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魚、の泳動に関する研究

永井 賓掌 真栄田義才$掌伊良部邦夫*

Study on swimming of fish 

Minoru NAGAI， Gisai MAEDA， Kunio IRABU 

Summary 

Though it is well known that some aquatic animals can， swim at 

higher speed than the value estimated from both of the muscle power 

and the friction drag received from the stream around the animal， the 

reason of such a high speed propulsion seems not yet to be solved. 

In this study， first， the swimming abilities of the various swimmers 

involving small fishes， dolphins， whales and a manmade submarine for 

reference were rearranged in a logarithmic chart and the subject of the 

problem was settled quantitatively. 

Then， measurements of drag force of some fishes by a towing 

type instrument with strain guage and observations of the swimming 

motion of fishes by a high speed camera were carried out in the water 

channel of laboratory. 

According to the experimental results， there is no evidence of that 

the skin friction of fish is smaller than that of the solid boundary of 

axi-symmetrical body in the experimental range of Reynolds number 

between 5 X 104 and 5 X 105
• 

And it was found that swimming speed of fishes is proportional 

to the body length and the oscillating frequency of the tail fin. Then， 

a new dimensionless number uf(f.f) was introduced as a swimming number. 

In the present observations， the swimming numbers of fish of three species 

were coincident each other at the value of 0.6， and this value also 

agreed with other species of a previous investigation. 
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ば.ほぼ速度が体長に比例して増加しているように思

われる。図中 2本の実線は参考のためにj永水魚の速度

を基準として ucxfの関係を示したものである。

ところで，流体中を進行する物体が流体から受ける

抗力は物体の形状が互いに相似であればレイノルズ数

Rel=uf/ν (u:速度， f:代表長さ， ν:動車占性係数)

で整理きれること が良〈知られている。さらに物体に

加わる抗力は.その形状によって定まる形状抵抗(圧

力抵抗)と物体表面の流体摩擦抵抗にわけることがで

きるが，流線形物体のように形状抵抗をできるだけ小

きくした物体に関しては摩擦抵抗が重要な役割を演じ

ることが知られている。そこで魚のように典型的な流

線形物体について考えると.もし物体表面に形成され

る境界層内の流れが層流であれば.その摩擦抵抗係数

はレイノルス教の÷乗に比例することから 物体に

加わる抗力Dは

魚の泳動に関する研究

魚類や海洋峨乳類が，その体重より推測される推進

力や遊泳時に受けるであろう流動抵抗等から考えられ

る以上の速度てι遊泳することはすでによく知られてい

る IU~I が，その理由はいぜんとして未解明のように恩わ

魚のi永動能力について
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1.緒言

(1) 

となることが推定される。ここでは水の動粘性係数お

よひが密度p は一定とみなして良いから

Dcx(子)マぞf

れる。

図 1は，これまでに知られている栂々の遊泳体の遊

泳能力・について，縦軸に速度u，横軸に体長 tをと

りそれぞれ対数で整理したものである。図中骨印およ

び'印はそれぞれヒトの 100メートル自由形のオリン

ピック記録および最新型の米原子力清水艦の能力.11を

参考のために示 したものである。また図中体長が10-

30cm程度の魚のデータはいずれも実験室内て"観測され

た淡水魚、の能力であるが，遊泳持続時間が20秒以上の

場合の速度と 1秒程度の瞬発的な場合の速度とを併記

しである叫 。

図よ り体長 1m前後のカ ワカマス， イルカ，カ ジキ

の類1;1:毎秒10m前後の高速遊泳能力を有しておりその

値は体長数十メー トルのシロナガスクジラや原子力潜

水艦の速度に匹敵し，小型淡水魚のデータと比較すれ
(2) D江 U2.r;
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となる。一方，抗力Dにきからってこれを一定速度u

で曳航するための仕事率は励4であり，推進効率を考

慮に入れて，魚はこれに比例する動力Pを発生しなけ

ればな らない。また動物の動力はほぼその筋肉に比例

することが知られており，魚類の体重に占める筋肉の

割合をほぼ一定(約40%といわれている)とすれば.

