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Summary
This paper is concerning a construction of a human powered oscillating
wing ship and some results of the performance.
One of the authors has over ten years experiensce of the study on the
carangiform animal swimming. They have recognized the carangiform
swimming as an oscillating wing motion mechanism which is constituted
from a heaving and a pitching motions of a lunate-shape tail. They
carefully observed the motion of animals such as dolphin, carp and
tilapia, and then introduced a new dimensionless number, swimming
number Sw=u/(fe p,), which represents an ability of the animal's swimming relating with the beating frequency and the body length.
On the basis of their recognition of the oscillating wing mechanism,
they have a lot of experiences to make a small artificial mechanical
fish, a large mechanical fish and an oscillating fin ship which was driven
by a two cycle motorbike engine. And now, they have constructed a human
powered ship with the basically same idea and the same mechanism.
This new ship has been examined by the authors on the surface of a
pond located in the university campus. The propelling performance of
the ship was cleared to be influenced by many conditions, such as the
fin shape, the stiffness of the coil spring which constitutes the important
part of the oscillating mechanism, the human power, and the others. The
best combination of the parts, so far, showed the maximum propelling
speed about O.97m/s and the mean swimming number about 0.49, which
almost satisfied the designed value.
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1．序鏑～本学における振動翼船研究の経繊～

現在船舶の推進機樽としては一部を除いてはスクリュー

プロペラが主流である。しかしスクリュープロペラに
ついては次のような欠点が指摘されている。

として次式のように定義し，体や尾ヒレの形状，筋肉

量，振動周波数の異なる水棲生物の泳勤能力の比較を

可能にした。(3)
ＳｉＵ＝u／い〃）（1-1）

①高速回転におけるキャピテーションの発生

本学の実測によれば泳動数はイルカにおいて最も高く

②巻き込み事故などの危険性

0.82，ついでコイの0.7,テイラピア，フナ等は約0.6

③かくはん作用による水質汚濁

である。すなわちイルカの場合，尾ヒレが－周期する

④動力ロスが大きい

度に体長の82％進むことを意味している。

一方スクリュープロペラ方式はアルキメデスのスク

振動翼による推進力発生の原理をＦｉｇ．１－１に示す。

リューポンプの発明にその源流を見いすことができる

よく泳ぐ魚類や，イルカ]クジラ等の生物はからだの

ように人間の発明によるものであり，ごく一部の微生

後半鞄程度を左右または上下に振動させて尾ヒレにヒー

物を除いて自然界では見あたらない推進法である。（１）

ビングとピッチングの組合せ運動を与え推力を得てい

そこで生物の泳法にあらためて注目してみると，もっ

る。図より明らかなように尾ヒレは流体力と－種の弾

ぱら尾ヒレの振動によって泳ぐイルカやカジキの類は

性力である尾部筋肉力とのバランスにより，相対水流

その筋肉量からは考えられないほどの出力で高速・長

に対してある迎え角をもつために，相対流に垂直の揚

時間の航行を可能にしていることが分かってきた。(2)

力を生じその進行方向成分が推力となる。

これは，他面からみれば生物の尾ヒレによる推進！

魚類の泳動の解析や推進力に関する理論的研究は，

すなわち振動翼推進機構が我友の予想以上の高効率推

ＭＪ・LighthillU〕やＴ・Yao-Tsu・Ｗｕ(5)などによっ

進を達成しているためと考えることもできる。

て既に数多く行われているが，本研究のように振動翼

著者らの－人は過去にコイ，ティラピア，イルカ等

を船舶の推進機として応用することを意図した研究は

泳勤運動を詳細に観察したが，それらの動物の，対体

少ない。本学では特に自動機械魚を「既知の推進力を

長比速度（u／8）と尾ヒレの振動周波数いの比で
ある無次元速度を，泳動数（SwimmingNumber）

有する魚」という点で注目し，その製作と性能試験を
行ってきた。既知の動力を使用することによってはじ

ＣＩ
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Ｆｉｇ．１－lMechanismofoscillatingwingpropulsion
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②いつ

