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線形ディフラクション問題における

ハイブリッド法によるー解法*1 

高木

山本

力*2 * 3 .平 石 智

本 勝

徳*3

昭*3勝太郎*3 ・梨

A Solution of Linearized Diffraction Problems by Hybrid Method 

Tsutomu TAKAGI*2. *3. Tomonori HIRAISHI刊，

Katsutaro YAMAMOTO吋， Katsuaki NASHIMOTO * 3 

Abstract 

As an att巴mptto estimate wave forces on aquaculture facilities and wave height distributions around them. a 

numerical analysis for wave forces on structures and scattered waves was examined using a hybrid method. In 

the pr巴sentmethod th巴 fluiddomain was divided into inn巴rand outer ones. and the imaginary boundaries were 

set betw巴巴nthese domains. 

Numerical solutions on imaginary boundaries based on th巴 three-dimensionalGreen's formula in the 

inner domain were matched with num巴ricalones. which satisfied the radiation condition and based on the two 

dimensional Green's formula in the out巴rdomain. Consequently. the velocity potential could be determined. 

considering other boundary conditions in the inner domain. Sinc巴 th巴 imaginaryboundari巴swere placed near the 

structures and th巴 fundam巴ntalsolutions of kernels of integral equations are very simple. the computer programs 

could be easily dev巴lopedand the computational efforts are also able to be reduced. 

The comparison between th巴 resultsthat were obtained from the present method and the exact solutions 

reveal巴dgood agreements. The effect of the number of dividing boundary surfaces was investigated. It was 

known that for obtaining accurate solutions. its element length should be less than one per seven of water depth. 

1. まえがき

内湾などの自然環境悪化により増養殖施設を沖合に設

置することが以前から要望されており，それにともない

耐波性のある施設や静穏域確保のための消波堤の開発が

重要な課題となっている。そのため，これらの施設に作

用する波力や周辺の波高の状態などを正確に推定するこ

とが必要である。このような構造物と波との相互干渉問

題に関しては，速度ポテンシャルの境界値問題として理
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論的に取り扱うことができ，その解析手法も構造物の形

状など状況にあわせて造船工学や海岸工学分野で種々開

発されている。このうち 3次元構造物や浮体を対象とす

る問題では自由表面，水底面および無限遠方での放射条

件を満たすグリーン関数を用いた方法が一般的に使用さ

れている。

Isshiki et al. 1)や Maeda引は.i皮源強度とグリーン関数

の積を没水面上で積分して浮体没水面上のポテンシャル

を求め，円形と正方形板浮体の流体力について計算した。

清川ら引はグリーン関数とグリーンの定理により，浮体

表面上の未知ポテンシャルに関する積分方程式を導いて

直方体の波強制力などを計算した。しかしグリーン関数

自体は複雑な関数で一般に式の展開は煩雑になる傾向が

ある。また，この方法ではある周波数の波動条件では解

を求める際に発散してしまう lrr巴gularfrequency 4)が存

在することが確認されているほか，グリーン関数を級数

展開するときの収束性に問題があるとの指摘もされてい

る5)。

これに対し積分方程式内のグリーン関数の代わりに基

本解を用い，全境界面に対する積分方程式を導いて数値
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的に解く方法がある。これはグリーンの公式による解析