発生動力はその体重に比例すると考えてよい。すなわ

ち

poにDuc又 p

式(2)および式(3)より抗力D を消去すれば

A3/5 
U 江 Z

(3) 

(4) 

となり，遊泳速度は体長のf乗に比例することにな

る"

また，ふつう物体表面の境界層内流れはレイ ノルズ

数が大き くなるとともに層流から乱流へ遷移し，吋

Ref=106 以上ではほとんど乱流境界層となり，その

時の摩擦抵抗係数は層流境界層の場合より もかなり高

く レイノルズ数の-t乗に比例すること が知られてい

る。 すなわち乱流境界層の場合には式(1)に代わって

江(並)也 l'
ν/ 2 

となり， 式(2)の代わ りに

D E d ・ f~

(5) 

(6) 

となる。前と同様に式(6)と式(3)よリ D を消去すれば

u oc f7 (7) 

となり，この場合には速度は体長の与に比例すると

45えられる。凶 l中の 2本の一点、鎖線および l本の二

点鎖線は，以上の推論にもと づいて.淡水魚の遊泳能

力を基点として uoc i'~および u oc e亨の関係をそれぞ

れ不したものである。

図より明らかなように，イルカやカジキの遊泳能力

1;1:，レ イノルズ数が10'前後とかなリ高いにもか、わ

らず，その速度l主体表面境界層を層流境界層 と仮定し

た場合の推定値さえ上まわっていること がわかる。こ

のような高速遊泳能力を説明する一つの可能性として，

-主に文献(1)よリワ|用 L，伝聞によるものも加えた。

日文献(1)はこれを u江 Fとしているが，なにかの

間違いだろう。

これら動物に加わる摩擦抵抗が式(1)あるいは式(5)で示

す関係よりも小さいことが考え られるが，その原因と

して，これまでのとこ ろイルカなどにみられる表皮の

柔かさの効果5)，魚類の体表面分泌液の効果61，ある

いはイルカは高速遊泳時にその表皮に進行波状のシワ

をよせて境界層を制御しているとする説.さらには胴

体， 尾.尾ビレによる大変形推進運動そのものが境界

層を制御しているとする説71等種々上げられているが

いずれもまだ確証を得るにはいたっていない。

本研究では，既報の柔平板(旗)の抵抗泊IJ定叫にひ

きつづき，基礎資料として笑際の魚、の流動抵抗を詳細

測定すること，および魚の遊泳状態を高速度写真撮影

等によ って観察し，i，永動運動そのものと抵抗，推力と

の関係を明らかに しよ うとする ものである。

2 .実験装置と供綜魚

図 2は本実験に使用した回流型整流水糟て'測定都

(220X 220X 1000)の流速は0-3 m/sの間て・変化させ

ること ができ る(詳細は前報参照)

Fig. 2 Water channel 

図 3は魚の流動抵抗iftlJ定期に製作した曳航22抵抗検

出器である。検出器は供試魚の上流lWJ水流中に挿入せ

ざる を得ないが，それによる流れのlft乱を極力おさえ

るために，そのカバー(図中⑦)の形状を流線形にし

てある。糸(⑥)の先端にとりつけられた供試体にかか

る力は，糸，アーム(④ )，板パネ(①)，ストレインゲ

ージ(②)，動歪測定器を介して電気信号に変えられオ

シロ グラフ上に記録される。本検出器の検定曲線を図

4に示す。図より本器の出力は低抗に対して十分直線

性を有していることがわかる。また曳航糸に加わる抵

抗は供試体の抵抗に比べると十分小さく無視しうるこ

とが確認された。
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援レ⑤ 等価直径を電子計算機で求めることによって得た等価

