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中層トローJレに闘する一考察(績報)

ワーフ・の長さとオツターポー l'~の開主との闘係につい℃

高

林

橋

喜一郎 (水産機械拳教室j

廃 嫡 (水産機械拳教室)

A STUDY ON FISHING TR.AWL  OPERATED JN ANY DEPTH 

OF SEA-WATER (CONTINUED) 

QN THE RELATIONS BETWEEN THE LENGTH OF 、，VARPAND THE 

FRONT AGE QF QTTER -BQARD 

Kiichiro KQBAYASHI n.nd Hiroya TAKAHASHI 

(Faculty of Fisheries， Hokkaido University) 

In the previous report concerningもhfishing tr品wlwi七ha type of otter也ra.wloperated 

in n.ny dep叶1of sen.-wn.ter， the writers hn.ve stated the relations betwecn the length of w品rp

and the depth from the surface of sefトwater downもothe tra.wl net， as deduced from 

vertical equilibl'ium. In the present report， the authors h!1Ve induced a theoretical eqUl1tioll 

(3) on the relations between the length of warp l1nd the frontl1ge of 0批er-board，deducecl 

from horizont111 eqllilibrium. AIso， they clcmonstri功。dthe caluculaもedresulもSof one example 

'as shown in Tぬい 1，ancl Fig. 2 and 3， and have l1dded some discussion of仙 eresults. 

筆者等は先に(1)オツタートロ~}レの形態をとって、網を中居任意の深度に保持ナる方法のーっと

して、ワープの長さのみを加減するととについての理論的考察を試みたのであるが、ワ{プの長さの

みを費化させると網の深度は費るが、一方オツターボードの関口も費化し、従ってワ{プ0 長さの短

縮にも或種の制限が存在ずるととt::指摘しておいた。本報告は、此のワ戸プD長さの襲化が、オツ

ターボ{ドの聞きに如何なる影響がるるかをと理論的tL拾討したものである。

Fig. 1はオツタ{トロールを線潤で表はした平面固とする。

オツターボ{ドが、其の商に垂直な方向'[[..動く時に受ける抵坑を P.L..面と角 9をなナ時に受ける

抵坑を Po とすると、 Duchemin(2) により

Pa =p， _ 2s~旦ι
" -~ 1十日in2g

グラシドロープとへツドロ戸プの張力をF、その移動方向の成分を f"とすれば、 f"は網の受ける

抵坑で、とれを垂直な1方向D成分 f.L は、付根で綱が移動方向となす角を E とすると、

fム=fυtan'6 

η ー・プは移動方向と角 vをなし、張力を T とずれ，ば、弐式が成立つ。(3) 
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(1) T cosヂ=Pょ. 2 sin
2
(J一+f" -ーーー，ーーーー

~. 1+自in2 (J 

T sin<p=九三豆旦q三竺ι-fHt4212 
1+自in2(J 

(2; 

(1)より

'1' cos <p -f" 
2Pょー但 c倒 ψ-f勺l

d
 

av n
 

従って

cos {} = ../1て五百五一= I~Pム -2(T ∞日ψ-f勺
四品 ~..' tJ '̂ 2Pムー(TCOS<p-f勺

此等を(2)式に天れて

/-'1 cOS十ーf"- /2Pょ-2但cos<p-f") 
hinjP42PF但白石コ");/互P.L-(Tc函<p-flff 

<p= 一一一一一一一一一一二 一一一一一f刊n.nr; 
T coso-f" 

1十一一一一 一一一一一一一
2pムー(Tco日<p-fll) 

;/ (T cos~-f勺 (P.L-T cO岬 +f")=w玄

雨謹をTで除し、且移行して

1， __" f万一---:P~I一一一
=M2A/(cow-T )(T Ty一倒的-s1n<p 

.r" -T-tan'; 

1J 

円す1.PQane schelT1l1.tic 

ti~vre of ottey・ty，ωι. P I f" 
乙 Lに於て ;ι=3.，ー:n--= b とおきT --， T 

¥31 -Sll1<p - - ー 国 ー ー ー ー ー ー(cos<p -b) (n.+ b -cos~) 

(3)式には芸大ο係件が必要である。

(oos~ -b) (n.+ b -cosψ，)>0 

b tl1'; =v' 2 v' 

¥41 a+b>cos<p>b 故に

v' 2 v' (co日ヂ-b) (0.+ b -cos~) 及び

(5) a+2b+ v'a2 +2b2十2ab-1 >cos<p>a+2b -v' a2 +2b2十2ab-1 ---故に

とれをまとめて

a+b>cos<p>a+2b-v'a2十2b2+2ab-1

も=0([)時、即ち網隔に泊うて測ったオツターボードの間隔を 210'

2B，ワ F プの長さを L とすれ，1ま

B' .10 sin h 

LL B I。日inl; 
ー.-一一一五一一一一ーーー=ーーーーτーーーーー一ーーー

自1n({J Sln ({J 

(3)， ¥61， (7)， (8J ([)式から、ワープの長さと、ォツグ戸ポ{ドの開口との閥係が求められる。

であるから

目ーーーーーー・司ー『ーー・・ー (61 

曳行中のオツグ{ボード0

bくa+2bv' 112 +2b2十2ab-1a十bくa十2b+v'a2十2b2+2ab-1然るに

主えに

開口を

(71 

(81 

191 

例】算
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【計

Pム=f"、即ち a=bとする。

161ょT 2a>cos<p>3a-v' 5302-1 



とれ，ょ !Jaの範囲を求めるには

5a2 -1>0 a>-LM3a-J5M-1 く 1 ・.1>a>1!2 
v'5 

v SJll rp E SJll れ"o=ζB1ー.ll1JB6i1nIIeV、=L. i. 

