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1.ま　え　が　さ

第2報1)において疲浪発'F3:装置用浮体としてのSalter

Dluckの優秀性を明らかにしたが,これまでは二次元問

題として解析を行っており,実用化を考慮するとその三

次元影響を知ることは重要である･

そこで▲別報2'に従って, Salter Dluckを規則液中で

運動する細長体と見倣して三次元流体力を求め,第1報3)

の二次元流体力との比較を行った･

座標系記号は前報までと同様である･

2.計　算　方　法

本計算法は丸亀法41の非対称物休を含む一般の場合へ

の拡張であるが,通常の細長船理論と同様,微小運動と

細長形状が仮定されている･ただし,振動数の大小は仮

定されておらず,幅広い振動数域で適用することができ

る.詳細は別報2)に譲るとして,解は二次元問題の解と

三次元影響とで構成される.二次元問題の解には第1報

に示したものを用いる,

計算例は第2報において最も効率が高いことが示され

た後半部全役形状To/2Ro=≡ 1.0　の場合のみであり,

細長比2R｡/i-0,25である･ (T｡, R｡は第1報Fig･

卜1参照).

3. radiation流体カ

Flg1 3-1にsway, heave時の付加質藍と0点まわ

り･G点まわりでroll　した場合の付加慣性モーメント

を示し, Fig･ 3-2にはFig･ 3-1に対応する造波da-

mpingを示す･また, Fig･3-3には0点まわりのroll

とswayの運動をした場合に生じる遵成流体力を示す

比較のために二次元の各々の対応する流休力を破線で示

す.ここで,三次元の各流体カは単位長さ当たりの値に

してある.

ただし, Fig･ 3-2の造波dampingには浮体表面の
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旺力積分より求められる別報21の(25)式より,

N"--pw(Fり-Fり*)/2　　　　　　　日)

と求めるのではなく,浮休より無限遠方へ散逸するエネ

ルギーより算出する次式,

･り-豊[_wqH,(♂).H,*(♂)dβ (2)

によった･それは, (I)式によるものと(2)式によ

るものとに差がFI-:じるが, (2)式によるものの方が桁

度が良いと推測されるからである.差がfF.じる理由は摂

動展開法による近似解のうち一方は内部解を利用してい

るのに対し,他方は外部解を用いているためである.両

者の差の一例をFig･ 3-4に示す･差がよく判るよう

Flg　3-1 Added mass and added moment of inertia
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Fig･ 3-3　Hydrodynamic cross terms

にFig･ 3-2とは縦軸を変えてある･

4. KochiTl関数

β-士Zr/2(β-7r/2はy軸の正方向に向かう波を

意味する･)の場合のKochin関数H, (±7E/2)を示す

Fig･ 3-5-3-8は各々sway, heave, 0点まわり

のrollに対応するKochin関数の絶対値と位相である.

比較のために二次元の値を破線で示す･ただし, ra-

diation　流体力と同様に三次元のKochin関数は単位長

さ当たりの値である･

5.結　　　　　論

1) Salter Duckの流体力･ Kochin関数については,

本計算法によると2R｡/i- 0.25の場合二次元と単位長

さ当たりの三次元の値の間には造波dampingを除いて

大きな違いはない･
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Flg･ 3-6 Kochln function of heave H3(±号)

造波dampingの値は一般的に二次元と比べて単相長

さ当たりの三次元のjJJが小さい.特にKRoが零近傍で

は大きな違いが出る(Fig･3-4参照)･

2)本計算法は1nCOnSIStent　なものであるので,正確

にはfり-I"とはならないが, Figl 313　にみられ

るように実際の数値計算の結果では良い一致を示す.

(1980年4月2日受理)
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Flg･ 3-7 Kochin funct10nOf roll H4 (土号)
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Fig･ 3-8 Kochin funct10n Of roll H4G(士号)
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