Figl-2SmallmechanicalIish

めて，自己推進運動を行う物体の推力や抗力を研究す

かれており，胴体部およびハッチ部はＦＲＰで作り，

る際の難解さ(6)が回避され高速遊泳能力解明の手が

尾部はアルミニウムを加工して整形してある。また胴

かりが得られるからである。

本学で最初に開発した小型機械魚の概要をＦｉｇＪ－２

体部と尾部を連結する可動部分はゴム膜で防水加工さ

れている。本大型機械魚は，ストラットによって洋上

に示す。魚の泳動をできるだけ模倣するために,頭部・

船（二人乗り）に固定し船上からの操作によって推進

胴体部・尾部・尾ヒレ部からなる４体で櫛成し，それ

する方法で実験を行った。この場合大型機械魚の最大

ぞれアルミニウム魂より製作した。胴体部と尾部間は，

船速は1.5ｍ／s，泳勤数で約0.40にとどまった。これ

厚さ１ｍのシリコン膜（図中④）で連結し，尾部が胴

は，モーター回転数がｉ設計値にくらべかなり低い領

体部に対し振動運動できるようにしている。さらに尾

域でしか作動できなかったためであり，結果的に翼の

ヒレは，尾部に対して相対運動ができるよう弾性支持

流体力学的効率を低下させたためであると思われる。

され，胴体部と尾部．尾部と尾ヒレ部の間が二重の関

そこで1986年度においては，Fig.１－４に示すように，

節方式となっている。体型はマグロをモデルとしてお

動力源を電動モータからエンジン駆動に変えⅢ大型機

り，全長416mｍ（体長390画)，最大直径78ｍである。

械魚から船外機型推進機へと発展させた振動翼型舶用

振動周波数は，ラジオコントロール装歴によって制御
し，尾部には，姿勢制御の効果を増すために水平安定

推進機の設計を行った。(8)1987年度(9)および1988年
度Ｍは1986年度の設計概要に基づいて，低重心化

板（スタビライザー）を取り付けた。その結果本機械

(およびエンジンの設腿法のコンパクト化）や強度面

魚は，最大速度130cm／s，泳動数約0.64を記録しほぼ

などの部分で細かい変更を施し，股計を完成させた後，

淡水魚なみの泳動能力を有することが確腿された。(7)
次に製作した大型機械魚をＦｉｇ．１－３に示す。小型

部品の大半を製作した。００そして，1989年度は，この
振動翼型舶用推進機を完成させ旧推進実験を行い凶

機械魚と同楳にマグロの体型をモデルとした紡錘体で

1990年度に於いては鰻高1.12ｍ／sの船速を記録した。

体長2316ｍ，最大直径は440mmとした。すなわち小型

このように木学ではこれまでモーターやエンジンを

機械魚とほぼ相似型で，胴体部・尾部・ハッチ部に分

動力源とした援助翼型舶用推進機を研究・開発してき
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Figl-3Largemechanicalfish

Fig.1-4

Fig.１－４０scillatingwingpropulsiveshipwithmotorbikeengine

た。脚個しかし１振動翼型推進機構は本来往復運動で
あり，その動力源としてはモータ等の回転運動より往
復運動が適当であるように思われる。そこで本研究は

1990年度より人間の足の往復運動を利用した人力振動

翼船の開発を新たに試みたものである。㈹
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2．人力振動翼船の設計と製作

人力船を製作するにあたり次のことを考慮した。
Ｃ凶

①操縦者は一人であること

②初心者でも容易に操縦できるような足漕ぎ式で
あること

③魚類の泳法に模して尾ヒレの左右の振動（振動翼）
により推進力を発生すること

但しⅢガソリンエンジンを使用した機械振動翼船に比

－’

