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かごの形状と空隙率がかごの後流域の流速分布に及ぼす影響

菱 京範1・不破 茂2*・江幡恵

パスケス A.ミゲル2・金 碩鍾3

豆王2
r::t 

Effect of Shape and upen Area Ratio of Traps on Flow Speed 

Distribution in Downstream Region 

Kyoungbum KANG1， Shigeru FUWA2*， Keigo EBATA2， 

Miguel V AZQUEZ ARCHDALE2 and Sukjong KIM3 

Abstract 

185 

The aim of this study was to investigate the effect of the shape and open area ratio of traps on the 

downstream flow sp巴eddistribution. The box and cylinder traps were made of an iron frame (5 mm 

diameter) and had dimensions of L : 0.40 x W : 0.40 x H : 0.22 m and D : 0.40 x H : 0.22 m， respectively. In 

addition， two types of sidewalls were employed in this study: wooden rods and netting. For each type， 

five different designs were constructed by changing the interval of the wooden rods and the bar length 

of the netting. 

Each trap was set on the bottom of a flume tank. The flow speed in the rear of the trap was 

measured with an electromagnetic current meter. Measurements were taken at points located in the rear 

area of the trap， which had dimensions of 4L length x 2L breadth， where L denotes the length of the trap. 

A total of 81 measurement points were located at the intersections of a grid that was formed by nine 

lines running downstream and nine lines running across the flow. The flow speeds in the flume tank 

were set as 0.15 and 0.30 m/s. The flow speeds measured during these experiments were converted to 

the ratio of the flow speed to that of a blank condition at the same point (Rv) . The low flow speed (Rvく

0.6) region appeared downstream from both lateral sides closest to the trap. The low flow speed region 

of the box traps was higher than that of the cylinder traps in the same open area ratio. However， the low 

downstream flow speed of box traps was not observed when仕leopen area ratio was above 80%. In the 

cylind巴rtrap， the low flow speed region was disappeared over 70% of the open area ratio. Consequently， 

the downstream flow speed distribution formed as a result of the shape and open area ratio of the traps 

af王ectstheir capture process. 

1.はじめに

沿岸域で使用されているかごは，角柱型や円柱型の形

状が多く，かごの表面は網地や金網で覆われ，魚類や甲

殻類などを漁獲対象として使用されている1)-5)。かご

2014年5月7日受付， 2014年11月4日受理

の設置海域は底質が砂や泥で平坦な形状で，水深が 3~

1.000mである6)。かごが設置される海底付近の流れは表

層の流れと比べて遅いと考えられる7)-9)。一方，河川

で使用されているかごは，形状が円柱型で，かごの表面

には丸竹や割竹などが取り付けられ，オイカワやフナ，

キーワード.かご漁具，空隙率，角柱型かご，円柱型かご，流速分布

Key words : Trap， open area ratio， box trap， cylinder trap，日owspeed distribution. 
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Fig. 1 Traps used in the experiment : (a) box trap lined with rods. (b) cylinder trap covered with net. 

コイを対象として使用されている10)。これは設置され

る流速環境を反映しているものと考えられる。鹿児島県

内の河川の月別平均流速は0.1-0.5m/sであり 11).12) 河

川で使用されているかごは，沿岸域で使用されているか

ごと比べて流速が速い場所に設置されている。

河川や沿岸域で使用されているかごは対象種により

様々な形状があるが，その中でも角柱型と円柱型が代表

的な形状で，かごの表面を覆う素材は丸竹と網地に大別

できる。流れに対するかごの全投影商積に占める表面の

空隙面積の比率 (s:空隙率，詳細は後述)は，河川で

使用されるかごでは36-62%で小さく，沿岸域で用いら

れるかごでは80-96%で大きい。これらのかごを流水中

に設置した時，かごの後流域ではかごに沿った流れとか

ごの内部を通過した流れが生じる。そこで，かごの後流

域の流速分布に与える要因としてかごの形状と空隙率が

考えられる。これらの要因によって形成された流速分布

はかごの漁獲過程に影響するため，かごの後流域の流速

分布がどのように形成されるのかを知ることは重要であ

る。

かご周辺の流れの変化と漁獲との関係については， 山

口ら13)が島原湾内の流動環境とコウイカの漁獲量から，

流れが遅い小潮時の方が大潮時と比べて漁獲量が多くな

り，かご周辺の流れがかごの漁獲に密接な関係があると

示唆している。また. Budiman et al. 14)はかごの空隙率

が大きくなるとかごの後流域の流速分布に及ぼす影響が

小さくなることを報告している。一方. Fuwa et al. 15) 

