h/， _ ， I q・+Wb ・・・ ・(1)I 2 伽 h(Lo/4aIlI 

ここでおはー鉢の幹縄長，h は幹縄上の中立ブイ連結部

と浮縄連結部の鉛直距離，Loはー鉢の浮子聞の水平距

離， ajはカテナリー曲線のパラメーター，Wbは中立プ

イ装着点と同じ位置に取り付けられた枝縄の水中重

量，q*は枝縄(中立ブイ装着点の枝縄を除く)を含んだ

幹縄の単位長さの水中重量である。なお，詳しい計算方

法を付録に示す。本実験では，中立ブイ装着点である幹

縄中央(計測点7)が，両端枝縄と浮縄の連結点の中間

点 (計測点2)まで持ち上げられるように設定する。(1)

式に基づき，この条件を満たす中立ブイの浮力は23.6gf

と求められ，比較的近い浮力24.6gfをもっ市販の浮子を

中立ブイとして使用した。なお，この浮カ24.6gfの中立

ブイを装着 した場合，計算上において計測点 7は計測

点2より1.08cm浅い水深に設置されることになる。

2)数値シミュレーションの方法

本研究では， Wanらlω.15). 16)により提案されたロープ

構造物の形状と張力を求める数値解析方法に従い，一様

"' ，、ー。

3. 結 果

1)水槽実験で観察された模型漁具の水中形状

水槽実験によって得られた延縄模型の形状について，

設置角度 O。および20"のx-z断面への流速別投影図を

Fig. 4に，X-Y断面への投影図をFig.5に示す。流速

Ocm/sのとき，中立プイ装着漁具では，通常の延縄漁具

で最も深くなる幹縄中央部が中立ブイにより引き上げら

れることで， 一鉢の幹縄は，中立ブイと両端の浮縄に支

えられた 2つの小さなカテナリー形状をなすとともに，

中立プイを境に上流側と下流側がほぼ左右対称となって

いる (Fig.4)。模型実験で用いた中立ブイの浮力では，

中立ブイを装着した幹縄中央の計測点 7を計測点 2より

やや浅くまで持ち上げるようになる。そこで，中立ブイ

を装着した計測点 7と計測点 2の水深差を求めたところ，

流速 Ocm/sのとき設置角度O。と20。でそれぞれ1.5cmと

5.5cmであり，中立ブイによって幹縄中央がほぼ想定し

た水深にまで持ち上げられていた。

中立ブイ装着漁具に一様流を与えた場合，流速が大き

くなるにしたがって，浮子関の距離が大きく，そして短

縮率は 1に近づき，幹縄全体の水深は浅くなった。特に，
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Fig.4 Side view of the longline shape in the basket observed in the f1ume tank， 
when the angle of the f10w α=ぴand20'. 

計調IJ対象鉢の中で，中立ブイ結着点より上流側の幹縄半

分の方が，下流側よりもたるみが小さくなり，幹縄の形 60 

状は中立プイの結着点から上流側と下流側で非対称とな 40 

った (Fig.4)。これは，幹縄の上流先端が固定されて

いるため，流れに対して幹縄にかかる張力が上流先端に

近いほど大きかったためと考えられる。ここで，設置角

度0'と20。の場合について，流速別に各計測点の水深を

みると，浮縄が取り付けられている計測点 1， 13では，

流速や設置角度が変化しでも，設置水深はほぼ30cmで

一定であった。中立プイを取り付けた計測点 7において

は，設置角度によ って水深がほとんど変化しなかったが，

流速をOcm/sから15cm/sに変えた時に，水深が15cm程

度浅くなった。これらに対して，計測点 5と9において

は，流速と設置角度が大きくなるほど水深が浅くなり，

15cm/sの流速増加に対して水深変化は設憧角度0。で30.7，

26.4cm， 20。で31.1，27.6cmとなった。また，校縄は，

流れがない状態では鉛直方向に向かつてまっすぐ垂れ下

がっていたが，流れがある場合では，下流部に向かつて

膨らんだ弓状に湾曲していた (Fig.4)。さらに，浮縄

は，流速10cm/sと15cm/sにおいて浮子が下流側に流さ

20 
x Low町 cndofb問、曲 line。

jj i主計ー
すiV=二r--f

::lV=15cm/s ーィイ

Fig. 5 Top view of the longline in the basket with 
midwater f1oat， when the angle of the f10w 
α=O"and 20". 
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れることで顕著に斜めとなった (Fig，4)。また.X-y 

