
  
  連続球型浮魚礁の抵抗特性に関する基礎的研究

  誌名 水産工学
ISSN 09167617
著者名 井上,悟

滝川,国盤
藤本,学
永松,公明

発行元 日本水産工学会
巻/号 49巻1号
掲載ページ p. 21-25
発行年月 2012年7月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



水E波援工学 F日isぬhe引n必己sEn沼g必in問1犯ee臼r噌匂g
Vol. 49 No. 1， pp.21-25， 2012 

{報文 }

21 

連続球型浮魚、礁の抵抗特性に関する基礎的研究

井上

藤本

悟1*・滝川!関盤1

学1 ・ 永 松 公 明I

Drag Force on a Series of Spheres 

Satoru INOUE1ヘKuniyasuTAKIKAWA1， 

Manabu FUJIMOT01 and Kimiaki NAGAMA'I、SU1

Abstract 

Spherical F ADs (Fish Aggregating Devices) are one of several kinds of buoyant fishing attractants， 

designed to enhance coastal and offshore fishing grounds. To obtain fundamental data for the rational 

design of a series of spherical FADs. we investigated the drag force on spherical floats. changing the 

diameter and number of spheres linked in series in a circulating water channel. We used thr・巴ekinds of 

sph巴res.4.8cm. 9.2cm and 11.0 cm in diameter and moored them horizontaJly in the channel. to a maxi-

mum number of twenty. We measured the drag force incr巴asingthe flow velocity. Furthermore， we 

measured the drag force on the two linked spheres changing the distance between them. The drag 

force on two or three linked spheres was slightly less than that on one sphere. However. when the num司

ber of linked spheres was incr・eased(>3)， the drag force gr‘adually increased although the rate of 

increase of drag force was much smaller than that of the increase in number・ofspheres. When the dis句

tance of two linked spheres became two to three times that of the diameter， it was considered that the 

linked spheres were independent 

1.はじめに

浮f.iJ.liiiiは，沿絡やirl'合の漁場開発と魚介類のiti))j¥管理

を目的として考案された人工魚、礁の一つである。これは

沿岸あるいは沖合ìlû:域の中層・表胞に1卒、親l~本体を海底か

らロ…ブで強制係fHしたものであり，主にIITl)泣魚，中-

表!詩魚、の虫~J集効果をねらったものである O 現在，漁場造

成のζ1"で各地域からの姿望も多く，総工例も増加してい

る1-.1)。

浮気¥liíl~の特徴は，まず埋没などの心配が無く，設置場

所も比較的自II:Iに選べるので，任意のj毎回を漁業効率の

良い新しい好漁場に造りかえることが可能な点にある O

また. i手!.{l， liííHま定J~i:総などへの誘導魚礁としても利用で

き，刻漁FL的性格が強いものといえる。さらに， :lj守義型

魚礁・中間育成製魚礁としての従米の沈設式魚礁などと

有機的に組み合わせることによって，我が医!における資

2011年7月8日受付， 2011年10月31EI受理

i貯tt~:現t\~漁業すなわち栽培漁業1?)1X:の一環としてその需

要はますますおまるものと考えられる。

ーの¥浮魚礁においては，係fJi紫切断による魚礁流出

来放も多く報告まされている5-7)0 流出した魚礁本体は，

AiJ悶の漁業施設や続行中の紛舶に多大な損答を与える。

浮魚礁の係官?索切断を I~Jj ぐために，係f:ll索を太くし破断

張力をffiilめることは容易であるが，コストが大きくなる。

したがって， ì手伝~liHi を設計する一!こで浮魚謀長の係留の問題

が1fI姿な姿奈のひとつとなる。そして，係留の力学的解

析のためには浮魚礁に働く流水抵抗を調べる必姿がある。

海外で、{ま浮魚織のことをFADsとi浮び，特に発主主途土

問の零細泌氏の漁業支授のーっとして利用されている8)。

いろいろな型のFADsが使用されているが，その中の一

つにモーリシャスで実際に使われている迷続球lli!浮魚礁

がある9)。その構造は，たくさんの球型ブイを述絞して

つないで、海面に浮かべ，それを海底から係認したもので

キーワード:抗力，抗力係数，球体， J.主統球体，連続球型浮魚、羽，~

Key words : drag， drag coe笠icient.sphere， linked spheres， spherical F ADs 
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ある。従来，球型ブイは水産施設の構成要素として多く