軸対称物体の輪車11を示した ものである。図 7に悶様の

方法で表示したミナミクロダイ (210X78X30)の体形

を示す。本図をティラピアの体形と比較すると大きな

体高および典型的なV字型尾ビレを特徴としてあげる

ことができる。

Fig. 3 Towing type drag measuring instrument 
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Fig. 4 Calibration curve of drag 

図 5は，参考模型として製作した紡錘体(軸対称流

線形物体，1=300， dmax/i=O. 2， X( dmax) I 1=0.33) 

に尾ピレ(幅 b=llO)を取りつけたものである。体形

および尾ビレはマグロを参考にした。図 6に実験に使

用したティラピアの一例 (234X74 X 37)を示す。図中

破線で示す輪郭がティラピアの胴体の形状て1 実線は

1訟の制l，w上の各断面を楕円と近似し，さらにその水力

Fig. 5 Model ofaxi -symmetrical boody with 

tail fin 

Fig. 6 Shape of tilapia (234 X74 x37) 

Fig. 7 Shape of minami-Kurodai (210X78X30) 

魚、の低抗係数Coおよびl挙綴抵抗係数Cf/)I;I:， iJIII定に

よって得られる全抵抗Dより次式によ って算出する方

法をと った。すなわち

CO=吋ρu
2
(ヰ土) (8) 

Cfo=D守ぷ(51+勾 (9) 

ただし，a， b は魚、の最大断面を特円とみなした時の

長径および短径，51=7rf.'ddx，dは水力等価直後，

52はヒレ等の表面積の和である 9)。
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3 .実験結果とその考察

図8に参考供試体として実験した直径の異なるこつ

の球および紡錘体の抵抗係数COとレイ ノルズ数Red

( =ud"，a:x:/ν) との関係を示す。また図中③印で示し

たのは従来より知られている球の抵抗係数である l冊。

ロ
u 

Fig. 8 Drag coefficients of rigid bodies 

本笑験のiWJ定値は従来の値に比べてかなり高いが.こ

れは従米の抵抗測定法が球固定型の測定であるのに対

し，本実験では曳航砲の調IJ主主であり，供試球が流れと

ともに上下左右にはげし〈振動したためと思われる。

すなわち球に働く流れ方向の抗力に加えて，徽方向の

ぬカをも同時にill'J定したためと思われる。紡錘体模型

も実験中にかなり嬬動することが認められたが，これ

は桜~に尾ピレおよびスタビライザ(水平安定板)を

とりつけることによって除去することができた。図よ

り紡錘体に尾ビレとスタビライザをとり つけた場合の

模型が表面積が最も大きいにもかかわらずその抵抗係

1kじ三人
民一、

0.2 

1.0 5.OX104 

Red 

Fig. 9 Drag coefficients of fish 
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数は最小となり，ほぽ 0.2程度であることがわかった。

図9に，魚市場で求めた種々の沿岸魚(タイ，ハタ，

サン?の類)およびティラピアの抵抗係数を示す。曳

航実験時の観察によれば，市販魚(死魚)および麻酔

をかけたティラピアの場合流れに対して姿勢制御を行

うことがまったくできず，前述の球の場合と同様流速

の増加とともに回転をともなう不規則な運動を行うた

め，測定は困難でその平均値も図に見られるようにか

なり大きな値となった。生きたティラピア (図中O印)

の場合姿勢制御は比較的容易になされたので，抵抗検

出器のうち尾ビレの無揺動状態における出力を魚にか

かる真の抵抗とみなし，その平均値と個体差等による

バラツキを笠瑳して示した。 図10に曳航状態のティラ

ピアの写真を示す。図 9よりティラピアの抵抗係数CO

はほぼ 0.3を前後する程度であることがわかった。

Fig. 10 Towing of tilapia 

図11は紡錘模型およびティラピアの摩燦抵抗係数

CfOをレイノルズ数Ref(=uf/ν) で整理したもので

ある。図よりティラピアの摩擦抵抗係数は紡錘体模型

あるいは尾ビレっき紡錘体模型のそれにほぼ等しし

その値は Ref=10'でCfo=0.02-0.03の程度であるこ
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Fig. 11 Friction drag coefficients 
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とがわかった。この値は同一レイノルズ数における平