投影図で漁具を真上からみると (Fig，5).設置角度0。の

場合では，流速が変化しでも幹縄と校縄はX-y投影面

上でほぼ一直線上に設置されていた。校縄の中央と下端

は，流速が大きくなるにつれて，流れの方向に向かつて

ふかれてより大きな変位を示した。これに対して，延縄

漁具が流れに対して斜めに設置された場合，漁具を真上

から見ると，幹縄は下流側に向かつてたわんだ形状にな

り，延縄漁具は 3次元の変位を示した。また，同じ流速

において，流れに対する漁具の設置角度が大きいほどこ

の3次元的なふかれが顕著となり，釣針の設置水深は浅

くなった (Fig，5)。このように，中立プイ装着まぐろ

延縄漁具は一様流中において，流速が大きくなるにつれ

て，幹縄，枝縄，浮縄の各部が流れを受けてたわんだ形

状になることで，全体として釣針部の水深が浅くなった。

さらに，流れが幹縄に対して平行でないときには，延縄

各部が3次元の変位を持つことで，釣針はより浅く敷設

された。

2) 数値シミュレーションによる延縄形状の推定結果

水槽実験と同じ条件の数値シミュレーションにおいて，
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V=IOcmJs 

る

V=15cmJs 

α=0。

設置角度 0。および20。の場合の計算結果を水槽実験で得

られた漁具の水中形状とともにX-z断面およびX-y断

面における投影図としてFig.6およびFig.7に示す。数

値シミュレーションにおいても模型実験と同様に，流速

が大きくなるにつれて漁具の短縮率が大きくなることで，

幹縄全体の水深は浅くなった (Fig.6)。また，枝縄，

浮縄も流速が大きくなるにつれて弓状に湾曲するふかれ

の現象が再現され，水槽実験による実測値と同様の結果

を示した。さらに，漁具を真上から見た時，設置角度

20。では，幹織は下流側にむかつてたわんだ形状となっ

ており，延縄漁具各部は 3次元的な変位を示している

(Fig. 7)。一方，設置角度0。の場合， 実測値と比較して，

数値シ ミュレーションで得られた計測点各部はわずかに

下流側に位置する傾向が見られた。この現象は，特に鉢

の後半部において顕著であり，模型漁具が流れに平行に

設置されたとき， 一直線上に幹縄や枝縄が並ぶために，

水槽実験では前に位置する縄に後流域が生じて，その後

ろに位置する部分で実際に受ける流れが設定流速より小

さくなり，このような現象が起きたと考えられる。この

ようにわずかな誤差はあるものの， 一様流中における数
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漁具でほぼ同じようになる (Fig.9)。これは，流速が