法あるいは境界要素法としてよく知られている。前者の

方法に比べて積分核となる関数が極めて単純な形となる

ため難解な理論は必要とせず，その適用は容易である。

また，波動の周波数成分についても特に考慮する必要は

ない引。しかしこの反面，領域中の全ての境界面に対

して積分演算を必要とするためグリーン関数法に比べて

計算量が大きくなってしまうという問題がある。そのた

め3次元物体を扱った境界値問題で基木解を適用した例

はあるが7)ー10) グリーン関数法に比べてかなり少ない

のが現状である。また，これらの研究は計算量を少なく

抑えるため構造物の形状に制限を設けている場合が多い。

しかし様々な形状や大きさの構造物について解析する場

合，グリーンの公式による方法は極めて取り扱いが簡便

で汎用性があることから全体的にみると効率的な解析法

と著者らは考えている。

そこで，本論文では基本解を用いたグリーンの公式に

よる解析法の有効性について検討を加えるため，水面に

固定した構造物の波力と周辺波動場について計算を行な

った。解法に関しては，構造物近傍に仮想、境界面を設け

て流体領域を内部と外部領域に分け，内部領域では支配

方程式の基本解を用いた 3次元におけるグリーン公式を

適用した。一方，外部領域では一定水深の条件のもとで

ポテンシャル関数を鉛直方向と水平方向に分離させたと

きに得られる Helmholts方程式の基本解を用いて 2次元

グリーン公式を適用した。このとき，内部領域では自由

表面，水底面および構造物表面上の境界条件を考慮し，

外部領域では Helmholts方程式の基本解が放射条件を満

たすことにより両者の解を仮想境界面上で接続させて問

題の解を得るハイブリッド法を適用することにした。こ

のようなハイブリッドな解析法を用いた例は他にもあり，

瀬戸口)12)は内部領域に有限要素法を適用し，仮想境界

面で解析解と接続させる方法を用いた。しかし有限要素

法は領域内部まで要素分割する必要があるので，境界面

上のみですむ境界要素法に比べると計算容量や速度の点、

で不利となる。また清川・大山 8)や金戸ら 10)は内部領

域に境界要素法を用い，外部領域の解析解を接続する方

法を用いた。しかし前者は対象が軸対称構造物に限られ，

後者は対称性を有する没水水平板に対する計算例を示し

ているにとどまっており，境界要素法の特徴を十分活用

しているとはいえない。これに対し本方法では，構造物

の形状は任意とした。また，外部領域に 2次元グリーン

公式を適用しているため仮想境界面の水平断面形状も任

意に設定でき，未知数の増大を抑えて計算容量の削減を

図ることができる。

本論文ではまず，解析方法について説明し，要素分割

数が計算精度におよぼす影響を考察する。そして水面に

固定された直方体および四角錐形の波力と周辺波高分布

についての計算例について示す。

2. 解析方法

1) 境界条件と基礎方程式

Fig.lに示すように，水面上に座標原点をとり，構造

物を取り囲むような無限遠方の境界 S∞を含む領域Qを

設定する。入射波は x軸に対して 8の角度で入射する。

流体運動に速度ポテンシャルφ(x，y， z， t)の存在を仮定

し，時間依存項を分離して次式のように表わす。

φ(x， y， z， t)=同(x，y， z) e叫……(1)

ここに， ωは入射波の周波数， iは虚数単位である。

自由表面では微小振幅波運動と仮定すると， rtに関す

る流体の連続条件と水底面 SB，構造物表面 Sv，自由表面

SFにおける境界条件は次式のように表わせる。

一δδ2X4一2+002y42+一002z一4言“=0 (in 0) -・・・(2)

τδo一同ν =0 (on SB， Sv) -・・・(3)

δ回世2
-・・・(4)一一'-rt=O(onSF) 

δz 9 

R→・m∞J一R/il-δδ-R4-1hd1 / l=0(on S∞) -・・・(5)

ここに，9は重力加速度， δ/dν は水底または構造物表

面の法線方向微分を表わす。また， (5)式は無限遠方での

放射条件を表わしており ，kは波数，Rは原点、からの水

平距離を表わしている。

2) 外部領域と 2次元におけるグリーンの公式

Fig.2に示すように構造物近傍に鉛直な仮想境界面

Scを設け，この面と，自由表面 SF，水底面白，および無

限遠方に設置した境界面S∞を含む外部領域00叫を考え

る。 Ooul内での水深 hを一定とすると，領域内のポテ

ンシャル関数 rtoul (x， y， z)は鉛直方向の固有関数と平面

2次元のポテンシャル関数を用いて次式のように表わさ

れる。

S 

Fig.l Coordinate system and boundaries. 
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s60叫(X，y， z)=筈!.{め(z，y)Zo(z)+504n(川 )zn (z)} 

・・・・・・(6)

ここに，tjは入射波の振幅， hは入射波のポテンシャ

ル関数，Zn(Z)(n=O， 1， 2，…)は固有関数で次式で表わ

せる。

s6j(x，y) =-iexp{-i(kxcos8+kysin 8))......(7) 

