
  
  撓性浮き消波工の消波効果(3)

  誌名 農業土木試験場報告
ISSN 05495725
著者名 加藤,重一

乃万,俊文
荻野,静也

発行元 農林省農業土木試験場
巻/号 10号
掲載ページ p. 239-256
発行年月 1972年3月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



撓性浮き消波工の消波効果 正誤表
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I 緒 言

この報告は漁場用消波工の消波効果に関する第III報と

して，第II報以降引きつづき行なったシート状のもの，

璽錘をつり下げたもの，およびマットレス状のものなど

を包括した撓（とう）性浮体による波の減衰効果につい

ての実験結果を述べたものである。

第 1報のボンツーンに関する研究以来行なわれてきた

浮き防波堤の消波効果の基本的ないし室内実験の応用研

究ほここで一段を終わる。

もとより，その開発実用研究として残されている問題

は多く，係留，アンカーの方法，材料施工法，防食の維

持管理法など翫要な課題がある。目下実施中の現地実験

はこれらの諸問題解決へのいとぐちをなすものである。

以上の事柄をまとめる意味においても将来基準化への

一歩として，浮き防波堤工学としての体系化を試みると

次のようである。

防波堤一般の防波または消波作川は，直観的に反射と

摩擦である。浮き防波堤（消波工）もこのことは同様で

あるが，浮体であるがためにできるだけ有効にこれらの

作用を生起せしめることが焦点となり， これについて，

種々なる浮体形式について論じてきたわけである。すな

わち反射作用では "Systemof Phase Difference"'l lこ

より最大に効果あらしめ，摩擦作用としてはマットレス

タイプのものが波浪エネルギー吸収に最も有効であるこ

とを確かめた。この事実から現在まで報告されている数
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百の浮体形式を概観すると，係留，材料，維持の面をぬ

きにして，かなり明りょうに個々の消波効果を推最しう

る。もとより，筆者らの行なってきた浮体諸形式は，実

用を踏まえての最も基本的と思われるものにすぎない。

これらを改良し，あるいは組み合わせることによって，

実用開発に合理的な形式のものが設計実用化されること

を望むものである。体系化は消波効果の大小，消波機構

の面，材料の面などの観点によっていろいろなされるで

あろうが，盤的質的に十分な研究が行なわれていない現

在，妥当と思われる観点を見いだしがたいので，ここで

は形式の面から，不変形性および撓性に二大別し，消波

効果および卓越消波作用，費用，材料などを通俗的に表

記するにとどめる。 (Table 1) 