は鹿児島県の河川で使用されているハート型の竹かごの

後流域における流速分布を調べ，後流域におけるかごの

両側前方部では大きく減速しかごの入口前方部ではや

や減速した領域が下流側に舌状に伸びることを明らかに

した。

本研究では，かごの形状と空隙率がかごの後流域の流

速分布に与える影響を明らかにするために，流れに対す

る投影面積が等しい角柱型と円柱型の 2種類の形状のか

ごを用いて，かごの表面を丸棒または網池で覆って空隙

率を変化させて，回流水槽実験によってかごの後流域の

流速分布を測定した。

2. 材料と方法

1) 実験かご

実験に使用 したかごは角柱型(長さL・0.40X幅W:

0.40x高さH:0.22m) と円柱型(直径D: 0.40x高さH:

0.22m)の2種類で流れに対する投影面積が等 しくなる

ようにした。かごの枠組みは直径 5mmの鉄棒で製作し

表面は木製丸棒(直径:8mm) またはナイロン網地 (d/

R， =0.017-0.138. d網糸直径. R，:脚長)で覆った (Fig

1)。網地でかごを覆うときに，網地の縮節角を45。とした。

角柱型かご，円柱型かごの側面には入口(幅0.15x高さ

0.22m)を1つ設けて，実験時には入口部分が下流側に

向くように設置した。この時，かごの空隙率Fは(1)式に

示すように全投影面積 (AT)に対する関口部の面積

(As)の比と定義した16)。

β=4i 
rJ.T 

-・・(1)

丸棒を取り付けた場合の角柱型かごではs=28-80% 

で，円柱型かごではs= 14-70%になった。一方，網地

で覆った場合の角柱型かごではs=63-97%で，円柱型

かごではs=62-96%になった。

2) 流速分布の測定

実験は鹿児島大学の回流水槽(観測水路 ・長さ6.0m.

幅2.0m.水深1.0m)で行った。実験装置の模式図をFig.2

に示す。ここで，流れ方向をX軸方向， itれ方向に垂直

な方向をY軸方向とした。実験かごは観測水路の底面に

設置しかごが流れに対して動かないように 1kgの重

りをかごの上部に置いて固定した。重りの大きさ(長さ

8cmx幅 8cmx高さ 2cm) はかごの大きさと比べて

小さく，かごの後流域の流速には影響しないと考えた。
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かごの形状と空隙率によるかごの後流主主の流速分布の

