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Abstract 

Japan team could get a gold medal at the female pursuit skating in Pyeongchang Olympics. There may be a fact 

that the air resistance is reduced by forming an in-line as the team compared with an individual single skating 

on the back ground. In order to confirm this phenomenon, we measure the fluid dynamic forth acting on three 

cylinders and consider the most suitable placement of them. As a result, it becomes clear that the air resistance 

of the second player becomes smallest in the three. Therefore, we can show the better formation of the pursuit 

skating from this experiment, and hope that this improves the Olympic record. 

 

 

1 緒言 

平昌オリンピックのスケート競技でパシュートの日本チー

ムが金メダルを獲得したことは記憶に新しい。その背景には

単独で滑走するのに比べて隊列を組むことによるチーム全体

の空気抵抗の低減が大きな役割を果たしており,流体力学的

に興味深いのみならず,工学的にも応用可能性のあるテーマ

である。パシュートは 3 名の選手が縦 1 列に並んで滑り,ス

タートからゴールまでの時間を競う競技であり,一般に先頭

を滑走する選手に比べて後方を滑走する選手に作用する空気

抵抗が小さくなることが知られている。この性質を利用して,

いかに後方選手が受ける空気抵抗を減らし,体力を温存する

かが課題であるとされている。 

この問題は流れの中に近接して置かれた複数のカラム周り

の流体現象に類似している。Sumner(2010)は 2つの近接した

円筒について幅広くレビューをしており,喫水直径比（アスペ

クト比）が 2.5より大きな長細い円柱および角柱についてカ

ラム間間隔が小さくなるにつれて下流側の円筒に作用する流

体力が著しく減少するという既往研究の結果をまとめている。

Shiiba ら(2017)はアスペクト比が 1.5 の低アスペクト比の 2

円柱および角柱について，類似した傾向を水槽実験により示

している。このように,近接した 2 つのカラムに作用する流

体力についてはすでに知見があるが,パシュートのように 3

つの物体が並んだカラム群に関してカラム間間隔と流体力の

関係をまとめた研究はほとんどない。 

本研究ではパシュートにヒントを得て,隊列に働く流体力

を定量化することを目的とし,3 円柱が種々に配列した状態

における抵抗（抗力）について実験的に計測を行って検討を

行う。すなわち,流れ方向に一直線に並んだ近接円筒群をパシ

ュートの隊列に見立てて,各円筒に働く流体力を回流水槽に

て計測する。円筒間間隔(選手間距離)や喫水(選手の姿勢),さ

らには円筒配置の流れに垂直な方向へのずれ(隊列のずれ)が

各円筒の流体抵抗に及ぼす影響を定量的に明らかにし,その

理由について考察する。そこから,パシュート競技のさらなる

記録挑戦に向けた戦術についてこれらの実験結果をもとに提

案する。 
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2 実験手法 
本実験では,円筒模型を実際のパシュートの選手と見立て

（Fig.1 参照）一様な流れのある水槽中に模型を 3 つ並べて

固定し,各々にかかる抵抗を測定した。2.1節において実験で

用いた主な器具を示し,2.2節において実験手順を示す。 

 

 

Fig.1 Arrangement of experiment 

 