板の摩嫁抵抗係数(乱流境界層として約0.008)にくら

べてかなり高いがその差は計算において無視した形状

抵抗によるものである。本図により，魚体表面の摩擦

抵抗が固い物体の表面のそれよりも低くなるような現

象は少なくともレイノルズ数が 5XI0'ないし 5X105 

の範囲では認められないことがわかった。

図12は高速度写真撮影 (80-100frames/s)で解析

したティラピア，ギンプナ，およびコイの遊泳能力

を，縦軸に速度u，横軸に尾ビレの揺tJJ周波数/をと

って整理したものである。図よりいずれの魚もその速

度は，体長によって変化するが，ほぽ尾ビレの揺動周

波数に比例して増加することが認められる。
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Fig. 12 Speed of various fishes to freQuencv of 

tail fin 

さらに図13にこれらの魚の速度を体長で除した比速

度u/fを揺動周波数に対して繋理したものを示す。図

中×印は同様の実験を行っている文献(4)によるウグイ

の測定値を比較のために示したものである。図より.

4種の魚の比速度ともほぼ一本の直線で竪理されるこ

10 
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Fig. 13 Speed over body length to freQuency of 

tail fin 

とがわかった。なお文献(4)はウグイの他にマスおよび

キンギョについて も実験を行っているがその比速度も

また図13の同一直線上にのることが確められる。すな

わちこれら淡水魚の範囲では，その遊泳速度は，体長

と尾ビレの揺動周波数の両者に比例すると結論づけら

れるように恩われる。そこで今.実験式として

u= S，凶 .ff (10) 

なる関係を導入することにし，無次元数Swを魚のj永

動数 (Swimmingnumber)と呼ぶことにすれば，本

実験の範囲ではほぼ

Sw三十会キ0.6 )
 

-ー(
 

となることがわかる。 Swはカルマン渦列と関連して良

〈知られているスト ロハル数S，三 nd/u(n:周波数，

d:円柱等の直径)の逆数に対応しているが，数値的

にはカル?ン渦列におけるストロハル数の逆数約 5.0

と比較すると土程度になることがわかる。
10 

4 .結冨

本実験により，比較的低レイノルズ数における淡水

魚の抵抗係数はほぼ固体模型のそれに等しししたが

って魚の体表面の構造がその流動抵抗を減少せしめる

ような効果はないことがわかった。さらに三種の淡水

魚について遊泳能力を測定した結果，その遊泳速度は.

文献(4)による測定とも一致して，魚、の体長と尾ビレの

揺動周波数の両者に比例し，比例係数は魚の種類によ

らず一定であることが明らかになった。そニで泳動数

として無次元数Sω'"u/fiをあらたに定義した。

海洋あるいは水族館において高レイノルズ数領域に

おける魚類あるいはイルカ等の遊泳能力を測定し，そ

の結果を実験式(1的およ び(11)あるいは理論的推定式(4)お

よび(7)等と比較検討することは今後の課題である。 一

方.本観察と並行して.小型の自動機械魚、を製作し

その遊泳能力を測定する試みを現在遂行中である。自

動機械魚を製作する意図は，既知の推進力を有ーする魚、

についてその泳動能力 を測定することこそ冒頭にのべ

た魚類の高速遊泳能力を解明する重要な手段となると

思われるからである。このことは又，自己推進運動を

行う物体についてその抗力と推力を分離して測定する

ことは原理的に不可能で与あると最近主張されている 11)

ことからも意義があるように思われる。
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最後に本研究に参加し，実験を熱心に遂行された大

城清次，稲福馨，池宮力，中地弘ajgの諸君に謝意を表

する。
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