利用されている。その単体の球の抵抗についてはこれま

で詳細に調べられているが，多くの球を連ねた連続球の

抵抗に関しではあまり研究されていない。そこで，本研

究では迷絞球の模型を用い， J;Jえの大きさや偶数を変化さ

せて球をil!!ねたときの流水抵抗をilll流水機において測定

し，迷絞球型浮魚礁の流体力学的特性を調べ，同施設の

合理的設言l'法を得るためのさ主礎資料を求めることにした。

また 2似以上の球をil!!ねる場合，各球のrm編によっ

て前球と後球の相互関係がどう変化するかも問題とされ

る。すなわち，主}t~連ねた場合，誌の球の影響がどれく

らい後まで及ぶかという問題である。例えば，水産施設

において，魚類を収容した生震や養殖用総かご，ホタテ

やカキの垂下速などを多数述ねた場合，それらの問摘を

どのようにとれば，生物への流れの怒彩響がもたらされ

ずに，かつ，施設に働く流体力を小さくすることができ

るかという問題解明である。したがって， 21間以上の球

を迷ねる場合，そのHlJ隔をどのように設定するかという

問題は，より合滋lねな水産施設の係fZ方法の問題の解fJfl

にi泣き換えられる。そこで本研究では，連続球の抵抗測

定の一環として，流れ方向に述ねた 2昔話の球の間隔を変

化させた場合の流水抵抗を別途測定し， FIIjの球が後ろの

球に及ぼす彩響域を調べることにした。なお，本研究で

は， fli]隔を変化させて迷ねた 2僚の球を rrHj陥主:}tjとH手

ふし

2.実験方法

係留された球の動揺を紡ぐために，アングル材を用い

て作製した枠の中央部に，連続球を前後・ j二下・ 1五お方

向に緊張関定した。次に，球にさ当たる流速を知るために，

球の設置位置での流迷と水檎インバータ周波数との関係

を認ベた。そして，連続J;}tを係留した枠を間流水総中に

設置し，定格容:詮2kgwの超ノj、?XB長カ言l'(LT6-2， (隙三

計エンジニアリング)を用いて，連続球の抵抗をil!IJ定し

た。夜径Dが 3税額の球をf史朗し，迷ねる球の偶数日を

故大20悩1まで変化させて測定を行った。さらに， J亙統球

の抵抗il!IJ定と同様にして， 11=2のときの球と球の間隔d

を変化させて，流7l<*底抗がどのように変化するかを d

=ODからd=6Dまでの変化域において調べた。

1)密流水摺

水産大学校の大lli!illl流水機を用いて実験を行った。防

水檎は，会長13.6m，会Ip区5.1m，全i窃L87m，水没約

50m3の Iインベラー水平t活環擦で、ある O 観iJ!日告は，長

さ6m， ~~i2.2m，深さ1.2mで、あり，観測郊において段高

流速1.2m/sの定常流を発生させるリモートコントロー

ル方式の起流装訟を備えている O 制御盤でモーターのイ

ンバータ燦波数を入力することによって，任意にi混迷を

設定することができる O

NO.l 

水檎rl"で球にあたる流速を知るために，球の設援佼i笠

の流速Vと水機インバータj銭波数Fiとの関係をあらかじ

め誠べた。ただ，連続球の議もJ二流叙IJの球の位置はil!!ね

るま求の数に応じてそれぞれ異なるので， 1混迷iJ!lJ定{制度を

5ヶ所(れ~予告)に変化させて流迷と鹿波数の関係を調

べた。すなわち， Vo:枠'1"央，れ:枠中央より 20cmJ二

流，V.1・枠ιt:'J，とより 30cm上流， V!:枠rl"央より 40cm上

流，vも:枠中央より 50cm上流であるo Vo~V.sの流速ìllU定

位償と迷統球の偶数11との対応関係は，それぞれぬを11

=1， 2， 3， 5，らを 11=8，れを 11=12，れを 11=16，れを 11

= 20とした。

2)枠および球

アングル材 (30mm)をmいて尚さ1.2m，Ip話(奥行き)