この研究は昭和44-46年度において，試験研究費で実

施したものである。

また，この研究分担は下記のとおりである。

ll シート状 ：加藤重ー・萩野静也

ll1 シート状

N 球形

：加藤軍ー・乃万俊文

：加藤甫ー・乃万俊文

＊水産士木部

V Absorber Mattress : 加藤璽ー・乃万俊文

次に本文に使用した記号を示す。

Hr : 入射波高

Lr : 波長

HT : 透過波翡

Ho : 入射波高

T : 波の周期

a : シートの長さ（浮体の長さ）

s : シートの厚さ
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Table 1. 浮き消波工

Floating break water 

名 <I 種 類 消波効果， 長弧 所 i 短所

剛性または，不 i (1)ポンツーン 最大，ほとんど 1 消波効果最大，設計は理諭 1係留に関する張力大，工費
100% i的である。 I比較的大。

変形性浮き防波，
, (2)筏（いかだ）型一般 最大 so% I係留に関する張力は普通で i消波効果の大なる範囲が狭

堤。 ：設計法も合理的である。 いため，設計に十分な注意
_j (3)Barri=r一般 ！最大 80% I が必要。

(1)シート ，最大 40% I係留に難が少ない。 消波効果は潜堤程度。

(2)AおよびBの両方 最大 70% 係留に比較的難が少ない。 材料の開発が必要。
撓性浮き防波堤 の性格をもったも エ費はAに比べて小。

の

'(3)シート状，マット i最大 80% 係留に比較的難が少ない。 ： 同
工費はAに比べて小。

上

t : 浮子（うき）の高さ（マットレスの厚さ）

w : 重錘重醤

d : 静水面から重錘中心までの距離

D : 浮心から重心までの距離

E,v : 入射波の運動エネルギー

,0 : 水の密度

h : 水深

Q : マットレスの長さ

t1 ; マットレスの水面上部の厚さ

a : 摩擦係数

E : 水面から水底までの単位面租当たりの水柱に含

まれる波の運動エネルギー

恥 ：水面から錘重中心までの波の連動エネルギー

Hi : 入射被高

H, : 透過波泊j

a 実験装置

この実験シリーズに使用した造波水槽は 21'前類で，そ

の仕様は次のとおりである。

b 透波水槽A

この水槽は，長さ21.6m, 幅1.Sm, 深さ2.0mのコン

クリート製で，一方の側面に長さ 4.0mのガラスり長り観

測部分 2カ所を設けてある。この水槽の一端にフラップ

型式の造波機 (5Ps)を取り付けてある。また水槽の両

端部には反射を防ぐために消波装置を取り付けてある。

c 造波水槽B

この水槽は，長さ40.0m, 幅1.5m, 深さ3.0mのコン

クリート製で， 一方の側面に幅13.5m, 高さ 3.0mのガ

ラス張り観測部分がある。この水槽の一端にフラップ型

式の造波機 (30Ps)を取り付けてある。また水槽の両端

部には波の反射を防ぐために，それぞれ消波装罹を取り

付けてある。

この実験シリーズのうち， 1Iのシート型浮き防波堤，

Wの球形ポンツーン重錘系浮き消波工， Vの Energy

Absorber Mattress消波工は造波水槽Aを， 1Ilのシート

型浮き防波堤およびNの球形ポンツーソ重錘系浮き消波

エ（補助水槽として使用）は，造波水槽Bを用いて実験

を行なった。

II シート状浮き消波工

シートのような可撓性材料で構成した浮き防波堤の消

波効果については， Wiegelら2)の研究がある。これによ

ると薄い軽砿なシートは，その長さが波長よりかなり大

きい場合に限り消波効果があり， これは堤体の材質など

に関係する，と報告している。そのため，一般海岸保全

の消波工としては，従来あまり注目されなかった。しか

しながら，材質を適当に選べば，入射波のいかんにより

一時的に不撓性を出現し，位相差による有効な消波機能

を期待しうる。このことは水産士木的見地のみならず一

般海洋開発のためにも多くの利点を備えており，特に経

済的，防災的に有利であることがわかる。

この報告は，既報I)3) ボンツーンや筏など不撓性の浮

き防波堤と区別し，この種タイプの浮き防波堤の消波効

閉について実験的にその骨子を述べる。

1. 実験方法

a 模型波

実験に使用した模型波の諸元は次のとおりである。

入射波高 Hr 0. 06-0. 29m 

波長 L1 1. 00-6. 30m 

波形コウ配Hr/L1 0. 01-0. 11 

波形は，抵抗線式波高計を用いて電磁オシログラフ上

に記録させた。なおこれと同時に，実験波高のチェック

のための目視観測および浮体運動の検討のための写真撮

影を併用した。波高計の設置位置は，造波板から 5m,
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って異なる。そこで，各 aまたは Sごとに

,.。 係留索の引張り方法および強度に関係する

浅水度，および入射波の状態を表わす波形

コウ配についてみなければならない。なお

この場合波に対する水深の影響について

は，呉用上その効果を及ぽさない範囲にとどめた。しか

しながら，かような条件を限定しても，なおここでは

a, s, 係留の方法などを都合により，最小限にとどめ

たので，十分この場合の撓性を説明しえないが，従来の

シート状浮き防波堤について，以上のように考えるなら

ば，かなり異なった消波効果を生起せしめうるものと考

a/L1 

Fig. 1. シート型浮き防波堤の消波効果（実験 I)

