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沿岸の漁具および施設に働く波力の簡易計算法

井上 悟1*・奥 田 邦晴1

Simplified Method to Calculate Wave Force on Fishery Facilities 

Satoru INOUE 1* and Kuniharu OKUDA 1 

Abstract 

Designing of facilities such as set-nets. net cages. and artificial reefs requires calculation of the wave 

forc巴 However.wav巴 forcecalculations have previously been made using a computer because the 

mathematical treatment of waves is complex and even in the easiest wave theory. a hyperbolic function 

was applied. Furthermore it needed an integral calculation incorporating the water depth. On the other 

hand. currently available scientific electronic calculators are commonly equipped with a hyperbolic 

function and memory function. Consequently. we devised a simplified method of wave force calculation 

using a scientific electronic calculator and compared it with the conventional method using a computer. 
We regarded such fishery facilities as submerged spheres and cylinders for the sake of simplicity and 

calculated the wave force acting on them by both methods. It became clear that we can regard that 

there is little di妊er巴ncebetween wave force estimated by the simplified method and the on巴 bythe 

conventional method. That means the simplified method is effective. Therefore. although wave calculation 

in the past required a computer. the calculation by the simplified method requires only a scientific 

electronic calculator. which allows the wave calculation to be easily done by hand. 

1.はじめに

現在の日本漁業は200海里漁業水域の設定に伴い，沿

岸漁業の振興が重要な課題となっている。沿岸漁業にお

いては，定置網・増養殖施設・魚礁などの各種水産施設

が使用される1)。従来の沖合いでの漁船漁業においては，

漁具に働く波力を問題とすることはなかったが，沿岸漁

業においては，これら水産施設に働く波力は重要な課題

である。

必然的に水産施設の設計には波力計算が伴うが，本来

波力計算においては，波浪の数学的取り扱いが難解であ

り，最も簡易な波理論においても波の要素に双曲線関数

が用いられ，さらには水深に応じた積分計算が必要とさ

れ，コンピュータによる計算が避けられないのが実情で

あった2)。

現在の関数電卓には双曲線関数機能や複数のメモリー

機能を付加したものが一般的である。そこで筆者らは，

2009年8月3日受付， 2010年2月9日受理

関数電卓を使った簡易波力計算法を考え，従来のコンピ

ュータを用いた積分計算による波力計算法と比較し，そ

の有効性を確認したので，その結果をここに報告する。

2. 微小振幅波理論による水中物体に働く波力計算

1)波の要素

波力は波の種類・構造物の特性によって著しくその特

性を異にし，取り扱い上分類して扱われるが3)，本研究

では水産施設に働く水平波力計算という観点から，波力

計算に微小振幅波理論を適用する o Fig.lに波の要素を

示す。同図において， L:波長，H:波高，h ・水深， z: 
水面下距離(鉛直上方を正)， u: i皮の水粒子の水平速

度， it:波の水粒子の水平加速度である。

微小振幅波理論では，波力計算に必要な波の要素は次

式で表される 4)。ただし，Tは波周期，gは重力加速度

である。また，同理論では波を深海波と浅海波とに分け

て取り扱うが，ここでは沿岸の漁具・施設に働く波力計

キーワード:波力，水没球，水没円柱，簡易波力計算，水産施設

Key words : wave force. submerged sphere. submerged cylinder. wave calculation by a simplified method. 
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Fig.l Elem巴ntsof waves. 

算という観点から，浅海波のみを対象としている件。な

お，浅海波の特殊なものとして長波(津波を含む)もあ

るが，ここでは対象外としている。また，後述のごとく

本波力計算において必要となるのは最大波力ということ

で，水粒子の速度と加速度には最大値を適用している。
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また，上式において示されるごとく，波の要素の算出

には双曲線関数が使用される。従来，双曲線関数を使っ

た波の要素の計算にはコンピュータが必要とされたが，

現在では双曲線関数機能が付いた関数電卓を利用するこ

とにより机上計算が可能で、ある。

2)浅海波の波長計算

浅海波の水粒子の水平速度および加速度の計算には浅

Z 

wave 

z 

Fig.2 Wave force acting on a submerged cylinder. 