， cosh k(z+h) 
~VUU ~ \~ • (n=O) 

cosh kh 
Zn(Z)=1 

I cos kn (z + h) ~W~n\~' (n=l，2，…) 
cos knh 

-・・・・(8)

式中の hおよび knは次式の分散関係式より得られる。

(02ι_ f kh tanh kh (n= 0) 
1 …(9) 

g l -knh tan knh (n= 1，2，…) 

また，ん(X，y)は反射波および散乱波を表わすポテン

シャル関数である。いま，s6n (X， y) Zn (z)を(2)式に代入す

るとs6n (x， y)に関する次式の Helmho¥tz方程式が得られ

るo

;:)2 ;:)2 

孟2s60 (X， y)+右前(X，y)+向。(X，y)=O (n=O) 

......M) 

;:)2 ;:)2 

主2s6山，y)+三..2戸μ，y)-kn
2s6n(X，y)=0

Uん ay- (n=l，2，…) 

・・・・・帥

帥および帥式に対する基本解を Gn(γ)とすれば，構造

h 

Fig. 2 Outer domain. 

て境界F上のみの積分方程式が得られることになる。し

たがって，次式に示す平面2次元におけるグリーン公式

が成り立つヘ

九(Z232)=LMnM£ι(r)

-Gn(γ)か(勾幻)凶 """(13) 

物から無限遠方での放射条件を考慮してこれは次式で表 ここに，積分はF上の反時計四りの線積分で，a/avは

わすことができる 13)14)。 境界Fにおける外向き法線微分を示している。

|すHo(!)(kr) ( n =0) 
Gn(r)= 1 

l ~ Ko (knr) ( n =以)

-・・・(12)

ここに， γはFig.2に示すように領域.o.OUI内の任意

点、 (Xi，Yi)と境界「上の点 (Xj，y)聞の距離を表わしてい

る。 Ho(1) (kγ)， Ko (んγ)はそれぞれO次の第 l種ハンケル

関数，第 2種変形ベッセル関数である。これらは時間依

存項を exp-iωIとしているのでH。ω(kr)は γ→∞で外方

に発散する進行波を表わしており ，Ko(knr)は構造物か

ら離れると急激に減少する擾乱を表わしているo a，β 

は(Xi，Yi)が境界線F上にあるときは α=2，β=π とな

り，境界線外にあるときは α=4，s =2πとなる定数で

ある。ただし fおよびr∞はそれぞれ仮想境界面 Sc，

S ∞の水平断面形状からなる境界線を表わしている。

(l2)式の G.(r)とs6n (X， y)をグリーンの定理に適用する。

これに(5)式の放射条件を課すと f∞上の積分項は消え

境界線「を N]個の線素i1fjに分割し，それぞれの線

素上で九(Xi，Yi)，れ(Xj，Yj)は一定値れ(j)，れ(j)をとるも

のと仮定すると， (13)式の境界積分方程式は次式のような

離散化方程式として表わすことができる。

N，一
九(j)=宅[Gnijs6n(j)-Gnij s6 n(j)J (n=O，l，2，・・)

G"ii= ntJー

÷Lrf(財)ds(n=O) 

去材孔L乃f♂戸K汗Kιo(knr) dゐs 阿 ，2， ...) 

|付士叫Lムr乃J£Hoぷ川(

・・・・・・(14)

-・・・(15)

Gni“j= 1 _ _….日..日…"(1帥0 
I 1 r a 
， ~ r ::: Ko(knr)ds (n=l，2，…) I s Jl>.fjaνu¥"'n 

ここに，s6n(j)は仇(j)の各線素における法線方向徴分
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{直を表わし，各線素上のポテンシャル値れ(j)は線素中

点での値で代表させるものとする。

3) 内部領域と 3次元におけるグリーンの公式

Fig.3に示すように構造物表面 Sv.仮想境界面 Sc.自

由表面 SFおよび水底面むを含む内部領域を llinとする。

領域Uinのポテンシャル関数を戸川(X.Y. z)とすれば境界

面上では. (2)式に対する基本解 1/4rrr'を用いて次の 3

次元におけるグリーンの公式が成り立つ6)印。

再開(Xi.Yi. Zi)= 域内(Xj.Yj勾)£(l/〆)