0.9m，長さ1.8mの枠を作り，枠の中央官r;に球をlIIT後・

上ド・左右jjl匂に直筏0.58mmの係惚糸(ダイヤルコー

ド)で緊張隠定した。また，河1~" においては前後・ k

下・左お方向の係f:l1糸の紡務部にはそれぞれアジャスタ

ー(夜径5mm，長さ45mmのボルトおよびナット)とス

プリングが取りfすけられており，何者により球の設霞位

置や係flll待の張力(ブリテンション)を調整することが

できる。

また，使用した球は， j直径4.8cm， 9.2cm， 11.0cmの

3磁類である。なお，以後本研究では， j夜径4.8cmの球

を r5cm球j，直径9.2cmの球を r9cm球j，n江径11.0cm

の球を rllcm球」と 11予ぶo Fig.Hこ実験でイ史服した 3種

類の球を示す。 9cm球およびllcm球はABS樹脂製で，

5cm球はブPタジエンゴム製である o

3) 係留糸のみの抵抗測定

本実験では，球の抵抗と係惚糸の抵抗とを合わせた総

抵抗FTCgw)から係惚糸のみの抵抗FIl1(gw)を差し引く

ことによって，球のみの抵抗FJ)(gw) を求める。した

がって，あらかじめ係留糸のみの抵抗を別途に測定する

必要がある。本災!殺では連ねる球の数に応じて次節で述

べるように，上下・ 2五右の 2:JJI匂において一本係留とV

字係留の 2種類を用いた。そこで 2稜類の係奴糸の流

Fig.1 Three kinds of spheres; 11.0 cm， 9.2 cm and 

4.8 cm in diameter. 
(11 cm Sphr. 9 cm Sphr and 5 cm Sphr) 
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水抵抗を測定した。

4) 連続線の抵抗測定

iiliねる球の{関数;11ま， 5cm球では n=l， 2， 3， 5， 8， 

12， 16， 20の8滋類である。 9cm球では n=l， 2， llcm 

球では11=1， 2， 3である。なお，これらの迷絞段、は， J%t 

鈴製のパイプ (3mmφ)を球中心にilllし， J妥結一体化

したものである O それぞれの連続球に 4-8段階の流

迷γを与え，そのときの流水抵抗を測定した。また，

i道統球の偶数n=l， 2， 3， 5ではよ下・左右一本係留方

法を尽いた。 -jj，11=8， 12， 16， 20では球自体の自家

により述絞球会体にゆがみが生じてしまうことと，連ね

る球の偶数が多くなるに従って，流速を与えた際に一本

係留では球の動揺を事sえきれないと考え， V学係惚方法

を用いた。 v学係留とは，連続球中心から 4-6倒前後

の球位置の 2t富所から枠仁t;)，とのジとえを点にV学lli!に係留す

る方法である。 Fig.2に迷絞球の係官状況 (11=20，V字

係留)を示す。

5) 潤漏獄の挺抗澱定

2 球の I~JI潟 d をOD-6Dと変化させた。すなわち 2

球をくっつけた状態から，球の直径Dの6僚の間隔をあ

けた状態までの範凶で抵抗測定を行った。用いた球は

5cm球であり，係fg方法は会て上下・左右一本係惚方法

をFおいた。また，上下・左おの係留糸を本体に取り付け

る{立i廷は，バランスを考えて 2球のうち後球の前1ftUを基

本形とした。次に，本実験では球と球のfmに述結パイプ

(文総製)が用いられているので，そのパイプが流水抵

抗に影響していないかの確認を行った。すなわち ，d 

f立体積丞:!It(gw/cm3)， g(土重力1JII速度 (cm/s2)，CJ) 

は抵抗係数，5 は水面下の物体の流れ方向投彩Ilfrji訴訟T

(cm2) ， Vは物イ本にあたる流迷(cm/s)である。

(1)式において

k コー忽~， CIl 'S …・・(2)
2・g

とすると， (1)式は次の(3)式にi尽き換えられる (kは比例

定数)。

fラ')=k.V2 -・ (3)