て L3 を求める。このようにして Li~1 の値を使って Li の

値を算出する反復計算を行う。すると Liの値は振動し

ながら変化し，ある値 (L)に収束していく 5)。ここ

でLiー1とLiとの差が許容誤差以内になったときのLiを，

求めるべき浅海波波長Lとする。相対水深 (h/L)が特

に小さくない限り，この反復計算は数度の繰り返しで済

む。また， (1)式の計算において毎度用いる gT2/2π

(=Lo)の値と 2πhの値は，関数電卓のそれぞれのメモ

リーキーに入れてその都度呼出して使用し，同じく算出

された Liの値もメモリーキーに一旦入れて次の Li+1の

計算時に呼ぴ出して使用すれば，非常に効率的に計算を

行うことができる。

3) 波力計算

進行波により水中の物体に作用する水平方向の波力は，

一般に(4)式によって表される6)。ここで、はFig.2に示す

ごとく，海中に鉛直に立てられた円柱に作用する波力に

ついて考える。

が=すCD川川+CMPitdV -・・付)

海波の波長Lが必要で、ある。しかし， (1)式に見られるよ ここに ，dFは鉛直距離 dz部分に作用する水平波

うに，Lの計算にLの値が必要であり，このままでは算 力， ρは海水の密度，CDは抗力係数，CM は質量係数，

出不可能である。この点においても従来はコンピュータ dSは物体のdz部分の流れ方向に対する投影断面積，dV 

計算が必要であった2)。しかしながら，現在では関数電 は物体のdz部分の体積，Uは波の水粒子の水平速度，古

卓を用いることにより，反復計算によって容易に浅海波 は波の水粒子の水平加速度でLある。

の波長Lを求めることができる。さらに，この場合，関 この関係はMorisonらによって提案されたものであり，

数電卓のメモリー機能を用いれば，より一層簡単な演算 波力は水粒子の速度に基づく抗力と，水粒子の加速度に

となる。その演算方法を次に示す。 基づく質量力との和として表される。

まず， (1)式右辺の波長 Lに便宜的に深海波の波 我々が施設設計において必要な波力は最大波力である

長ん(Lo=gT2/2π)をあてはめる。そうして求められた が，dz部分に作用する最大抗力 (dFDmax)と最大質量力

波長を LIとする。次に，この LIを再度(1)式右辺の波 (dFMm出)は，それぞれ次式で表される。

長Lに代入して L2を求める。さらにこの L2を使っ

H 沖合の施設では深海波を対象とする場合もあり，まず，浅
海波・ i深海波のいずれを適用するかの判別を行なって5)計算
を行なうべきだが，結果的には深海波での計算は浅海波での
計算に含まれる。

dFDrtCDρ Umax 
2 dS -・何)

dFMm皿 =CMPitmaxdV -・何)
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全水深にわたって積分することにより，最大抗力 (FDmax)

と最大質量力 (FMm田)は次式で求められる。

ιm出=よ;ん -・何)'

ん n戸工;ιmax -・何)'

(5)， (6)式のUmax.Um皿は上記の(2)，(3)式で与えられる。

また，水粒子の速度と加速度は90度位相がずれている

ので，抗力と質量力も90度位相がずれる。すなわち，最

大抗力は波の山において生じ，そのとき質量力は Oにな

る。一方，最大質量力は波形が静水面にあたる位置にお

いて生じ，そのときt克カは 0になる。したがって，水中

物体に作用する波力Fは次式で算出される。

F=FDm，，^. sin8 +FMm担 .cos8 

単振動の合成より，最大波力 Fm出は次式で求められる。

Fmax= j(んmax)2+(FMm皿 )2 

4) 波力簡易計算法

-・・(7)

物体中心水深 (Zc)での水粒子速度・加速度を使って

波力計算を行う。その手順は次のごとくである。

① 波長の計算

巨二E
②水粒子速度・加速度の計算

③ 最大抗力・質量力および最大波力の計算

FDm，，̂  

FMmax 
;:J31)|-EE 

※ただし，水粒子速度・加速度の計算では，zの値と

して Zcを用いる。また，d5およびdVの代わりに，

物体全体の投影断面積 (5)および体積 (V)を用い

る。

3，積分計算による波力計算値と簡易計算法によ

る波力計算値との比較

(2)， (3)式で示されるように，波の水粒子速度・加速度 1)球の場合

が水深(水面下距離 z(z:;;; 0))の関数になっているので， いま，増養殖施設や浮魚礁などを水中物体と考える。

(5)'， (6)'式からもわかるように，水中物体に作用する波 これらの水中物体は球，円柱およびそれらの複合体と考

力計算は，水中物体の上端水深Zlから下端水深Zzまで えられる場合が多いが，かかる水中物体に作用する波力

の積分計算になる。 Fig.3に水粒子の速度に基づ、く抗力 を算出するのに，簡略化のためにまず水中物体を球で代

成分の場合を示した。加速度に基づく質量力成分の場合 表する。すなわち，直径Dの球が，水深hの海で，水面

も全く同様である。いずれの場合も当然ながらコンピュ 下Zc(物体中心水深)に設置されており，周期T， 皮

ータによる計算が必要になるが，ここでは簡易法として， 高Hの波を受けたときの波力を考えるo

Umax-Zl 

Umax -Z2 submerged 
body 

Zl 

Zc 細川}

Z2 

dFDmax-Zl 

dFDmax-Z2 submerged 
body 

Fig.3 Integration of UmaX and dFDmax from the depth of water of the upper part of the 

submerg巴dbody (Zl) to the lower part of the body (Z2). 