。館で

べ動力が極めて貧弱であるため高周波数の翼の振動は

期待せず，低周波数で大きな振幅が得られるような設

鶚

計とした。
２．１船体

振動翼船は，従来のスクリューと異なり，振動翼の
ヒービングアンドピッチング運動に原因する船体の左

■■■■■~●■－－－

右の揺れ，即ち船体のヨーイング及びローリングが大

となることが予想される。この点を考慮すると，船体
は長い方が理想的であり，更にその船底には垂直安定

‐、．…一・宝

板が必要不可欠なものと判断できる。しかしながら，

４２００

カヌーのように極端に細長いものは，装麗の取付がス

ペース的に困難であるので，種を検討した上，市販の
手漕ぎポート（ＲｏｗｉｎｇＢｏａｔＹＡＭＡＨＡＲＯＷ－１２）
を船体として採用した。

Fig.２－１Human-poweredoscillatingwing
Ｓｈｉｐ

Ｆｉｇ．２－１に製作した人力振動翼船の概要を示す。

人力振動翼船の主要構成は船体,足踏み装極，回転振

取り付けられた振動板が片側へ揺れる。これを左右に

動部，振動板および翼である。また各部品は軽量化，

繰り返すことにより振動板後端にねじり巻バネを介し

耐食性を考慮して製作した。試作船の振動発生機構を

て取り付けられた翼はヒービングアンドピッチング運

Ｆｉｇ．２－２に示す。人の足が足踏み部を踏み込むとワ

動を行う。足踏みを中間位歴から150mm踏み込んだと

イヤを介してプーリーに片振れ角を生じ，ブーリーに

きの片振れ角は30.であり，その時の尾ヒレの片振幅

n匹□Ｕ四

￣ＩＥ＝

=＝。'臣

Ｍ１ｄｄｌ巴ＰｏｓＩｔｌｏｎ

Fig.２－２SchematicdrawingofosciUationmechanism
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は500ｍである。設計時の目標船速は,⑭＝4.2ｍ,ShU＝

角が得られるように，ねじり巻きバネを組み込み二点

0.5として）ノー0.5Ｈｚの時にLL＝1.05ｍ／sとした。

ヒンジによる推進力発生を実現した。

２．２振動部

ているペダルとチェーンによる回転駆動システムだが，

人力駆動でポピュラーなものは，自転車に使用され
人の足が,足踏み部を中間位置より前方に踏み込む

前述のように振動翼船には振動系の動力が適当と思わ

と，ワイヤを介して，プーリーに片振れ角を生じプー

れるのでⅢ足踏み運動が直線往復運動となるようレー

リーに取り付けられた振動板が同様の片振れ角で振幅

ルを設け，レールには直線スライドパック（THK

運動を行う。更に翼部分は，流れに対して適度な迎え

FBW50110F）を採用した。

」
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Fig2-30scillatingboard

２．３振動板

Ｆｉｇ．２－３に振動板を示す。プーリーによって得ら
れた揺動運動をを受けて，振動するのがこの振動板で
ある。軽量化のため材料に木材（アピトン）を使用し

た。また振動時の抵抗を減らすため断面を楕円に整形

で山ｓ＝0.08／１５

＝5.3ｘ１０－３ｋｇｆ／､！（2-2）
よって振動板の最後端の断面積Ｓは

Ｓ＝ノノ／でu,ｓ＝6／（5.3ｘ10-3）

し，防水のためニスを塗った。振動板は，プーリーに
ボルトで取り付け，振動時に最大振幅1000ｍを得るよ
うにした。また振動板の鐙後端は面積最小になるので１
以下のように最後端の面積を算出した。

＝1125,Ｋ（2-3）

断面を円にすると，その直径ｄは
。＝ｲｰｺｰSﾜｰﾗﾓｰ37.8画（2-4）

余裕を見て，。＝40,mmを採用した。

足で踏み込む力を/ノー20kgfとすると，振動板の最
後端に加わるカノ山はトルクの釣合から

ルー20.300／1000＝6kg（（2-1）

材料の木の許容せん断力をＴｗ＝0.08kgf／､iとし，
繰り返し荷重の安全係数を15とすると使用せん断応力は

２．４翼取り付け部

Fig.２－４～２－６に振動板後端と振動翼の間に設

置した取り付け金具の組み立て図および部品図を示す。
部品の一つ(Fig.２－５）は振動板後端に固定し，他の
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Fig2-5Wingholder,parts①
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Fig2-6Wingholder,parts②