250 50' 0.4358 0
0

58' 0.0166 0.D3 

210 33' 03673 7
0 

571 0.1383 0.37 

180 11' 03121 13
0 

5' 0.2264 0.72 

16 15' 02798 150 5ぴ 0.2728 0.97 

14
0 

4' 0.2431 180 50' 0.3228 130 

110 28' 0.1988 2Z 14' 03783 1.90 

90 56' 0.1725 240 

9' 0.4092 237 

80 

6' 0.1409 260 21' 0.4438 3.16 

デ 43' 0.09% 29
0 

4' 0.4858 4.87 

Z 33' 0.0445 3Z 27' 0.5365 12.05 

の 2保件があるから、とれ

を纏めて

1>a>1!2 となる。

毛穴にワ{プの長さを加減

出来る範園を最大にするに

は V を大ならしめれ，ばよ

い。即ち(9)の右漫を最'1、な

らしめる aCD値を求めれば

よいから、右謹の徴分を O

とおいて、 aの値を求める

と

Tab1e 1. Numerica1 va1ues of cp， ':" B.'lo and L!l。

co向 V
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.f1=一一==0.63

v' 5 

従って 1>cosso>0.S3 

計算の便宜上、 a=O.6S..0.7として上詑の範

園の cpCD種々な値に封しでも， Bfl。及びL'1。を

数値計算した結果を Tab1e1に示した。叉慌

軸に cp，縦柑lに B!lo.L!l。をとって、グラフに

示したのが Fig.2，横輸に T~!l。縦軸にB/l。をと

ってク凋ラフに示したりが Fig.3である。以上

。計算結果を要約説明すると、弐の如くなる。

P=f"なる如く、網とオツグ{ポ{ドとの大

きさを定め、 且つワ{プの曳行角度を、 例え

ば、 SO6'とした時に、 PJ../T=0.7なる如ぎ 9を

(1)式J:t求めると、 22。となって、オツターポ

{ド白取付角が定まり、その時の1，=3.161
0
，

B=O.441。となる d 失J亡とのワープノ長さをのば

して、例えば L=4.S1。とすれば、 B弓0.491
0

と

な P、叉縮めて L=1.91。とすれば、 B=O381
0 

となる。との装置に於ては L>21。の範園では

ワ{プの長さの費化に封して、オツグ{ポ{ド

の関口の費化は少いが、 L<21。に於ては開口

は著しく減'1;ずる。

会く同様にして Pムキf"の場合も検討する事

が出来る。
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【附記】

本報告は、噴火構の総合的研究なる課題による文部省事l態試験研究θ 一部をなす稚魚トロールの研

究の予備的考察としてたされたもので、研究主任井上敷授よりは終始御指導を仰いだ。と .¥.K深甚な

る謝意を表する。
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OH2表に依る傍子午線高度緯度法に就いて

日

平

向

岩

政 明 く航海運用車教室〉

節 く航海運用事教室〉

ON THE LATITUDE BY EX町MERIDIANALTITUDE BY CH2 TABLE 

Masaaki HYUGA and Takrtshi HIRAIWA 

(Faculty of Fisheries， Hokkaido UJliversity) 

Latitude by meridian a1批 udeis the quickesもmethodby which to calculatc the Iatitude. 

However， it is not always possible to get an observatioll when a heavenly body is just on 

thc meridian. 

In such cases， the latitude m'l.y be fouad by an eX-:l1eridia:l altitude when the object lies 

near tbe meridian. There are several methods by which this may he doae， but thc CH2 

reduction method is generally used. Hereupon， one must bear in mind that he can obtn.in 

an exacもvalueby meridian altitude， but nO'七 alway自白0'by ex-meridian altitudc. 

The re:弘SOllSarc as follow自:

1st reason is that the reduction is calcllhted by estimated 1:凶itudeand longitude. 

2nd reasonお日 も山ha瓜色 b山hevalue of 日E令ト同G叫a叫L札山lled

ion， and yeも七heformer is go抗enhy an approximate calculation. 

And the mnge in wluch CH2 redllction to be u日edis generally determined by t1le 

limit of hour angle， wlrich means an allowable 1'ange of e1'1'o1' due to 2nd re'¥son. 

For the above reason日， 1もgoeswi七houtsaying七hat七hec九lcuht冶d1杭itudeis not lIeGe臼s-

arily exact. Accordingly the writer日 regreもtha七品。 CH2 table can noもbeusecl practicfl.lly 

to full extent in all cases， the range of hou1' angle being limited. 

On the日epOilltS the writers want to st'lte the e1'rors and t'leseもreatmentsin the CH2 

table of the Nautical Tables published by七heSekiseikai (もhelim抗日 Hour? .. ngle <61a， 

Redudion <131') which are 11日edalmost univer日allyby navigato1's in Jap品n・

The above e1'ror日 III もhetables are demons七raもedin Tables 1， 2， 3， & 4 and they are 

treated by Fig. 1 and 2. Ou the other hand， errors occur due七oestimated 1a七i七ude九n，1
longitude， of which出eerrors due to the former are eliminated hy t!le repe七itionof calculation， 

while tho自edue to the lat七erare originally different fro:n也eformer and no七eliminn;七d

unless the correcもlongitudei日 known.

Therefore， the writers came to a concIu日ionthat we are to get a position line by :ln 

estim九七edposiもioninsもeadof a line of latitude. 
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