大きくなると，中立ブイ装着漁具，通常漁具ともに，短

縮率は 1に近づき，両漁具での短縮率の差が小さくなる

ためである。

次に，数値シミュレーション手法を用いて，海中の流

れによる釣針の設置水深の変化を評価する。はじめに，流

速Ocm/sの時の釣針水深に対して流れのあるときの釣

針水深の比を流れに対する変化率として求め，流速，設

置角度ごとにFig.10に示す。通常の延縄漁具では， 1鉢

中の中央にあたる釣針③番の設置水深の変化が大きい。

一方，中立ブイ装着漁具では釣針②，④番で最も設置水

深の変化が大きい。これは，通常漁具では，幹縄はその

両端が浮織で支えられて，幹縄中央部に取り付けられた

枝縄の先端である釣針③が支持点である両端から俵も離

れていることで，変位しやすかったと考えられる。同様

に，中立ブイ装着漁具では幹縄は両端の浮縦と中央の中

立ブイで支えられているため，それらの中間に取り付け

られた枝縄の釣針②と④で最も水深変化が大きかったと

考えられる。通常の延網漁具と中立ブイ装着延縄漁具と

もに，流速が大きくなるほど釣針の水深は浅くなる。し

かし，前述したように，通常漁具，中立プイ装着漁具と

もに流速が大きくなるにつれて，浮子間距離が大きくな

り，短縮率がlに近づく 。特に中立ブイ装着漁具は通常

漁具と比較して短縮率が大きくなりやすい傾向が確認さ

れた。一般的に， 短縮率が大きくなると，幹縄のたるみ

中立ブイ装着まぐろ延縄漁具の水中形状に及ぼす流れの影響

値シミュレーションの結果は水槽実験で得られた実視IJ値

とよく 一致しており， Wanら13)が通常の延縄で良好な結

果を得たのと同様に，中立ブイ装着まぐろ延縄漁具の 3

次元形状についても精度よく再現しているといえる。

ここで，数値シミュレーションを用いて，設置角度0'，

20。における中立ブイを装着したまぐろ延網漁具と通常

のまぐろ延納漁具の水中形状のx-z断面と X-Y断面へ

の流速別投影図をそれぞれFig.8とFig.9に示す。通常

のまぐろ延縄漁具ではー鉢中の幹縄は大きな一つのカテ

ナリ ー形状を示している。一方で，中立プイ装着漁具の

場合では，最も深い水深に設置される幹縄中央部が中立

ブイによって持ち上げられ，いずれの流速においても ，

すべての釣針部の水深範囲は通常漁具よりも小きくなっ

ていた。また，中立ブイ装着鉢は，流れのある場合には

通常漁具よりも浮子聞の距離が広がり，短縮率が大きく

なる傾向が見られた。一方，枝縄は流速が大きくなるに

したがって，流れの下流側に向かつてより大きく弓状に

湾曲していくが，通常漁具と中立ブイ装着漁具の聞でそ

の形状に大きな遠いは見られなかった。さらに，設置角

度20。で流速 5cm/sとlOcm/sのときには，漁具を真上か

ら見た時も，通常漁具と比較して，中立プイ装着漁具で

は下流側に向かつて幹縄がよりたわんだ形状になってい

る (Fig.9)。しかし，流速が15cm/sになると，両漁具

における浮子間距離の差も流速10cm/sのときに比べて

小さくなるとともに (Fig.8)，この幹縄のたわみは両
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が小さくなり，釣針部の設置水深は浅くなる。そこで次

に，この短縮率の変化によって設置水深が浅くなる量を

評価するために，各流速，実験条件ごとに計測された短

縮率を用いて，カテナリ一理論に基づいて流れによるふ

かれがない場合の釣針の設置水深を計算した。この水深

を基準に，実測された漁具の釣針の設置水深の変化率を

Fig. 11に示す。これは，短縮率の変化による影響を排

除した釣針の水深変化を表す，つまり 主に枝縄のふかれ

と幹縄のふかれによる水深の変化を表すことになる。ま

ず. Fig. 10のときに比べて，流れによる釣針水深の変

化は，短縮率の影響を取り除くとさほど大きなものでな
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Fig. 11 Simulation of hook depth without e任ectof variation in shortening rate in conventional setting and 
midwater f10at setting by f10w velocity. 