Damping effect of floating sheet for type I 

すればよいかを検討する。 Wiegelらの実験

のごとく，摩擦のみで消波効果を期待する

場合は簡単であるが， しかしシートの場合

は，材料が可誤性のためにボンツーンやバ

リヤタイプのように簡単でない。すなわち

入射波や係留索のような拘束力のために，

シートは時間的空間的に一時不撓性を生起

するので，そのシートの撓性についてまず

知らねばならない。これは材質一定のもと

ではシートの長さ aゃ，厚さ Sいかんによ

7m, 12mおよび 14mの4カ所に設置した。模型は水路

のほぼ中央部にクレモナロープで係留した。実験水深は

1. 5mのみにかぎった。

b 模型について

使用した模型の種類は下記のとおりである。

実験 1: 長さ2.0m, 3.0mのシート 2種類に，長さ3.0

m(水深の 2倍長）の係留索を取り付けた半強制浮体＊

の場合 (Fig.1参照）。

実験 2: 長さ2.0m, 3.0mおよび4.0mのシート 3種類

に，長さ1.5m (水深と等長） の係留索を取り付けた強

制浮体＊＊の場合 (Fig.2参照）。

実験 3: 浮体の長さおよび係留方法は，実験 1と同じ

であるが，入射波の反射を大ならしめるためには，シー

ルの先端に15cm幅のアクリル垂直板を1枚取り付けて，

直径8.5cmの円筒を固定した半強制浮体の場合 (Fig.3 

参照）。

実験 4 : 浮体の運動を拘束し位相差を助長させる手段

として，長さ2.0m, 3.0mのシートの先端10.mのところ

に，直径 20cmのアバ玉 3個を取り付け， これから長さ

1. 5mの係留索を水路底面に取り付けた強制浮体の場合

(Fig. 4参照）。

2. 実験結果とその考察

a 実験 1について

まず消波効果をみるために，どのようなグラフ表示を

＊半強制浮体とは，ここでは，浮体の運動を部分的
に拘束するために，水深の 2倍の長さの係留索で水底か

ら係留した浮体をいう。
＊＊強制浮体とは，ここでは，浮体の運動を完全に拘

束するために，水深と同じ長さの係留索で水底から係留

した浮体をいう。

えられる。

そこで便宜上縦軸に， H吋Hr(Hr: 入射波高， HT:透

過波高），横軸にa/L1(a : 浮体の長さ， Lr:入射波長）

をとり，波形コウ配 (steephess) Hr/Lrをバラメーター

としてデータを整理すると， Fig.Iのようになる。

このグラフによると，概して透過率HT/Hrはa/Lrの増

加にしたがい，指数関数的に滅少する傾向がある。また

それほど明りょうではないが，波形コウ配が大なるほど

HT/H心小さくなる傾向がみとめられる。

a/LrとH吋Hrの関係をさらに詳しく調べると，次のよ

うなことがいえる。 a/Lr<1. 5の範囲では，浮体は入射

波とほぽ同調し消波効果はほとんどなく， 10%程度でそ

の機構は摩i察によるものが卓越すると思われる。したが

ってこの範囲では， H吋Hrは各ケースについて指数関

数的に変化するものと思われる。次に， 1.5;:;;;a/Lr;:;;;2. 5 

の範囲においては，入射波は係留索によって強制される

シートの変形に影響され，砕波となってシート上を通過

し，その影響と両々相まって複雑な運動をなす。そのた

め消液効果にも変化をもたらし， a/Lrく1.5の H『r/Hr-

a/Lrの固係に示された傾向と趣きを異にし，ほぽa/Lr=

1. 0-1. 5に境界があるようである。

消波効果は a/L1=2ではほぽ 509るである。 さらに

a/Lr>2. 5では，入射波が小さいため，砕波はあまり生

起せず，入射波はシート面下を通過する。この際，主と
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して摩擦による消波効果が期待される。実験は実用上の

こともあり，これ以上の場合については行なっていない

が，その後の傾向をほぽ想像することができる。

b 実験 2について

実験 1と同様の理由により，縦軸に HT/H1, 横軸に

a/Lrをとり， 波形コウ配をパラメーターとしてデータ

を整理すると Fig.2 のようになる。

この場合は実験 1の状態をさらに強調したような傾向

がみられる。すなわち， a/L1<L 5, a/L1>3. 0におい

てほ摩擦機構が卓越し， 1. 5~a/L1~3. 0の範囲におい

て係留のために位相がずれる。

HT/H1の値は最良の点 (a/LA=2.5付近）で， 40%で

ある。これは前者の場合よりはすぐれているが，これも

また波形コウ配の違いによる H1'/Hrの違いは， ｝まっき

りと認められない。

c 実験 3について

Fig. 3 も前記同様の表示にしたがっている。
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Fig, 3. シート型浮き防波堤の消波効果（実験m)