変化

合計81点の測定点の流速比Rvは，流速がO.l5m/sの時

と流速が0.30m/sの時では両者に有意な差が認められな

かったので (t検定， ρ>0.05)，流速が0.30m/sの時の場

合についてのみ，かごの形状と空隙率によるかごの後流

域の流速分布の変化を検討することにした。

丸榛を取り付けた角柱型かごの等流速比線図を空|織率

ごとにFig.3に示す。かごの下流倶Uの流速分布は何れの

空隙率でもかごを中心として左右対称で，かごの両側で

最も減速していた。空隙率が28%の時の等流速比線図は，

流迷の測定範聞は，かごの流れ方向の長さ (L=O.40m) X軸方向が0.0-1.5Lの範囲では，かごの入口前方部であ

を基準としてX軸方向には4L，Y羽11方向には 2Lとした14)。 るY= 0.0-:t 0.25Lの範囲で流速比が0.2-0.6と小さく ，

流速の測定点はX軸方向には0.5L間隔で 9点， Y軸方向 かごの両側であるY= :t 0.25-:t 0.75Lの範囲では流速比

には0.25L間隔で 9点の合計81点とした。測定点の高さ が0.0-0.8となり ，Rv=0.2以下の減速域が1.18Lまで形

は底面境界層の影響を考慮して，水槽の底面から10cm 成された。かごの外側であるY= :t 0.75-:t 1.0Lの範囲

の高さ(かごの高さの112) とした。また，漁場の流速 ではRv=0.8-1.2であり，流速比がRv= 1.0以上の加速

を考慮して設定流速はO.l5m/sと0.30m/sにした6)-12)。 域が見られた。X軸方向が1.5-3.0Lの範閣では，かごの

3成分電磁流速計 (ALEC社製:Electronics， ACM300-A) 入口前方部には下流方向に向かうと流速比がRv=0.8ま

でil!U定した流速計の出力はアンプで増幅し，サンプリン で増加し，かごの外側で見られた加速域が狭くなった。

グ周波数20HzでA/D変換して計測時間を20秒としてコ X取11方向が3.80L以上では，かごの入口前方部には流速

ンビューターに取り込んだ。実験時の水温は25.0-27.0 比がRv= 1.0まで増加し，かごの外側にはRv= 1.0以上の

℃で，この時のかごの長さLを代表長さとするレイノル 加速域が消失した。ここで，流速比RviJ{0.6以下の範囲

ズ数は6.7x 104- 1.4 x 105であった。 を低減速域とすると，かご後方の低減速域はかごの空隙

回流水槽の観測水路内の流速分布は必ずしも均一では 率により異なった。低減速域は，空隙率が28%ではX軸

ないと考えられるため，かごを設置しない時の流速も測 方向に3.64Lまで出現したが，空隙率が増加すると小さ

定して，かごを設置 していない時の流速日とかごを設 くなり，空隙率が80%ではO.l4Lまで見られた。特に，

置した時の流速Vmの比を流速比Rvとして(2)式で求めた。 かごの両側に見られた流速比Rvの最小値は。空隙率が

圏司b
1・ ・ 2・・ 3. • 4， (xL) 

主
¥〕

20cm 

Fig. 2 Schematic drawing of experimental set up for flow 
distribution measurements 
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算出 した流速比Rvを等高線ソフト (GoldenSoftware， 

Surfer Versionを使用してRv= 0.0-1.2の範囲で0.2ごと

に等流速比線図を描いて分析した。

かごの後流域の流速分布はかごの形状と空隙率によっ

て変化すると考えられるため，角柱型と円柱型かごにつ

いてかごの入口前方部とかごの両側の流速比の差Drを

(3)式で求めた。

(R~" _n~ ，， + R~" ..J... n ~， J 
Dr=RMML)-1U(05L)2 UHML)ノ ・・・(3)

3. 結果

X 

28%では0.2よりも小さく，空隙率が増加するにつれて増

加し空|涼率が80%では0.4より大きかった。

丸棒を取り付けた円柱型かごの等流速比線図を空隙率

ごとに整理してFig.4に示す。かごの後流域の流速分布

は角柱型かごと同様に左右対称で，かごの入口前方部で

は流速比が小さく。かごの両側では更に低下しかごの

外側では設定流速とほぼ等しくなっていた。かご直後に

ある低減速域は，空隙率が14%の時にはX刺l方向に2.08

Lまで見られ，空隙率が増加するにつれて長く伸び，空

隙率が39%の時には2.66Lまで見られた。空l娘率が70%に

なると低減速域は見られなかった。また，かごの後流域

で渦が形成されたと考えられる Rvが0.2以下の範囲は，

空隙率が14%の円柱型かごではX軸方向に0.35Lまで伸び，

ここで， RV(O.OL)はX軸上 (y=O.OL)での流速比で， 空|涼率が28%の角柱型かごよりも0.83L小さかった。

Rv(ーO.5L)， R v (+O.5L)はそれぞれY=一0.5L，Y = + O.5L 網地で覆った角柱型かごの等流速比線図を空隙率ごと

における流速比である。 に整理してFig.5に示す。かごの後流域の流速分布は，

丸棒を取り付けた角柱型かごと同様に空l隙率が増加する

につれて低減速域が小さくなった。しかし空隙率が
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Fig. 5 Flow speed ratio distribution in rear area of box trap covered with net. 
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Fig. 6 Flow speed ratio distribution in the rear area of cylinder trap covered with net. 
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63%の時には低減速域がX軸方向に2.04Lまで見られ，丸 では• Dr7，)'0.02-0.16になった。一方，円柱型かごの場