2.1 実験装置 
実験は東京大学工学部船型試験水槽の回流水槽で実施した。

計測部は流れ方向に長さ 150cm，幅 60cm，水深は 50cm であ

る。供試模型は後述する円筒模型であるが,これを回流水槽底

面に配置する方法も考えられたが,回流水槽底部の流速分布

が明確でないことや,水上に配置する分力計との距離が長く

なって種々の干渉を受けやすくなることなどから，Fig.1 に

示すように水面をスケートの滑走面と見なして実験すること

とした。ただし,こうした場合，供試円筒模型を水面近くに配

置するので造波の影響が大きくなる。そこで，Fig.2 に示す

ような発砲スチロール板を水面に敷くこととした。これによ

って水面に境界層が形成されることになるが,供試模型円筒

上面との間隔を 5～10mm 程度とることによって,この影響を

極力避けることとした。 

(1) 円筒模型 
パシュートの選手と見立てる模型として,アクリル円筒を

用いた。円筒の直径（D）はすべて 10cmとし,円筒の高さ（H）

が 10cm のものと 20cmのものをそれぞれ 3つずつ用意した。

この円筒の高さの違いは,パシュートの選手の姿勢を考慮し

たものである。円筒には上面および下面に小さな穴をあけて

おり,水の出入りを可能にしている。これによって,円筒を水

中に沈める際に空気が抜け,浮力の影響を抑えることができ

る構造とした。 

(2) 分力計 
分力計は高精度の 3分力計（Fx = Fy = Fz =100 N）3台を

用いて,円筒に働く流れ方向（x軸とする）と流れに垂直な方

向（y 軸とする）の 2 方向の力を計測した。円筒と分力計は

直径 12mmの SUS棒でつなぎ各円筒の抗力と横力を計測した。

本実験では,上下方向（重力の向き）の力は計測していない。 

(3) 移動ビーム 
水槽の上部に Fig.3 に示す模型移動用のビームを設置し,

そのビーム下に上記の分力計を固定した。このビームにスケ

ールテープを張り付け x方向,y方向とも自在に移動・設定で

きるようにした。 

 

2.2 実験手順 
本実験を大きく 4つ（実験Ⅰ～実験Ⅳ）に分け,それぞれの

実験手順を以下の(1)～(4)に示す。 

 

Fig.2 Water surface plate in the experiment. 

 

 

Fig.3 Movable x-y beams on the circulating water channel 

 

(1) 実験Ⅰ 
円筒の高さ H（以下喫水と呼ぶ）を 3個とも 10cmに揃え, x

方向に一直線上に並べる。並べた 3 個の円筒を,水の流れの

上流側から順に，1st, 2nd, 3rdと呼ぶことにする。1st, 2nd, 

3rdの円筒の円の中心位置を x座標でそれぞれ x1, x2, x3と

する。x2は固定したまま,x1と x3を変える。ただし，各円筒

間の距離は同一とし,x 方向の中心間距離を Lx とする。すな

わち,(x2 - x1) = (x3 - x2) = Lxである。 

まず,回流水槽を止めた状態で Lx = 45cm(4.5D)の位置に円

筒を固定し,分力計のキャリブレーションと固有振動数の確

認を行った。その後，流速を 0.6m/s とし,Lxを 45cmから 5cm

ずつ小さくしていき,このとき各円筒にかかる抵抗を測定し

た。水槽を上から見たときと横から見たときのイメージをそ

れぞれ Fig.4 に示す。なお,分力計のサンプリングは各ケー
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スとも 100 Hzで 2分間計測した。 

次に,喫水 Hを 3個とも 20 cmに揃え,10 cmの場合と同様

に計測を行った。 

実験Ⅰで計測した全ケースの実験条件を Table 1に示す。

ただし,  Case8と Case16では, 中心間距離 Lxを 10cmにす

ると円筒が接触するので, Lx = 10.75cm とした。 

 

 
 

 

Fig.4 Schematic diagram of model arrangement at Exp.Ⅰ 

 

Table 1 Experimental conditions of Exp.Ⅰ 

 

 

Table 2 Experimental conditions of Exp.Ⅱ 

 

(2) 実験Ⅱ 
実験Ⅱでは, x方向にまっすぐ 1列に並べた 1st, 2nd, 3rd

の 3つの円筒のそれぞれの喫水 H1, H2, H3を個別に変えて

計測を行った。喫水の組み合わせを(H1/D_H2/D_H3/D)と書く

ことにする。例えば，H1 = 10 cm, H2 = 20 cm, H3 = 10 cm

の組み合わせは(1_2_1)と表記する。 

すべての喫水の組み合わせの内,実験Ⅰで実施した(1_1_1)

と(2_2_2)の場合を除いた 6 通りを計測した。その 6 通りの

それぞれに対し，中心間距離 Lx を最大 40cm から 10cm ずつ

減らし，4 ケースの計測を行った。流速 U は実験Ⅰと同じく

0.6 m/sで一定にした。実験Ⅱで計測した全ケースの実験条

件を Table 2に示す。 

 (3) 実験Ⅲ 
実験Ⅲでは,3 つの円筒の喫水 H を揃え,2nd の円筒の位置

を固定したまま,1stと 3rdの円筒を 2ndの円筒に対してそれ

ぞれ流れに垂直な y方向に逆向きかつ同じ距離だけずらした。

つまり,1st と 2nd の円筒の y 方向中心間距離と,3rd と 2nd

の円筒の y方向中心間距離は等しく,その長さを Lyとする。 

まず,3 つの円筒の喫水 H をすべて 10cm で揃えた。Fig.5 に

示したように,x 方向の中心間距離 Lx は 20cm に固定し,y 方

向の変位の大きさ Ly を 1cm から 10cm まで変化させ,10 パタ

ーンの計測を行った。この間,流速Uは0.6m/sで一定とした。

次に,3 つの円筒の喫水 H をすべて 20cm に揃え,喫水 10cm の

場合と同様に 10 パターンの計測を行った。実験Ⅲで計測し

た全ケースの実験条件を Table 3に示す。 
 

 