川 )jFd内

ここに.rPin (Xi. Yi Zi)は領域llin内の任意点でのポテン

シャル関数， 再開(Xj.Yj z)は領域llin内の境界面上の点

におけるポテンシャル関数で.r'は(Xi，Yi. z;). (Xj. Yj. Zj) 

聞の距離をあらわしている。 ffsdsは領域llinの境界面

上を面積分することを意味し， δ/δν は境界面上の外向き

法線微分をあらわしている。また， イは (Xi.Yi. Zi)が境

界面上にあるときは 2rr，境界面外にあるときは 4π を

とる定数である。いま，領域llinの境界面を N2個の面

要素に分割して，各要素上でのポテンシャル値が一定値

をとるものと仮定すると制式は離散化して次式のように

表わすことができる。

]
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dv 
-・・・・同

ここに，Oin(川か問(j)を表わしており C'ij，C'ijは

次式に示すような，面要素.4Sj上での積分値である。

Q向j-a己去却坑ケ~j]北j]江U江ιムんd必叫ぷJ5勾ぷ戸(1川l

E己トi)戸 a'ま却机j]北U札dJ川 ) ds -・・・(19)

また，各面素上でのポテンシャル値 rPin(Xj. Yj. z)は面

素の図心上での値で代表させるものとする。

c
'
 

cu

一

r
A
-

/
一

b
ノ

'

n
沼

Fig. 3 Inner domain. 

4) 内部領域と外部領域の鍍続

グリーンの公式を離散化表示した同式に関して，仮想

境界面 Sc上での接続すべき解は無限遠方での放射条件

を考慮したポテンシャル九 (X.y)の一次関係式(帥式)

から得られる。そして水底面 SB.構造物表面 Svおよび

自由表面 SFにおける境界条件(3)，(4)式を考慮すれば内

部領域内の境界面上の未知ポテンシャルに関する一次関

数式が得られることになる。

いま，領域llin内の各境界面の要素分割個数について

SB を l~NB. Sv を NB+1~Nv.SF を Nv+ 1~ NF， Scを

NF +1~ N2に分割し，同式を(2)，(3)式から次式のよう

に表わす。

NB_ Nv 

rPin(i) = -I:Ci;rPin(j)- I: CiiOin(j) 
j~l j~NB+l 

NF ，..2 ー

- I: [ーC'ii-C'ij]rP以j)
j~NV +l 9 

さ [σふ (j)-G'ii rPin(ρ] …co) 
j~NF+l 

一方，仮想、境界面上では領域llin内のポテンシャル関

数約n(X.Y. Z)と領域llout内のポテンシャル関数rPo叫 (XふZ)

は流体運動の連続性から次式の関係が成り立つ。

rPin (X. y. z) = rPout (X. y. Z) l
 

h
M
 

J54山 yZ)=jpdout(x y z) -・・・(22)

ここで， Fig.4に示すように仮想境界面の鉛直方向の

分割数を m個の面素に分割し， (2]， (22式の関係と ~4)式

を用いれば，帥式の右辺第 5，第 6項は次のように表わ

すことができる。

N2 一
m N1 

I: [C'ii〆e 再抗九11叩n(υωjρi)一Gσij 匝仇れ3ロ川，

j~NF+l l~l k~l 

+z4n(h)Zn(l)}G;lhidI(h)Zo(l)+Zodn(h)Zn(l))] 

-・・・(幻)

主主

Fig.4 Dividing imaginary boundary surfaces. 
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ここに，Cilko rt 1 (k)，れ(k)，20(1)， 2n(1)はそれぞれ対応す

る面要素に対する C'中山(X，y)， rtn(x， y)， 20(z)， 2nCz)の値

を示し，同I，Cふは戸[.Cilkのそれぞれ法線方向微分値を

示す。れおよびれに関する無限個の級数項数を有限個

で打ち切り ，rtin，れと同数の連立方程式を立てれば制式，

例式およびω)式を用いて未知ポテンシャルを数値的に決

定することができる。

5) 数値計算の方法

(14)式中の Cnij，Cnijは帥式および同式で表わしたもの

を次式のように近似して算定した6)。

|ま{Ho(l) (kr)} Jrj 

Cn;;= 1 

~.， 1-士{(y一山04斗)

|与{K仇け}Jrj

C";;= 1 

， 1 士{(y-1)+log与rj}Jrj

(i，，: j) 