めに，幹縄には 3次元的なふかれが生じやすく，この幹

縄のふかれの分だけ釣針水深が浅くなったと考えられる。

また，海中に流れがある場合では. 1鉢中の幹縄は左右

非対称の形状となり，幹縄の上流側にある釣針は下流側

にあるものより設置水深が浅くなる可能性がある。この

現象は 1鉢内だけではなく， 一連の延縄で，ある範囲の

数鉢が流れを受けた際に，同じように上流側に設置され

た鉢で下流側よりも釣針の設置水深が浅くなる可能性も

考えられる。

4. 考 察

いことが分かる (Fig.11)。つまり，流れによる短縮率 本研究では，水槽実験で流れによって中立ブイを装着

の変化が釣針の水深変化に大きな影響を及ぼす。設置角 した延縄漁具全体がふかれて，各部の水深が浅くなるこ

度0。の場合，各流速で釣針の設置水深の変化は通常漁 とを確認できた。また，数値シミュレーションによ って

具と中立プイ装着漁具ではほぼ同じであり，中立ブイ装 中立ブイを装着したまぐろ延網漁具の形状が流れによ っ

着漁具では，釣針③番で顕著に浅くなっている。流れを て変形する様子を再現することができた。また，中立ブ

受けて，上流側の釣針①，②番でやや浅く，逆に下流側 イを装着した漁具は，通常漁具よりも，より 3次元的な

の④，⑤番では深くなっており，これは水槽実験におい 変位を起こしやすいことが示唆された。これは，中立ブ

ても確認されたように，上流側と下流側での幹縄が非対 イ装着漁具では，中立プイの浮力によ って漁具全体の水

称となったことによる。そのほかここでの釣針の設置水 中重量が，通常の漁具より小さくなり，同じ流速の流れ

深の変化は校縄のふかれによるものである。一方，設置 による流体力を受けても漁具がより容易に持ち上げられ

角度20。の場合，中立プイ装着漁具における釣針の設置 るためであると考えられる。

水深の変化は，通常漁具よりも大きくなっている。これ 本研究での水槽実験および数値シミュレーションでは，

は，漁具に対して流れを斜めに受けた時，中立ブイ装着 一連の延縄の両端部分を支点に固定した。両端が固定さ

漁具では漁具全体の水中重量が通常漁具よりも小きいた れ，流速が大きくなると，浮子間距離は大きくなり，短
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縮率は 1に近づいた (Fig.8とFig.9)。通常，延縄漁具

は浮縄上端の浮子で支えられて海中に漂い，固定される

ことはない。そして，漁具の重力以外に力が働かない場

合には，カテナ リー形状をなす I鉢中の幹縄がその自重

と枝縄の重さにより鉛直方向にヲ|っ張られ，両個IJの浮子

は内側に引き寄せられ，敷設時間の経過とともに短縮率

は小さくなる 18)。そのため，実際の海域では，流速の増

加による短縮率の変化の割合は本研究で示されたものよ

り小さい可能性が考えられる。また，漁具全体が同じ一

様流，例えば移流内にある場合では，漁具全体が流れと

ともに移動するため，幹縄は鉛直面でカテナリー形状を

なすと考えられる6)。一方で，海洋中の鉛直シアー流が強

い場合，延縄漁具各部は設置水深ごとに異なった流れを

受けてふかれが生じ，敷設中の漁具の短縮率は変化しな

い可能性がある。また，海表面上での強い風によ って浮

子が海中の流れとは別の向きに流されることや，同じ延

縄i魚具一連でも部分的な鉢で海中の異なる流れを受ける

ことも考えられる。こうした場合には，本実験のように

支持様で延縄の両端が固定された場合と似通った状況が

生じるものと考えられ，本実験の条件が現実性を欠くも

のでないことを支持している。また，まぐろ延縄は通常

100鉢以上で構成されており，それぞれの鉢の受ける抵

抗と重力の釣り合いを考えると，中央付近の鉢は，その

両端が固定された状況に近いと考えても差し支えない。

よって，本研究の結果は， 一定条件のもとでは，笑操業

において十分応用可能であると考えられる。

本研究の結果より，幹縄に中立ブイを装着した場合，

通常漁具と比べて漁具全体の水中重量が軽くなるため，

流れを受けたときに短縮率が大きくなるのに加えて幹絡

にふかれが発生しやすく，釣針の設置水深が浅くなりや

すいことが示唆された。実際の海中では，各層ごとにそ

の方向や大きさが異なる複雑な流れが存在していると考

えられる9).18)。このため，中立プイ装着まぐろ延網漁

具を海中に設置した場合では，漁具の各部の形状は一様

流である水槽実験よりも，より複雑な 3次元の形状をな

し，釣針の設置水深は流速や流向によって様々に変化す

ることが予想される。本研究で用いた数値シミュレーシ

ヨンの手法では，実操業規模の中立プイ装着延縄漁具に

ついても流れ場における水中形状を推定できるのみなら

ず，各層において方向や大きさが変化する複雑な流れ場

を想定した敷設形状の計算も可能である。今後，本論文

で示した数値シミュレーション手法を応用し，こうした

様身な流れを受けた際の漁具のふかれを求めて，適切な

中立プイの仕様と使用方法，および浮縄との組み合わせ

を検討していく必要がある。
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付録

中立ブイの浮力の計算方法

海中に敷設される延縄漁具の幹縄は，近似的に鉛直面

上でカテナリー形状を成す(AppendixFig. 1 (a) )。ここ

で，水平方向を X軸，鉛直方向を Y軸とすると，幹縄

上の任意の点 (X，y)および幹納の最下点からの距離で

ある Sは次のように表される。

Y = aoω叫会) )
 

-(
 

• • • 

X=附 inh(Jo) -・・(2)

ここで，aoは，幹純の浮縄結合部における水平張力 Toを，

幹縄の単位長さに働く水中重量qで割った値(九Iq)で

表されるパラメ ーターである。次に， Soを一鉢の幹縄

の長さ ，Loをー鉢の両端浮子関の水平距離とすると，

幹縄の浮縄結合部における X軸とのなす角度向および

幹縄の短縮率k= (LoISo)に関して，以下の式が成り立つ。

凶 φ0=ま -・・(3)

k=女=cot仇 sinh-I(tan 4>0) は)