すなわち，1ラパま V2に比例する。そこで，横;倒lにVz，

縦戦にFρ をとってiJliJ定結果をプロットし， l弱者に庶線

I1kH系がfSられれば，すなわち夜総が描けるならば，F;ρ

といとの問には，一次比例関係が認められることにな

るc その度線は1!!11奇波紋であり，回帰式の比例係数が(3)

式のkを表すことになる。そこで，kの依をmいは)式か

ら変形した次のは}式によってCJ)が算出できる。

CfJ= 2・u

ω0・ -・ (4)

抵抗係数ClJは物体の形状やR，数によって定まるf症で

あり，然次元量である。したがって，物体の大きさには

夜接関係しない。すなわち，本研究の場合，ある大きさ

の述続球のCJ)を求めれば，任mの大きさの述統球の抵

抗が算出されることになる。このような窓I床で物体の抵

抗測定においてCρの算出はE主要と言える。

3. 結 果

=4Dの-jjの球を取り除き，パイプをがu(ヒIJ1E側)に 1)球の設霞位霞での流速澱定

突きHlした場合と，後(下流側)に突き出した場合での 5 f議所で測定された流速V(cm/s)と周波数万(況がと

流水抵抗を測定し比絞した。 はきれいな一次比例関係を示しており，次の[81帰式を符

6) 抵抗係数の算出 た。ただし， ρは相関係数である。

一般に流水中の物体が受ける流水抵抗は，次の(1)式で

オとめられる O

FD= • CJ)' S. V2 -・・(1)

的=2.166・R

11:3=2.102・R

V5=2.076・Fi

れ=2.120・Fi

VI=2.089・お

(いずれも p口 0.999)

ここで，FJ)は物体が受ける流水J射JL(gw)，酬は水のlji これらの関係式を用いて，抵抗jJ!lj定時の水槽インバー

Fig.2 Moored spheres at the center of the fr註me，
in the case of twenty 5 cm Sphr. 

タ周波数から球に当たる流i哀を求めた。

2)連続線の按抗測定

連続球の流水抵抗iJ!lj定結泉のー仰として， 5cm球で、月

が20の場合の流速の二乗γ2と球抵抗んの関係をFig.3 

に示した。向Ijg[において，何者はきれいな一次比例関係

を示しているので関係}夜線を引き，そのi直線の図録式を

求めた。その悶1ft}式のMき(比例係数)から(4)式により

抵抗係数ζbを求めた。

また，このようにして得られた抵抗係数Cρ と述続球

の種類および俄数12の関係をFig.4に示した。間関にお

いて，迷ねる球の偶数日が 2-41同のときでは，流水抵

抗が11=1のときよりも減少していることが示された。ま
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用いている。また. [PJI蕩より 2球の問踊を離していく