..・・・・凶

(i= j) 

(i，，: j) 

・・・・・・(お)
(i= j) 

ik，.，. (1¥ 1. ¥(Xj -Xi)JYj -(Yj -Yi)J Xj 
1 -:::::"H/ll (kr)'~) '""-J) 'J} J"-'"} 

a r 
(i，，: j) 

Coij= 1 ……聞

l 0 (i= j) 

r kー(Xj-Xi)JYj一(出-Yi)JX I -s Kl(Knr)'~' ~"-J ， r 'J' 

Ci，，: j) 
Cnij= 1 ……間

l 0 (i= j) 

ここに，yはオイラー常数で y=0.5772156， H1(l) (kγ)， 

K1(knγ)はそれぞれ 1次の第 l種ハンケル関数および第

2種の変形ベッセル関数である。 JXj，J Yjは線素jの長

さを Jrj， X軸と線素のなす角度をめとしたとき，次式

で得られる値である。

JXj=Jrj cosめ -・・・(28)

JYj=Jrjsin (Jj -・・・(29)

(14)式を行列表示させると，次式のように表わすことが

できる。

Cnll --- Cn1Nl 1 r rtn(l) 

CnNll ---CnN山 11 九(N1)

Cnll -1一一一-Cn1Nl 

CnNll -----CnN1Nl -1 

-・・・(30)

れ(1)

rtn(N1) 

左辺の正方行列を [Gnij]，列ベクトルを[仇J.右辺の

正方行列を[Gnij-O'ij]，列ベクトルを [rtn]とすれば，

[れ]= [Cnij]-l [Cnij -dijJ [仇]……(31)

とおける。行列[Cnij]-1 [Cnij -O'ij]の 1行j列要素を Hnij

とすれば，仇(i)は次式で表わすことができる。

N， 
仇(i)=5ffyzi出 (j) -・・・・ (3~

ただし，dij はクロネッカーのデルタで，i=jのとき

dij=l， i ，，: j のとき ðij=O である。 (3~式の関係を(23式に

代入してれ(k)を消去し仇の級数項の打ち切り項数を有

限個の n'とすると次式のようになる。

NB _ Nv _ 
rtin(i)= -I; C'ijrtirU)- I; C' iりJ再九Z口叫y

j=l j=NB+l 

NF ，，，2 ー

+ I; [とG'ii-G'UJ九(j)
j=NV+l 9 

m N， 
+ I; I; [C' ilk {rtI(k) 20W 
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C'ilk{戸1(k) 20 (z) + I; rtn (k) 2n(l)} ] -・・・・倒

ただし，左辺の戸川i)はiが仮想、境界面 Sc上にあると

きは rtI(ρ) 20 (q) + I; rtn (ρ)2n(q) (P=l，2，…，N1)， (q= 

1，2，…， m)をとるものとする。また， C'ψC'ijは次のよ

うに近似する。

C'ij= 

-・・・・・ (3~
Ci= j) 

Ci，，: j) 
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ここに， dSJは面要素 Jの面積，M，Lは面要素jを長

方形面素としたときの縦，横の長さ， dは面要素 iの図

心から面要素jに下ろした垂線の長さを表わす。

(幼式から領域ninの境界面の要素分割数NF+N1Xmi固

の独立した l次関係式が得られる。また，式内の未知数

は再開(j)に関しては NF個，れ(k)に関しては N1Xn'個で，

合計 NF+N1X n'個となる。したがって，仮想境界面の

鉛直方向の分割数 mとrtnの級数項の打ち切り項数 n'
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3.0 を等しくすることにより ，NF+Njxn'個の未知数に対