Fig.5 Schematic diagram of model arrangement at Exp.Ⅲ 

 

Table 3 Experimental conditions of Exp.Ⅲ 

 
 

(4) 実験Ⅳ 
実験ⅠからⅢでは,流速 U を 0.6 m/s で固定していた。そ

こで実験Ⅳでは流速 Uを 0.3 m/sに変更し,流速が変わった 
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Table 4 Experimental conditions of Exp.Ⅳ  

 
 
ときに円筒にかかる抵抗がどう変わるかを調べた。 

3 個の円筒の喫水 H をすべて 20cm に揃え,3 個の円筒は実

験Ⅰと同じように x 方向にまっすぐ並べ,隣同士の中心間距

離 Lx を最大 45cm から 5cm ずつ小さくし,計 8 パターンにつ

いて各円筒にかかる抵抗を測定した。実験Ⅳで計測した全ケ

ースの実験条件を Table 4に示す。 
 

3 実験結果と考察 

3.1 解析手順 

実験Ⅰ～実験Ⅳのデータをグラフにまとめ,比較する。なお

データをグラフにする際は横軸を円筒直径に対する中心間距

離(L/D)とし,縦軸を抗力係数として表示する。抗力係数は分

力計より得られた電圧値に零点,キャリブレーション係数を

かけて抵抗値とし,これを式(1)で無次元化した。  

 

𝐂𝐃 =
𝐅

𝟏

𝟐
𝛒𝐔𝟐𝐀

          (1) 

 

ただし, ρは水の密度, Aは円筒模型の投影面積である。 

 

3.2 結果と考察 

(1) 実験Ⅰの結果 

実験Ⅰで H/D=1の場合の実験結果を Fig.6 に示す。図中のシ

ンボル●，■，◆はそれぞれ 1st円筒，2nd円筒，3rd円筒の

抗力係数で，▲はこれら 3個の円筒の抗力係数の平均値を示

す。また，破線は単一の円筒の抗力係数を示す。この図から

以下のことが明らかになった。 

 

 

Fig.6 Comparisons of Cd of each cylinder at Exp.Ⅰ 

(H/D=1) 

 

Fig.7 Comparisons of Cd of each cylinder at Exp.Ⅰ 

(H/D=2) 

 

・単一で実験した時に比べて,すべての位置での抗力係数が

下がる。 

・最も抗力係数が小さいのは 2ndの円筒である。 

・円筒間距離が近づくにつれて,2ndと 3rdの抗力係数が下が

っていく。 

・1stの抗力係数は円筒間距離ごとにあまり変化しない。 

実験Ⅰで H/D=2の場合の実験結果を Fig.7に示す。図中の

シンボルは Fig.6と同様である。この図から H/D=2について

も H/D=1 の場合と同じことが明らかになった 

(2) 実験Ⅱの結果 

種々に H/Dを組合せた実験Ⅱの結果から，先頭の 1st円筒

の抗力係数の変化を Fig.8に示す。凡例の(H/D 1_2_1)は H/D

が 1st 円筒から順に(1_2_1)であることを示す。この図から

以下のことが明らかになった。 

・どの組合せにおいても 1st円筒が H/D = 1の場合は H/D = 

2に比べて抗力係数は 30%程度小さくなる。 

・どの組合せにおいても円筒間隔に対する抵抗係数の変化 

比較的小さい。 
 

 

Fig.8 Cd of 1st column for various combination of H/D 

 

次に 2nd円筒の抗力係数の変化を Fig.9 に示す。この図か

ら以下のことが明らかになった。 

・2nd円筒が 1st円筒より低ければ(H/D 2_1_*)，3rd円筒の

H/D にかかわらず抗力係数が最少で，最接近時に L/D=2.5

付近から抗力係数が負の値を取る。 

・2nd 円筒が 1st 円筒と同じ H/D の場合，実験Ⅰとほぼ同じ
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抗力係数変化となる。 

・2nd円筒が 1st円筒より高い場合(H/D 1_2_*)，3rd円筒の

H/D に関わらず抗力係数がこれらの組合せの中で最も大き

くなる。 

 

 

Fig.9 Cd of 2nd column for various combination of H/D 

 