棒を取り付けた角柱型かごで空際率が65%の時よりも 合.X=O.OLでは，空隙率が72%の時にDrが最大で，空

1.00L大きかった。また，空隙率が91%以上になるとか 隙率が96%の時に最小であった。 X=4.0Lでは.Drが

ごの後流域のすべての測定点で流速比が0.6より大きか 0.01-0.21となった。

った。

網地で覆った円柱型かごの等流速比線図を空隙率ごと
4. 考 察

に整理してFig.6に示す。かごの後流域の流速分布は角 本研究では，空隙率を変化させた角柱型かごと円柱型

柱型かごと同様に左右対称であり，かご直後の低減速域 かごを用いて，かごの形状と空隙率がかごの後流域の流

は空隙率が増加するにつれて徐々に小さくなった。空隙 速分布に与える影響について検討した。かごの後流域の

率が62%の時には低減速域がX軸方向に0.93Lまで見られ， 流速分布はかごの中央と両側の流れの組み合わせで形成

網地で覆った角柱型かごで空隙率が63%の時よりも0.77L される。かごの両側では，かごの前面を通過した流れが

小さかった。 かごの中に入り，かごの後面を通過する。かごの中央で

丸棒を取り付けた角柱型と円柱型かごについて，かご は，後面にかごの入口があり，その部分が開いているた

の入口からの距離と流速比の差Drの関係をFig.7に示し め，流れはかごの前面だけを通過する。このことから，

た。角柱型かごの場合.Drはかごから下流方向に離れ かごの後流域の流速分布はかごの形状と空隙率によって

るにつれて減少する傾向を示している。 X=O.OLでは， 変化する。

空隙率が55%の時にDrが最大で，空隙率が80%の時に最 今井ら17)は，空隙が小さい場合は網地の後流部に流

小であった。 X=4.0Lでは• Drが0.07-0.17になった。 速の低い領域が広がるが，空隙が大きくなると流れが網

一方，円柱型かごの場合• X=O.OLでは，空隙率が39% 地の中を通りやすくなり，網地の後流部の流速分布に及

の時にDrが最大で，空隙率が70%の時に最小であった。 ぼす影響が小さくなると報告した。すなわち，空隙が小

X=4.0Lでは • Drが0.09-0.30となり，角柱型かごと比べ さい時には，流れが網地を通過せずに網地に沿って流れ

てDrが大きい。 るため，かごの後流域では入口前方部の流れとの差が大

網地で覆った角柱型かごと円柱型かごについて，かご きくなり，空隙が大きい時には，網地を通過しやすくな

の入口からの距離と流速比の差Drの関係をFig.8に示し るため，入口前方部との差が小さくなる。

た。角柱型かごの場合.Drは丸棒で取り付けた角柱型 かごの空隙率とかごの後流域の流れの関係について考

かごと同様にかごから下流方向に離れるにつれて減少す えると丸棒の場合は，流れに対して垂直に置かれた 2本

る傾向を示した。 X=O.OLでは，空隙率が78%の時にDr の丸棒の間隔と直径の比s/d(s: 2本の丸棒の中心問距

が最大で，空隙率が97%の時に最小になった。 X=4.0L 離. d:丸棒の直径)が3.0よりも大きくなると 2本の丸
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棒の後流域の流速分布は単独の丸棒と同様な流速分布が 定した丸棒を取り付けた円柱型かごで空隙率が39%の時