する同数の 1次関係式が得られ，全ての未知ポテンシャ

ルを決定することができる。以上の方法は仮想境界面が

構造物喫水線から離れていた場合であるが，内部領域

Dinの水深が一定の場合や，水底面の形状変化が構造物

喫水線の内側におさまっている場合は仮想境界面を構造

物喫水線から垂直におろせば， (33)式の第 3，第 4項は必

要なくなる。

さらに，構造物の没水部分が柱状構造物の場合は仮想

境界面の水平断面形状を構造物の断面形状と一致させて，

内部領域Dinを構造物の真下あるいは真上に設置すれば

よく，構造物側面で流速が Oであるという条件と連立し

て解けば未知ポテンシャルが決定されることになる。

6) 波力と周辺波高分布の算定

(ぬ式を解くことによって得られるポテンシャル関数

九(i)を用いれば構造物没水面上の面要素 iにおける速

度ポテンシャルは次式でs得られる。

れ(j)=号i~ in(i) exp-ωt 州町3
 

したがって，X. y， Z方向に対する波カ Fzは，P9ti h2で

除して無次元化すれば次式のように表わすことができる。

E ョ Nv
一二ムーョI: 壬五戸 n(i) exp-iω1115iniz ……(3司
pgtihー i=N];+lh

2 

ここに，nilは構造物表面上の面要素 iでの単位法線ベ

クトルの各方向成分を表わしており，添字の lが X，y， z 

に対応することを示している。

内部領域Din内の自由表面上の面要素 iでの振幅を C

とすると，構造物周辺の波高分布は入射波振幅じとの

比をとり次式のように表わせる。

ま=1州 )1 州

M
W3
 

(
 

• • • • • 
・

また，外部領域Doul内では(14)，帥，帥式より α=4，

s=2πとすれば任意点でのポテンシャル関数九(i)が求

まるので入射波振幅との比は次式より得られる。

子=1h(i) + I: ~n(i) 1 
!;， i n=O 

-・・倒

3. 計算結果および考察

1) 厳密解との比較と要素分割数の影響

まず，本計算法の妥当性を検討するため水面に固定さ

れた円柱構造物周辺の波高分布について村上ら 1引が計

算した厳密解と比較した。円柱の諸元は直径Dが D/h=

2.0，没水部分の深さ dが d/h=0.5で，入射波の波長は

kh=1.0である。内部領域Dinはその水平断面形状を構

2.0~ Exact 

1.0 

y/h 0.0 

-1.0 

-2.0ト Present

-3.0 
-4.0 -3.0 -2.0 -1.0 0.0 

xlh 

Fig. 5 Comparison wave height distribution by 
present with by exact solution. 

造物断面形状と一致させて構造物の真下に設置した。領

域Dinの境界面の要素分割は構造物底面と水底面をそれ

ぞれ500分割，仮想境界面円周方向に50分割，鉛直方向

に5分割，合計1250分割とした。 Fig.5に計算結果を示

す。図からわかるように波高分布の様子は非常によく一

致しており，本計算法には妥当性があるものと判断でき

る。

次に，境界面の要素分割数が計算結果に及ぼす影響に

ついて評価するため，正方形の水平板を水面上に固定し

たときの鉛直波力の絶対値と要素分割数との関係を調べ

た。水平板の一辺は水深の 2倍の長さとし，仮想、境界面

は水平板の境界に沿って鉛直に設置した。また水深は一

定とした。したがって，内部領域Dinは底面が一辺Lで

高さが hの直方体の形状をした領域となる。分割する面

要素の大きさは全ての境界面上で問じ大きさの正方形要

素となるようにした。面要素の一辺の長さ l1L/hは1/2，

1/3，…， 1/9， 1/10の9種類に変化させた。 Fig.6には

その結果を示す。入射波の波長は kh=0.5，1. 0， 1. 5の

3種類に変化させた。図からわかるとおり，どの波長の

場合も要素分割数を増やすと波力は一定の値に収束して

いることがわかる。また，波長が短かいほど面要素が大

きいときの計算値と収束値との差が大きくなることがわ

かる。面要素の大きさが l1L/h=1/10のときの波力と各

分割数ごとの波力の有効数字の値を比較すると肋=0.5

でl1L/h= 1/6， kh = 1. 0でl1L/h= 1/6， kh = 1. 5でl1L/h=

1/7以上の要素分割で有効数字 3桁まで一致した。この

ことから水深の1/7程度の要素分割でほぼ精度の良い解

が得られるものと考えられる。ただし，全ての境界面の

分割要素の長さを同じ長さにする必要はないが，前述し

たように(32式に示した散乱波のポテンシャルれの打ち

切り項数百'の値は，仮想境界面の鉛直方向の分割数 m

の値と等しくとっているため，できるだけ m は大きく

とることが望まれる。実際に，仮想、境界面の鉛直方向の

みの要素分割長さを l1L/h=1/10に固定すれば，その他

の要素分割は少なくとも 11L/h=1/5以上にしておけば，
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波力の値は 3桁目まで一致することが確かめられた。