－つ（Fig.２－６）は翼をはさんで取り付けるように

ｄ：捻れ角

〃：有効巻数

した。二つの部品は中央ボルトにより回転自在に連結

皿：ねじりモーメント

Ｅ：縦弾性係数

され！さらに両者間にねじり巻バネを組み込むことに
よって，前に述べた原理による推進力を発生するよう

。：バネ素線径

工夫したものである。ねじり巻バネは,捻る方向によっ

翼取り付け部品に取り付けるバネは，スペースの関係

てバネ定数が若干違ってくるが，図に示すようにバネ

上，その外形寸法が決まってしまうので，巻数と素線

を上下２ケ所に取り付けることによって，一対のバネ

径をかえることによってバネ定数の調整を行い次の三

が常に互いに逆方向に捻られるよう設計し，バランス

種のバネを設計し製作（外注）した。Ｔａｂｌｅ２－ｌに

をとってある。.又，本機構は試作品であることからバ

三種のバネの設計仕様と検定結果を示す。

ネおよび翼はそれぞれ任意に取り替えられるよう組み

製作納入されたねじり巻バネのバネ定数を実際に

立て式としてある。材質は全てアルミニウムの切り出
しであり，腐食防止のため塗装を施した。

測定した。Ｆｉｇ．２－７にねじり巻バネの外形寸法を，
Ｆｉｇ．２－８に検定方法をそれぞれ示す。図示するよう

２５ねじり巻バネ

として用いた。検定装置は接続部を中心に回転できる

に翼取付部品そのものをねじり巻バネの「検定装極」
ねじり巻バネ定数はバネ素径の断面が円の場合，次

式のようになる肋

ので，この中心から135mmの位置に丁度翼取付用の穴

(の6.5）が設けられているので，ここに荷重をかける

Ｍｌｄ

Ｔ
虎

Ｅｄ４
￣

６４，〃

ＡＴ：ねじり巻バネ定数Ｄ：平均コイル径

ことにした。その際，翼面に対して垂直に荷重がかか
(2-5）

るよう翼面を常に水平に保つようにした。

Fig.２－９に三種のねじり巻バネの検定結果を示す。
す。図より明らかなようにいずれのバネも設計値より

琉球大学工学部紀要第42号，1991年

lSpecificationoftorsioncoil

Table２

D

sprlng

Ｉ
NＣ

2７

Ｂｐ「ｌｎｇｃｏｎｓｔａｎｔｋｖｈＫｆ．C■/deg
。■■

|雲二
ノ

４０

ｄＥＢＩＥｎｅｄ

ｍｅｎＢｕｒｅｄ

６．５

1．５０

１．６５

２

７．５

０．７８

０．８７

３

８．５

0．３８

０．４３

Ｒｎ＿

ﾛヨヨヨ
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やや高い定数を示しているが，荷重と変位の間には十
分な直線性があり，患U験船に供し得るものであること

二次元翼を考えて，翼にかかる力は

が分かった。

汀

２．６翼

翼の大きさは，翼の非定常運動に伴う仮想質量力と

揚力および抗力を考慮して決定されるが，振動中の翼

Ｆ＝Ｔｐ６ｃ２（－Ｒ⑩O1amaxsin（⑩ｏｆ)）
一一

仮想質E１振動による加速度
（2-6）

の迎え角は刻を変化し，バネ定数や相対流速等によっ
ても影響を受けるので，その予測はかなり困難であり，

Ｆ：翼にかかる力’０：水の密度

解析もむずかしい。

６：翼の縦長ｃ：翼の横長

そこで，ここでは運転者にとって最も過酷な運転状
態を考え，翼がその面と直角方向にのみ動く場合の仮

Ｒ：回転中心からの位囮②０：固有角速度
α…：振動板の最大片振れ角［：時間

想質量力を計算し，参考的に翼の大きさを決めること
にした。

Fig2-8Springconstsantcheck
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2８