Zl 

Zc 

Z2 
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設計波条件を日本周辺の波浪観測値を考慮して次のよ

うに設定する 7)。

T = 6. 9. 12. 15sec. 

H=4. 8. 12m 

h = 10. 30. 50. 70m 

球の条件を次のように設定する。

D = 1. 4. 7. 10m 

Zc=-D/2--h/2m (4m間隔)

(5)式におけるらの債には本来ならば非定常流中の値

が使われるべきだが，実用的な観点からは一般的に定常

流中の値が使われる6)。球のCDの値にはOふ CM の値に

は1.5を用いた。

上記条件のもとで，簡易計算と (5)~(7)式に基づ、いた

球上端水深Z)から下端水深んまで、の積分計算をパソコン

で、行った。なお，積分計算ではSimpson公式を用いた 8)。

簡易計算で求めた波力を fろとし，積分計算で求めた

波力をFiとして，両者の差違を調べるためにFi/FSと無

次元化された諸要素との関係を検討した。無次元化され

た諸要素としては次の無次元量が導かれる。 H/L.h/L. 

D/L， Zc/L， h/H， D/H， Zc/H， D/h， Zc/h， 

Zc/Dの10個である。

その結果，FjFsはD/Lに大きく関係し，ほかの 9個

の無次元量とはきれいな相関関係が見られないことがわ

かったo Fi/FsとD/Lの関係をFig.4に示す。同図にお

いて，Fi/FsはD/Lの2乗に比例して増加している。ま

た，LがTの関数であることから，当然ながら，Tが小

さい (6sec)データは全体的に右に分布し，Tが大きい

(l5sec)データは全体的に左に分布しているが，お互い

~ 

K 

1.06 

T凹

1.04 

¥1.03 
白』

k 

1.02 

1.01 

0.05 0.10 0.15 0，20 

D/L 

Fig. 4 Relationship between D/L and Fi/Fs (in the 
case of a sphere). Fi: the calculated value by 
integration， Fs : the calculated value by the 

simplified method. The lower line indicates 
a regr巴ssioncurve of the total data (number 

is 936). 

完全にオーバーラップしている。

同図に示す 2本の曲線のうち，下側の曲線は，全デー

タ (936個)の回帰曲線(回帰式①)であるが，その相

関も相関係数ρ=0.966と高い。一方，上側の曲線はグラ

フの上限値をつないだ、曲線(回帰式②)である。

Fi/Fs=0.917・(D/L)2 + 1.002 ① 

Fi / Fs = 0.901・(D/L)2+ 1.006 ② 

Fi/Fsの値が1.05以下，すなわち，積分計算値と簡易

計算値との差が 5%以下の場合を両者に差がないと考え

る。本設定条件では，そのすべてにおいてFi/瓦が1.05

より小さな値をとっており，積分計算値と簡易計算値と

に差がないと見なしてよい。

2)円柱の場合

円柱も漁具などの水産施設にはよく使われる部材であ

る。前項の球と同様に直径D，長さ fの円柱が，水深h

の海で，水面下Zc(物体中心水深)に鉛直に設置され

ており，周期T， 皮高Hの波を受けたときの波力を考

える。

設計波条件は前項の球の場合と同じく次のように設定

する o ただし，水深hを20，40， 60mの3種類とした。

T = 6， 9， 12. 15sec. 

H=4. 8. 12m 

h = 20. 40. 60m 

円柱の条件を次のように設定する5)。

D =2. 6. 10m 

Q = 4.8.12.16. 20m 

Zc= -Q/2~ -hl2m (4m間隔)

有限長円柱のCDはQ/D (slenderness)によって変化

するが9).本設定条件では e!Dは0.1から2.5まで変化す

る。したがって，本論文では e!Dの値に応じた有限長

円柱の CDを用いて波力計算を行った。 CM の値には2.0

を用いた。

上記条件のもとで，球の場合と全く同様に簡易計算値

と積分計算値の両者を比較した5)。無次元化された諸要素

としては次の無次元量が導かれる。すなわちH/L，h/L. 