2) 直方体および角錐形構造物に作用する波力と周辺

波動場

任意形状構造物の計算例として水面に固定した角錐形

構造物について波力と周辺波動場を計算した。また，単

純な形状として直方体構造物についても計算し，両者の

比較を行なった。 Fig.7に示すように両者とも一辺の長

さD と没水部分の深さ dはそれぞれ水深 hの 2倍およ

び0.5倍である。構造物に作用する鉛直および水平波力 2.0 

0.0 
-5.0 

5.0 
5.0 

Wave height distribution around semi-
immersed rectangular structure at α=0・-

1.0 z/h z 

をFig.8に示した。入射波は x軸の正方向から入射し，

波長は kh=0.25から1.75まで， O.お刻みで 7段階で変

化させた。境界面の要素分割数は直方体が528，角錐が

792である。図中の Fxは水平方向，Fzは鉛直方向の波

力で無次元化した値の絶対値を示す。図からわかるとお

り水平方向の波力は直方体構造物の方が大きく，鉛直方

向では角錐形構造物の方が大きい。水平方向の波力は両

者の構造物とも kh=1.0前後で極大値を示し，波力の増

減は角錐形構造物の方がなだらかとなる。

波が kh=1.0でx軸方向から入射するとき，これらの

構造物周辺の波高の状態を Fig.9およびFig.10に示す。

図には波高分布を三次元表示したものも示した。角錐の

場合は直方体に比べて構造物背後の波高が0.8以下の領

Fig.9 
1 

x 

予づ

三 D

z 

h 

C: D ニ
h 

γ 

Definition sketch for semi-immersed 
pyramid and rectangular structure. 

Fig.7 
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域が広い。これは構造物下部の流体域の体積が大きいた

め水面に固定した水平板の消波特性と問じように流体自

体が大きな慣性力を持つことによって波を反射させる効

果を持ったためと考えられる。また，水平板を水面に置

いた場合の波高分布の状態は角錐の場合と類似していた。

本方法では入射波の方向は任意に設定できる。そこで，

上と同じ条件で角錐形構造物について入射角。が30
0
の

ときの波高分布を Fig.llに示した。波の向きに対して

波高分布の対称性はなくなっているものの 8=0。のとき

と比べてそれほど大きな違いはない。

4. あとがき

著者らは 3次元任意形状構造物の波力と周辺波高分

布を求める境界値問題でハイブリッド法による数値解析

法を示した。この方法は，構造物近傍の内部領域で 3次

元グリーン公式による数値解析法を適用し，これに 2次

元グリーン公式を用いて得られる放射条件を満足する数

値解を仮想境界面上で接続させるものである。本解析法

の特徴をまとめると以下のようになる。

(1) 内部領域の全境界面上の未知ポテンシャルについ

て解くため，グリーン関数法に比べ計算容量は増すもの

の，仮想、境界面を構造物近傍まで近づけることにより計

算時間の短縮を図ることができる。これによりパーソナ

ルコンビュータレベルでも十分計算が可能となる。

(2) 積分方程式内の積分核が単純な形なので境界面外の

ポテンシャルも簡単に求めることができる。また，プロ

グラムの作製も容易に行なえる。

(3) 固定した水平板を用いて要素分割数が計算精度に及

ぼす影響について調べた。その結果，分割した面要素の

長さをほぼ水深め1/7にすれば精度の良い解が得られる

ことがわかった。

以上述べてきたように，本方法の有効性が確認できた。

本研究では，構造物を水面に固定して水深一定として計

算を行なったが，水底上に設置された構造物についても

全く同様の考え方で問題を解くことができる。今後は様

々な形状の構造物についての波力や周辺波動場について

解析を行ない実験値との比較も行なうつもりである。そ

して沖合増養殖施設や静穏域造成のための消波施設の最

適設計に対しても応用させてし、く所存である。

終わりに，本研究は文部省科学研究費補助金(特別研

究員奨励費)の一部に依ったことを付記する。
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