また Fig.10 には実験Ⅱの 3rd 円筒の抗力係数の変化を示

す。この図から以下のことが明らかになった。 

・3rd円筒が 1stおよび 2nd円筒より低ければ(H/D 2_2_1)，

抗力係数が最少で，最接近時に抗力係数が零近くになる。 

・3nd 円筒の前方に 1 つでも高い円筒が存在する場合，実験

Ⅰとほぼ同じ抗力係数変化となる。 

・3nd円筒が 1stおよび 2nd円筒より高い場合(H/D 1_1_2)，

3rd 円筒の抗力係数がこれらの組合せの中で最も大きくな

る。 
 

 

Fig.10 Cd of 3rd column for various combination of H/D 

 

(3) 実験Ⅲの結果 

実験Ⅲで H/D=1の場合の実験結果を Fig.11に，また H/D=2

の結果を Fig.12に示す。この実験は Lx/D=2であるが，Lyを

変えて実験を行っているので，横軸を Ly/D で表示している。

図中のシンボル●，■，◆はそれぞれ 1st 円筒，2nd 円筒，

3rd 円筒の抗力係数で，▲はこれら 3 個の円筒の抗力係数の

平均値を示す。また,破線は単一の円筒の抗力係数を示す。こ

の図から,以下のことが明らかになった。 

・1stの抗力係数は Ly/D=0でも単一円筒の抗力係数付近にあ

るが,2ndと 3rdの抗力係数は Ly/Dの増加に対して単一円筒

の値に近付く。 

・H/D=1 の時は，Ly/D が大きくなると，1st 円筒だけでなく

3rd円筒も単一円筒の抗力係数よりやや大きくなる。 

・2nd円筒は Ly/Dが大きくなると増加するが，実験の範囲で

は単体の時より抗力係数を下回っている。 

 

 

Fig.11 Cd of 3 columns for various lateral deviations 

(H/D=1) 

 

Fig.12 Cd of 3 columns for various lateral deviations 

(H/D=2) 

(4) 流速の影響 

U =0.3 と U=0.6 の比較を試みた。実験Ⅳの結果を Fig.13

に示す。レイノルズ数は円筒の直径を代表長にして、それぞ

れ式 3.0×104、6×104となり, いずれも乱流転移領域には達

していないことがわかる。 

 

 

Fig.13 Comparisons of Cd between two different flow 

speeds (H/D=2) 
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これらのことから今回の実験範囲では抗力係数のレイノル

ズ影響は小さいと考えられる。 

 

4  結言 

本研究ではパシュートにヒントを得て,3 個の円柱が種々

に配列した状態における抵抗（抗力）について実験を行い検

討した。得られた結果を以下に要約する。 

1) 流れに平行で前後等間隔に配列された場合の円筒の抵抗

について, 

(1) 先頭の円筒の抗力は円筒間隔や円筒のアスペクト比

によって多少異なるが，単独の場合と大差がない。 

(2) 抵抗が最少になるのは 2番目の円筒で，円筒間隔が小

さいほど減少が顕著になる。 

(3) 3 番目の円筒の抵抗は円筒間隔が小さくなると減少す

るが,2番目の円筒ほど減少しない。 

(4) 上記の傾向は,円筒のアスペクト比,流速を変えても

基本的に変わらない。 

2) 上記の配置で円筒高さ H/Dがバラバラの場合，1st円筒が

低い場合，抗力係数は 30%程度小さくなるが，後方の円筒

の抗力係数がその分増加することが避けられない。 

3) 流れに対し斜めに配列された場合の円筒の抵抗について, 

(1) 先頭円筒の抗力係数は Ly/D=0 でも単一円筒の抗力係

数付近にあるが,2 番目と 3 番目の抗力係数は Ly/D の

増加に対して単一円筒の値に近づく。 

(2) 2 番目の円筒の抗力は Ly/D が大きくなると増加する

が，Ly/D=1(円筒直径分の横変位)でも単体の時の抗力

係数より下回っている。 

 

以上の実験結果をパシュート競技に反映すると先頭の選手

の負担は単独競技の場合とそれほど違わないものの，2 番目

の選手の負担が最も小さくなることがわかった。このことか

ら,実際の競技で従来のように交代の際に先頭を牽引してい

た選手が最後尾に行くのではなく,先頭と 2 番目の選手が後

ろに下がり,3 番目の選手を先頭にすることで,直前まで隊列

を牽引していた選手が真ん中の最も楽な状態で疲労回復をす

ることができ,あるいは全体の記録アップが期待できると推

測される。 
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