場合の計算結果をＴａｂｌｅ２－２に示す。翼は表を参考

100

ＳｐｒｉｎＲ２
ＳｐｒｉｌＩｇ３

にして，アスペクト比を２，４，および６の３種につ

□◆△

ＳＤｒｉｎｇｌ

いて設計した。

Table2-2Specificationofwing

･ﾉ,〆

０

Ｄｅｓｉ８ｎｅｄ

８

ｖｏｌｕｅ

０

６

Ｅ）・一国一

b鋲

←＿

4０

ｋ

２

３

４

５

６

ｂｍｍ

３８６

５０７

Gu6

７１５

８０４

ｃｍｍ

１９３

１６９

１５４

１４３

１３４

2０

翼の形状をFig.２－１０に示す。厚さ3mmのアルミ
０

2０

4０

板より切り出し，翼取付部品に固定できるように６ｍ
6０

の穴を3ケ開けた。表面をサンドペーパーにてきれい

dｅｇ

Fig2-9Resultsofthespringconstant
check

に仕上げた後，腐食防止と水上より見えるようにする
ため蛍光塗料を施した。
２．７センターポード

よって，翼にかかる最大の力は

ヨーイング（船の頭が振る状態）を防止するために

船底に別途取り付けたセンターポードをＦｉｇ．２－１１

元

Fhiax＝‐Ｔｐ６ｃ２Ｒ①０２α…

(2-7）

自体の補強のため表面をＦＲＰで覆い，整形した後塗
装した。船体への取付はボルト固定をし，その際に船

これをアスペクト比ｂ／cに対して整理すると

底に開けた穴にはⅢ防水のためシリコンを埋めた。

６１４Ｆｍａｘ

Ｋ＝￣＝＝す元ＰＲ⑩Ｏ２ａｍａⅨ
Ｃ

（2-8）

3．推進実験

ここで，次の値を代入すると

,０＝１０－６ｋｇ／ｍｍ３

に示す。厚さ10mmの木板にボルトを埋め込み，ボード

製作を完了した人力振動翼船を用い，尾ヒレ形状と

Ｒ＝1000ｍｍ

｡ｏ＝元rad／Ｓαmax＝元／６ｒａｄ

ねじり巻きバネの適合を図りながら，速度・振動数を

Ｆｌｎａｘ＝６ｋｇｆ（2-1）参照

基に泳動数を求め本実験船による振動翼推進の性能を

調べる。今回の実験は翼のアスペクト比を６とし三種

ｂ

Ｋ＝-て＝14.48×１０６／c３

(2-9）

３．１実験方法

書き換えて

｡－１/雪雲

のねじり巻バネについて以下の要領で行った。

実験場に選定した本学構内千原池に，ロープとブイ
×１０２

244

扉、（2-10）

従って，翼の大きさはロアスペクト比によって与えら
れる。上式に基づき，アスペクト比を２から６にした

で20ｍ（10ｍ×２区間）の測定区間を設け充分な助走
の後この区間を通過し，その通過時間より船速を算出
する。

①、実験船に－名乗り込む。

②、電子メトロノームで振動数を設定し,その音
に合わせて足踏みを継続する。
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2９

ＺＯ

１９３

。②⑤

ｋ＝４

正

●

Ｃ印

ｋ＝６

Ｃ曲

寸

で。⑭

。、

匠

、ＯＧ

つ
げ、

，、

イ

１３４

ｋ＝２

Fｉｇ２－１０Ｓｈａｐｅｏｆｔｈｅｗｉｎｇｓ

６００

●

IＳＯ３，，１負、
、［

Fig2-11Centerboard

③、測定区間を通過する際に要した，区間ごとの
時間と，全区間での合計の足踏み回数を記録

する。

④．②～③を繰り返す。
⑤、通過に要した時間より区間ごとの船速を算出
し，また全区間における足踏み回数と時間よ
り平均振動数を算出する。
⑥、船速と平均振動数を基に，区間ごと及び全区
間での泳動数を求める。