D/L. Q/L. Zc/L. h/H. D/H. Q/H. Zc/H. D/h. 

e/h， Zc/h. e/D， Zc/D， zc/eの15個である。

その結呆，Fi/FsはQ/Lに大きく関係し，ほかの14個

の無次元量とはきれいな相関関係が見られないことがわ

かったo Fi/民と e/Lの関係をFig.5に示す。同図にお

いて，Fi/Fsはe/Lの2乗に比例して増加している。

同図に示す 2本の曲線のうち，下側の曲線は，全デー

タ (2.304個)の回帰曲線(回帰式③)であるが，その相

関も相関係数p=0.995と非常に高い。一方，上側の曲

線はグラフの上限値をつないだ曲線(回帰式④)である。
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Fig. 5 Relationship between UL and Fi/Fs (in the 

case of a cylinder). Fi: the calculated value by 

integration， Fs : the calculated value by the 

simplified method. The lower line indicates 

a regression curve of the total data (number 

is 2，304). In the regression equation， Fi/Fs 

becomes 1.05 in the case of R， /L equals to 

0.167. 

Fi/λ= 1.79・(e/L) 2+ 1.00 ③ 

Fi/Fs= 2.39・(e/L) 2 + 1.00 ④ 

前項の球の場合と同様に，Fi/Fsの値が1.05以下，す

なわち，積分計算値と簡易計算値との差が 5%以下の場

合を両者に差がないと考える。回帰式③においてFi/Fs

= 1.05となるのは e/L= 0.167の場合である。すなわち，

円柱の長さ fが波長Lの0.167倍より小さければ，基本

的に積分計算値と簡易計算値とに差がないと見なしてよ

い。 e/L>0.167のデータは全データの13.7%である。

一方，回帰式④においてFi/瓦=1.05となるのは e/L

=0.14の場合である。すなわち，円柱の長さ fが波長L

の0.14倍より小さければ，本設定条件では，すべての場

合に積分計算値と簡易計算値とに差がないと見なしてよ

い。本研究で提唱している簡易計算法での波力計算が有

効ということになる。

e/L>0.14のデータは全データの23.0%である。ただし，

周期別に見ると，T=6secの場合がほとんどで，T=6sec 

の75.0%が該当しており，これらは全データの18.8%を占

めている。一方，T=9secでは e/L>0.14のデータはT=

9secの17.2%，全データの4.3%である。 T=12sec，T= 

15secで、は e/L>0.14のデータは存在しない。したがって，

周期が12秒以上の波では，本設定条件では，すべての場

合に積分計算値と簡易計算値とに差がないと見なしてよ

しミ。

前述のように，本研究で、は漁具および水産施設を代表

する物体形状として円柱および球あるいは両者の複合体

とみなした場合の波力計算を考えた。これらの形状以外

の場合には，当然その物体の形状係数としてのらの値

およびCM の値を用いた波力計算がなされるべきである。

一般的な幾何学形状に対する CDの値およびCM の値は，

各種文献に示されている。角柱の場合はその形状に応じ

たCDおよびCM を用いた波力計算を行なえばよく，簡

易計算の是非においては，円柱と同じ扱いになろう。特

に水産施設を考えた場合の円筒体や有孔物体の形状係数

に対しては井上ら 10)，ll)の結果が参考になろう O

なお，鉛直波力を計算する必要がある場合には， (2)~ 

(6)式の UmaxおよびUmaxの代わりに，次に示す水粒子の

鉛直速度最大値Vm，"， および鉛直加速度最大値Vm岨を用い

ればよい。

Vmov = 7r!! "~inh (2π(h+z)/L) 
max- T sinh (27r h/L) 

-・・(2)'

U-2π2H "~inh (2π(h+z)/L) 
max T2 山 h(27rh/L) -・・・(3)'

2π -y"Vmax 

4.結論

漁具および水産施設を代表する物体形状として球およ

び円柱を考え，積分計算による波力値と本研究で提唱す

る簡易計算(物体中心水深位置での水粒子速度・加速度

を使った波力計算)による波力値とを比較した。その結

果，本設定条件のもとでは，球の場合は，すべてにおい

て両者に差がない。一方，円柱の場合は，円柱の長さ

が波長Lの0.14倍より小さければ，たとえ円柱が鉛直に

設置された場合でも，積分計算値と簡易計算値とに差が

ないと見なしてよい。いずれにしても本研究で提唱して

いる簡易計算法での波力計算が有効である。

従来の波力計算はコンピュータを必要としたが，本簡

易計算法は関数電卓を用いることにより，机上での手計

算を可能とし，漁具および、水産施設に働く波力の概算に

非常に有効と考えられる。
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