また，幹縄の垂度んは次式で求められるo

ん=争(cosec妙。-叫0) -・何)

幹縄中央 1力所に中立ブイが取り付けられた場合

幹純の中央 1カ所に浮力 Fの中立プイを取り付けた

時の幹縄の形状をAppendixFig. 1 (b)に示す。海中に

流れがないと仮定した場合，幹純は左右対称、に 2つのカ

テナリ ー曲線をなす。中立ブイと浮縄の水平距離は， 一

鉢の両端浮縄問の水平距離 Loの半分となる。ここで，

中立ブイと幹縄の結着点を PI(XI，YI)，幹縄と浮縄の結

着点を P2(X2. Y2)，幹縄の最下点を始点と して PI，P2 

までを SI，S2とすると，

y 

(a) T 

Oo九

x 

y 

A
W
 

x 

(c) 

x 

Appendix Fig. 1 Catenary curve models for describ-
ing shape of conventional setting 
mainline (a). single midwater float 
setting (b) and two or more midwa-
ter floats setting (c) in longline fish-
mg gear. 

X2-XI=Lo/2 ..何)

Y2-Yl = h -・・・(7)

S2-SI=So/2 -・・(8)

となる。hは幹縄の中立プイ結着点と浮締結着点の鉛直

距離である。また(1)と(2)式より，

Y2-YI _ .__1.. X2-X1 
一一一一 =tanh一一一一S2+S1 -.~... 2a1 -・・(9)

(7)-(9)式により， SIは次のように求められる。

SI= "2刷h(io/401)一手 側

ここで，パラメータ-a1について，hを-fo/2:<oh:<ofo/2

の範囲内とすれば，近似的に a1"'ao/2とすることがで

きる。したがって，中立プイを取り付けた幹純中央の高
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さを幹縄の浮縄結合部から hの位置にするときに必要な 浮縄結着点に対してhの高さにすべての中立ブイを保持

浮力Fは， するために必要な浮力Fiは次のとおりとなる。

q = [与 帥(f。川q

(-/0/2:S h三/0/2) ……(ll)

となる。

幹縄の 2カ所以上に等間隔で中立ブイが取り付けられ

た場合

一鉢の幹縄にn個の中立ブイを幹縄の浮締結着点に対

して同じ高さ (h)で均等に取り付ける場合について考える

(Appendix Fig. 1 (c) )。中立ブイの結着点を i= 1. 2.・・・.

nとすると，中立ブイ 1個付けの場合と同様に， (1例式よ

りSl;は次式で求められる。

hi 一一一旦ー-…'(12)Ji= 2tanh [Lol (2 (n + 1) an)] - 2 (n + 1) 

上式中のんの値については， i = 1とnの場合では hi=h， 

それ以外の場合では hi=0となる。また，-/0/(n+1):S 

hi三/01(n + 1)の範囲内において， パラメ ータ -anは

ao 1 (n + 1)で近似的に求められる。したがって，幹縄の

F叶i戸i=[イlポtIγ|叫s釘臼川刊Iυ川Jd]

=イl存オ品古号主告I万7一2加叫叫叫叫凶帥叫叫叫h川咋恥Iド仲LoμJAふ/Aぶふんι?2Lいiふふμ(似加n肘+什叫叩仇叫Iり伽M川1)an)]l同川川an叫nけ)
i = 1， n 

F一三旦L
tー (n+ 1)' i = 2， 3，"ー，n-1 

となる。なお，幹縄の水中重量，校縄 1本当たりの水中

重量およびー鉢あたりの枝縄取り付け本数をそれぞれ

Wm， Wb， nbとすると，幹縄の単位長さに働く水中重量q

は，q=[Wm+nb・Wbl/50として求め られる。ただし，

幹縄の枝縄結着点に中立ブイが取り付けられた場合では，

想定した条件に対して，より正確に中立ブイの浮力を求

めるには，中立プイ結着点における枝縄の水中重量を集

中荷重として扱う必要がある。その場合に，幹縄の単位

長さに働く水中重量qをq= [Wm+ (nb-n)・Wb]150とし

て求めて，中立ブイの浮力は(ll)式または(13)式から得られ

た値に校縄の水中重量を加えた値[F(κ)+ Wb]となる。
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