と抵抗係数は急速に増加し.d=2ρ-3Dになると.それ

以上向陥を離しでも抵抗係数はほぼ…定の値が示された。

4. 考察

1)連続獄の抵抗測定結果について

Fig.4に示した測定結果より，球が 11閣のときの抵抗

係数Cρ は約0.5であり，これまでに各種の文献で調べら

れてきた球の抵抗係数の値と一致している 10)。このこと

は，今阪の測定方法が.iE確であることを示している。

また，球が 2-3f留のときの抵抗係数は球が1儲のと

きよりも減少している。その原因として以下のことが考

えられる。 1 倒のときは球の後流に流れの剥離域が~じ，

その剥離域の存在が流水抵抗(底力抵抗)の発生係国と

なる G しかし. 2-3個のときは後に球があることによ

り，食休の形状が総円形もしくは反i商塑に近くなり，

後流の流れの剥離主主が小さくなるため，抵抗が小さくな

ったと考えられる O

一方で，球の俄数が3例以上になると，述ねる球の1lul

数が増えるにつれて抵抗係数も機加し，球の11司数が51図

の場合には球 l俄とほぼ隠じ抵抗係数となることが示さ

れている。しかし，例えば，球を20昔話jlliねた場合の抵抗

係数は球 111替のときの20倍になるのではなく，約 4倍弱

と緩やかにt授が!していくことが示された。さらに.11=5 

-20において.CDは直線的にt民主11しており. 1直線回帰

式として ClJ= 0.0918・11-0.003(ρ口 0.998)カf符られた。

したがって，球を20数{関連ねる場合もこの総栄を参考に

して，そのときの Cρ を求め得るものと扱iJllJ;される (11

=25ではCρ=2.3)0

本研究で対象とした迷統球恕i手f!.1、燃は，海洋に設i丘さ

れさまざまな方向からの流れを受けることになる。しか

し，この迷統球型浮魚礁の係留方法は I点係留であるた

め，流れをどの方向から受けても結局は流れ方向に連な

ることになる O また，本実験では筏裂を水船下に限定し

て抵抗iJ!IJ定を行なったが，実際の迷統球W!i手主主礁は通常

i紅海にi手くように設置される。海面に浮いているときに

浮魚礁にかかる抵抗はそれほど大きくはない。郊題にな

るのは，首記述が速くなり浮魚礁が水I頂Fに沈んで‘しまう

た 11口 3以上では11の増加とともに流水抵抗も緩やかに ときである。この場合は，本尖験で行なった水雨下に殴

噌加し 11=5で11=1のときと間程度の流水抵抗となる 定した場合と同じになる。これらのことから，本実験で

ことが示された。 得られた結果は. )主続球毅i刊誌礁に働く i泥水抵抗算出の

3) 筒隠滋の抵抗測定 基礎資料になりf怒るものと考えられる。

i潟i結球の流水抵抗測定結泉も. )主統沫のiJ!IJ定結来と金 2)間鏑球の抵抗測定結集について

く同様に. i混迷のこ釆依と球抵抗とはきれいな一次比例 Fig.5で示された測定結果より 2球の肉痛を難して

関係を示した。そこで，前節と何事長にして抵抗係数を算 いくと流水抵抗は急速に培え 2球の間総を球の夜径の

出し，抵抗係数CDと球と球の[H]雨d/Dの関係をFig.5 2 -3倍離した状態では，独立した球2個分の流水抵抗

に示した。 間関において 2球の間隔dと球威筏Dのiと となることが示された。すなわち. rIIJの球の流れの影響

である然次元ljIdIDを 2球のfI自i泌を示す指標として 主主は球夜筏の 2-3t~までということがわかった。
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一方 2球関に相互作用が無い独立した 2球の状態で

は，その抵抗係数は0.5の2僚で1.0となるはずである。

しかし，本実験では 2球の間隔を，球の直径の 6倍あけ

ても抵抗係数は約0.86の佑にとどまった。この係留とし

て 2球をJjsねるi筏によ日いた直径 3mmの真銭パイプが

球の前後の流れに彩製iを及ぼしていることが考えられる O

そこで補足実験として， 11周の球の前方にパイプを突き

fちした場合，および¥球の後方にパイプを突き出した場

合の抵抗測定を行った。いずれも突き出たパイプの長さ

は，球直径の 5f古=である O その結来，後者において

は，CDが0.482と球 11闘の場合とほぼ伺じあったのに対

して，前者においては，Cρが0.447と球 I似の場合より

1割ほど減少していることが示された。この結来より，

今問 2球の迷結に用いたパイプが，球周辺の流れに影響

を与えたため，完全にとはぎえないが，独立した 2球の

抵抗係数CDが見かけ上0.86になったものと考えられる。

3) 今後の課題

連続球において，実際の浮魚礁と伺様にJjs絞球が自由

に動く場合の抵抗値の検討が必要になると思われる。-

1J， 1!t]1結球においては，流れのI司令祝化による 2球間の流

れの総子の解明や，今回は基礎的研究ということで球を

用いたが，今後，実際の主主般物等qこ近づけた形のものを

JlJいて測定することが必要になると思われる。

5. まとめ

述絞JjRの抵抗測定結泉より，球の11m数が2~ 3 f図の

場合は抵抗係数が減少し， 311品以上で増加し始め， 5111iJ 

の場合に11tajの場合とほぼ伺じ抵抗係数となること，

②n=5以上で、述ねる主Rの都1数に比例して流水抵抗も直線、

的に増加するが，その比例係数は，約0.09と非常に緩や

かであることがわかった。

間隔球の抵抗測定結来より，①2球のIlU隔を離してい

くと，抵抗係数は急速に増加することが示された。②2

球のlIJî隔を球の夜径の 2~3 僚機した状態では，2);まが

独立した状態となることが示唆されたc
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