形成される18)-21)。丸棒の間隔比が3.0の時の空隙率は では，下流方向に2.66Lまで低減速域が形成され，ハ-

66%であり，丸棒を取り付けた角柱型と円柱型かごでは， ト型の竹かごとほぼ同じ結果が得られた。一方，沿岸域

空隙率が65%以下になるとRvが0.6以下の低減速域が現 で使用されているかごは角柱型や円柱型の形状で，空隙

れる。すなわち，空隙率が65%以下では流れがかごの中 率が80-96%である。鹿児島県沿岸で使用されている網

を通過しにくくなり，かごの側面を沿うように流れる。 地で覆った角柱型かごは空隙率が83%で，かごの後流域

網地の場合，流れ方向と網地のなす迎角が42.90より大き でのRvは0.85-0.95で、あり 14) 空隙率が85%の網地で覆

くなると網地の後流域の流速分布は，流れが網地を通過 った角柱型かごとほぼ同じ流速分布を示した。

しでも下流部の流速が上流部の流速とほぼ同じであると 河川で使用されている竹かごはかごの入口につながる

報告されている17)。迎角が42.90の網地を空隙率に換算 細長い減速域があり，その両側では大きく減速している。

すると58%であり，網地で、覆った角柱型と円柱型かごの 即ち かごの入口前方部とその両側との流速差が非常に

流速分布は，空隙率が78%以上では流れが網目を通過し 大きくなる。ここで，かごの漁獲過程における魚の行動

やすくなり ，Rvが0.6以下の低減速域が見られなくなっ を考えると広い範囲から何れかの刺激を感じてかごに接

たと考えられる。 近した魚は，かご近傍まで達すると餌料の化学物質の刺

丸棒を取り付けた場合，空隙率が28%の角柱型かごで 激や流れの変化などの機械的刺激を強く受け，かごの入

は， Rvが0.6以下の低減速域がX軸方向に3.64L， 空隙率 口へさらに接近する行動を始めると考えられる。流速が

が27%の円柱型かごでは 2.69Lまで伸び，角柱型かごの 速い場所では匂い物質の拡散が速くなり，結果的に，流

方が円柱型かごよりも下流方向に低減速域の長さが0.95 速が遅い入口前方部では匂い物質の密度が高くなる可能

L大きくなる。また，空隙率が55%の角柱型かごでは， 性がある。かごの入目前方部における魚は匂いの刺激を

低減速域がX軸方向に2.38Lまで伸び，空隙率が52%の円 より強く受けて，かごの入口まで誘導されると考えられ

柱型かごよりも1.30L大きかった。一方，網地で、覆った る22).23)。また，かごの両側で形成された低減速域は流

場合，空隙率が63%の角柱型かごでは，低減速域がX軸 速差が大きいため，魚がかごの外側へ向かう行動を抑制

方向に2.04L，空隙率が62%の円柱型かごでは0.93Lまで し，かごの入口への接近行動を促進していると考えられ

伸び，角柱型かごの方が円柱型かごよりも下流方向に低 る。一方，沿岸域で使用されているかごはかごの後流域

減速域の長さが1.1IL大きかった。また，空隙率が78% の流速比が大きく，かごの入口前方部とその両側の流速

の角柱型かごは低減速域がX軸方向に0.75Lまで現れた 差が小さいため，かごの入口前方部からその両側まで匂

が，空隙率が80%の円柱型かごでは低減速域が現れなか い物質の拡散と密度がほぼ等しくなり，漁獲対象種を集

った。このことから，かご直後で形成される低減速域は まりやすくしてかごへ誘導していると考えられる。

角柱型かごの方が円柱型かごより長く伸びることがわか かごの設計においては，特に，河川のかごにはかごの

る。これは，流れがかごの前面と後面の 2回通過する中 入口付近の流れの状態，これらの流れによる餌の匂い物

で，角柱型かごでは流れとかご側面とのなす角が垂直で 質の拡散状態に影響しており，それらの要因を通じて漁

あるが，円柱型かごでは流れとかごの側面がなす角が角 獲過程に大きな影響を与えていると考えられる。本研究

柱型よりも小さくなり，そのなす角が小さくなるにつれ から得られた知見が今後のかごの効果的な設計や漁獲機

てかご、の側面に沿った流れが形成されることが考えられ， 構の解明に役立つと考えられる。

円柱型かごの方が減速域が大きくなったと考えられる。

かごの両側の流速比Rvは角柱型かごでは，空隙率が 謝 辞

28%の時には0.0-0.8で，空隙率が増加するによって流 本研究を行うにあたりご協力を頂いた鹿児島大学水産

速比が大きくなり，空隙率が97%になると0.8-1.2とな 学部丸儀雅孝技術職員および長野章一技術職員に深甚な

った。また，円柱型かごでな空隙率が14%の時にはRv る感謝の意を表します。

が0.0-1.0で，空隙率の増加によって流速比が大きくな

り，空隙率が96%になるとRviJ宝0.8-1.2となった。この

ことは，空隙率が小さい時には，かごの側面を沿った流

れが形成され，かごの後流域ではRvが小さくなるが，

空隙率が大きくなると流れがかごの中を通過するため，

かごの後流域ではRvが大きくなったと考えられる。

南九州の河川で使用されているハート型の竹かごの空

隙率は43%であり，かご直後の低減速域が下流方向に

2.50Lまで形成されると報告されている15)。本研究で測
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