３．２実験結果と考察

試作した人力振動翼船についてⅢ翼とバネの組合せ

により，三通りの実験を行った。
実験１翼型１（アスペクト比６）

バネ１（んT＝1.65ｋｇ［．c､／deg）
実験２翼型１（アスペクト比６）

バネ２（ん丁＝0.87ｋｇ｢．、／deg）
実験３翼型１（アスペクト比６）

バネ３（んＴ＝q43kgf．c､／deg）

人力摂動翼船の駄作：永井・照屋・久貝・根保
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０

１

○ODer81e「Ｂ
１

ｌＨｚ

Ｆｉｇ３－ｌＳｈｉｐｖｅｌｏｃｉｔｙ（springｌ）
ｒ”

［Hz

Fig3-4Velocityinbodylength（springｌ）
‐

へ

～

Ｅ

＝

～

＝0.2

0８

0.6

0.1

０４

０２

Ｏ

０

ｌ

Ｉ１ｌｚ

Ｆｉｇ３－２Ｓｈｉｐｖｅｌｏｃｉｔｙ（spring２）
＜

１

１I1z

Fig3-5Velocityinbodylength（spring２）
＜

Ｅ１
＝

言０２

0.8

､ｖ８②v輔９８９，。
▼

0.6

。▼○○
0.4

0.2

Ｏ

01

▼

▼OPC｢QIG「Ａ

ｏＯｏｃ｢a１ｗＢ

１

O

ＩＨＺ

Ｆｉｇ３－３Ｓｈｉｐｖｅｌｏｃｉｔｙ（spring３）

IHz

Fig3-6Velocityinbodylength（spring３）
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実験結果をＦｉｇ．３－１～3-3に示す。図は縦軸に推進
速度ｕ・横軸に平均振動数/をとった図である。また

同じ実験結果をＦｉｇ．３－４～3-6に，縦軸に体長比速

3１

＜

ロロロロ

苫0.2

ロロロ◆◆ロ

度必／８，横軸に平均振動数/として示した。これらの

基22.....ｔ

図中の▼印は実験者Ａ(体重52kg，身長165cm)’○印
は実験着Ｂ(体重70kg,身長161cm)によるデータであ
0.1

り，船長βは4.2ｍである。
いずれの実験においても低振動数域（約0.4Hz以下）

◆ロ

△

ロ

＄

□ＳＷｉｎＢＩ
◆Ｓ､｢ill22
△Ｓｐ「ｉｎｇ３

においては速度が振動数とともに直線的に増加するの

で,､その平均的な傾きとして泳動数を求めＦｉｇ．３－４
～３－６中に示した。平均泳動数は実験１で0.46,実験

Ｏ

２で0.471実験３で0.49となり，バネが弱いほどこの
領域における泳動数は高いことがわかった。

水上より目視観察したところ低振動数域では，実験

１では振動板に対して，翼がほとんど傾いておらず，
弱いバネほど適当な傾き角を持っていることがわかっ

た。しかし，さらに振動数を上げていくと，翼にかか

る力が大きくなるため，弱いバネでは傾き角が大きく
(場合によってはほぼ90。）なりすぎており，船速が
強いバネに比べて早めに頭打ちの状態となることが分

かった。実験１は実験３に比べ振動数を上げるほど速

的にみて速度が頭打ちに近い状態となる。

Ｆｉｇ．３－７は，各バネについて同振動数のデータを

ｌ

ＩＨｚ

Ｆｉｇ３~７Velocityinbodylength(assembled）
岸

c'つ１．２

1

0.8

0.6

度を増加させる傾向にあるが，これも高周波数域（約
0.7Ｈｚ以上）になるとデータにばらつきが出始め全体

△

△△

0.4

８

▼９ｖＯｖア

マ゜･ＰＳ罫ｓ

▼ｏｃｐｏｃＯ

0.2

Ｏ

。

平均しプロット点を少なくし，まとめたものである。

これを見てもわかるように，低振動数ではバネが弱い
ほど，高振動数ではバネが強いほど良いことがわかる。
またいずれのバネも一定振動数以上で頭打ちの傾向が

あることがわかる。運転者の経験より実際に足踏みに

かかる力を比較してもらうとⅢバネが弱いほど足へか
かる力が小さく糟ぎやすいようである。実験１におい

０

１
ＩＨｚ

Ｆｉｇ３－８Ｓｗｉｍｍｉｎｇｎｕｍｂｅｒ（springｌ）
易１．２
1

て高振動数域で船速が頭打ちとなる原因の一つは，足
への負担が大きくなりすぎて，人の脚力がっていかな

ｑ８
。

いためである。

また，本実験船は人力船である以上，実験者による
泳動特性が必然的に異なってくると思われる。そこで

実験者による比較を行った。実験者Ａは，低振動数域
で船速が大きいが，頭打ちの時期が早い。高周波数域

のデータが少ないのは，実験者Bに比べて実験者Ａの
体力が劣ることに原因するものである。実験者Ｂは，
実験者Ａに比べると，低振動数での船速は小さいが，
頭打ちの時期が実験者Ａに比べると遅い。その原因は，

実験者Ａと実験者Bの足踏みストロークの違いと，体

0.6

▼⑥▽
0.4

0.2

Ｏ

`雨麹協

ＯＱＯＯ
１

ｌＨｚ

Ｆｉｇ３－９Ｓｗｉｍｍｉｎｇｎｕｍｂｅｒ（spring２）
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3２

津１．２

率がよい。しかし，振動数を上げるにつれて泳動

，つ

数の落ち込みは強いバネに比べ急激である。更に，

１

船速の頭打ち周波数も，弱いバネほど早く現れる。
しかしながらバネ定数を上げることは，同時に足

0.8

踏みにかかる力を増すことになり，高振動数域で
0.6

の駆動が困難になるため，必ずしも性能向上にな

0.4

振動数では強くなるような可変バネ定数の採用も

るとは限らない。従って，低振動数では弱くⅢ高
考慮に値しよう。そのためには次のものが考えら

0.2

０

れる。

①、捻れ角によって，バネ定数が変化する可変
１
ＩＨｚ

Ｆｉｇ３－１０Ｓｗｉｍｍｉｎｇｎｕｍｂｅｒ（spring３）

バネを組み込む。

②、ダッシュポットを組み込むことにより，弱
いバネを用いたときの高振動数での速度の

頭打ちを引き延ばす。

重差（18kg）によるものであると思われる。このこと

(2)実際に本船を漕ぐと，予想以上に足踏みが重く

から低振動数域に於いては，足踏みのストロークが大

決して快適なものではなかった。原因として考え

きいほど，すなわち翼の振幅が大きいほど，泳動数は

られるのは

高くなるようである。

①，用いた翼の面積が過大であった。

次に，各実験ごとに式（1-1）より泳動数slUを計

算しその振動数による変化を求めて,Fig.３－８ﾍ８－１０

②、振動板及びプーリーを水中で振動させる際

の，水の抵抗の影響。

に示した。前述のように，どのグラフにおいても振動

③、駆動ワイヤにかかる摩擦抵抗の影響。

数の増加にともない’泳動数は低下していることがわ

④，支柱部フランジと，プーリーが接触し摩擦

かる。特に，弱いバネほど漕ぎ始めの泳動数は高いが，
その後急速に泳動数（－種の泳動効率）を低下させる

ことが分かる。

以上のことから，弱いバネは低振動数域では高い泳
動数を示すものの，高振動数域では，相対流速に対す

抵抗となっている可能性がある。
⑤、使用したレールに，防水用グリスを多量に

塗布したため粘性抵抗を大きくした。また，

連続使用によるレールの劣化が認められ，
そのための摩擦抵抗の影響。

る迎え角が小さくなり充分な推力が得られていない。

等があげられる。これらの点を改善すれば，現状

また，強いバネは逆に低振動数域で迎え角が大き過ぎ

でも足踏みにかかる力が軽くなり，それに伴いよ

るため，足踏みにかかる力ほど推力が得られていない。

り高い振動数とより大きなストロークが得られ，

しかし，高振動数での速度の頭打ちが遅いことから，

推進性能の向上が期待できる。

高振動数でのより高い泳動数が期待できるといえる。

今回の実験では，最高速度0.97ｍ／s，低速領域に

(3)本船には，ヨーイング防止のためのセンターポー

ドを船底に取り付けてあるが，ローリング防止と

おける最高泳動数0.79という結果が得られた。エンジ

してはなお不十分であり，より大きな安定板が必

ン駆動の振動翼船の最高速度は現在のところ1.12ｍ／Ｓ

要であると思われる。

であるから，ｏUそれと比較して人力ということを考
慮すればかなり良好な結果が得られたと思われる。

(4)ワイヤーが破断し，その取り替えを行った際，
水中での作業が困難であった。この経験から，プー
リーを船上にあげることによって作業の簡略化を

4．結言

図る必要がある。

人力振動翼船を試作し推進実験を行った結果,ほぼ

(5)足踏みレールに用いたスライドバックは，連続

設計どおりの推進性能を有することが出来た。本実験

使用に耐えられず破損があった。より強度の高い

のまとめ及び今後留愈すべき改良点を以下に述べる。
（１）バネが弱いほど低振動数域で泳動数が高く，効

レールに替えるか，他の方法を考えるべきである。
(6)漕ぎ手が替わった際のストロークの調整は足踏

琉球大学工学部紀要第42号，1991年
み側で行うようになっている。しかし，この作業

は調整が難しく時間がかかる。そこで，船体に完
全固定したある腰掛けを可動化すれば，この作業
は極めて簡略化される。またⅢ腰掛けに用いたプ

3３

(5)Ｗｕ,Ｙ､Ｔ､,ＳｗｉｍｍｉｎｇａｎｄＦ１ｙｉｎｇｉｎ
Ｎａｔｕｒｅ，1975,PlenumPress．

(6)種子田定俊，自己運動を行う物体の抵抗,Nagare，
９－２（1977-6)，１０．

ラスチック製の椅子は硬く，運転中に腰がいたく

(7)Nagai，Ｍ､，ｅｔａＬＳｔｕｄｙｏｎｓｗｉｍｍｉｎｇ

なるので，改良した方が望ましい。人力船はあく

ｍｏｔｉｏｎｏｆｖａｒｉｏｕｓｓｗｉｍｍｅｒｓａｎｄａ

まで人に優しくあるべきである。

ｍｅｃｈａｎｉｃａｌｆｉｓｈ，AdvancesmBioengi‐

本船はまだ実験船として未完成である。しかし，
以上の改善をするこによって推進性能は向上する
であろう。本学の大型機械魚による実績値1.5ｍ

／sを上回る可能性もある。また，今回の実験で
は翼形状を－種類のみしか使用していないので翼

形状による推進性能の比較は今後の課題である。
その上で翼とバネと最適な組合せを求める必要が

あろう。

neering（1982），ＡＳＭＥ,56.
(8)宮城・吉川・振動翼型舶用推進機の試作，１９８６
年度琉球大学卒業論文，（1987-3)．
(9)比嘉和弘，振動翼型舶用推進機の試作，1987年度
琉球大学卒業論文，（1988-3)．

⑩阿南信也，振動翼型舶用推進機の試作，1988年度
琉球大学卒業論文，（1989-31
00石嶺真睦，振動翼機構の研究，1988年度修士論
文，（1989-3)．

本研究の遂行，解析に当たって多大の助力，助言を

頂いた那須謙一助教授，井坂勝宰氏，比嘉秀樹技官及
び研究室の友人諸氏に甚深の謝意を表する。
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