Damping effect of floating sheet for type ill 

このグラフからわかることは，前 2者の場合と傾向は

異なり， HT/Hiとa/Liの関係は全般的にみて一様に変

化している。 しかし入射状態の観測によると， a/Li= 
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Damping effect of floating sheet for type W 

1.0および20付近を境にして前2者と同様のことがいえ

る。すなわち 1.o<a/L1< 2については，入射状態ほ複

雑となり，そのためデータのバラツキが大きい。ゆえ

に，ー・様な消波機構としてグラフを見ることができな

1,, 

消゚波効果は a/Lrキ1.6で約50%, a/L戸 2.2で約60%

程度となる。 この場合 a/Lrが小さい値でも円筒付き垂

直板により入射波は変形し砕波するため，消波効果は前

2者よりも大きくなる。

またこのタイプも前 2者と同様に，波形コウ配の違い

による Hr爪 Iの違いは， ほっきりと認められない。

d 実験4について

前同様， Fig. 4 についてみると，この場合は前者を
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著しく強調したグラフとみるべきである。すなわち，ァ

バ玉による入射波の擾（じょう）乱はいっそう激しく複

雑となる。

消波効果はa/L戸 1.3で約50%, a/Lrキ 2.0で約60%

程度期待できる。このタイプが 4つの中でいちばん良好

な消波効果を示すが，係留索にかかる張力は大きくな

る。

このタイプも波形コウ配の違いによる H叶Hrの違い

ははっきり認められない。

3. 結論

シート状の浮体で消波効果を期待する場合，その構成

材料の物理的性質（撓性）をSystemof Phase Difference 

の応用に有効であるようにすることが大切であるといえ

る。

この実験で，材料を適当に選択することができれば，

かような効果を期待しうることを示しえたものと思われ

る。

m シート状浮き消波エ (II)

シートのみで消波効果を十分に期待することは，適当

な材料が開発されるか，または不変形性材料の適当な連

結の方法が研究されていない現在では不十分である2)0 

波長 L=l. 65-3. 80mで，波形コウ配 Ho/L=O. 022-

0.110の範囲のものである。波浪の測定には，抵抗線式

波高計ー電磁オシログラフを用いた。

b 模型

Buoy-Weight (B• W)系としては，発泡（ぽう）ポ

リエチレン（発泡倍率15倍）を浮子（うき）とし，鉄枠

（わく）に鉛を適宜詰めたものを堕錘として，これら両者

の間隔を変化できるよう鉄鎖で連結したものを用いた。

浮子の形状寸法は Fig.5に示すよう，奥行き145cm, 厚

さ10.5cmのボリエチレソを重ね合わせて底幅 10cm, 上

幅 (10+5/21・t)cm (nま浮子の高さで21cm, 31. 5cm 

および 42cmの3段階に変化）の逆台形となるように定

めた。

実験に用いたシートとしては幅1.45m, 長さ2.5mのも

のでこれは厚さ約 3mmの発泡性ボリニチレンシート

（発泡倍率40倍）および厚さ 0.8mmの塩ビシート各一

板を張り合わせたものである。

そこで，重錘をつり下げ， heaveの周期運動に位相をず B・W条

らして消波効果を得ようとする。 これを Buoy-Weight

系(BW系）とする。ここではシートを取り付けないB.

W系そのものについても多少の消波効果があったので，

これもあわせて調べている。この撓性形式の浮き防波堤

では，浮体自身が入射波によって絶えず複雑に変化する

ので，それを支配する諸要因とそれらの関係をみつける

ことがむずかしい。すなわちその運動は重錘重量，静水

面から重錘中心までの距離，係留方法，取り付けるシー

トの寸法および材料，浮体の形状寸法および材料等によ

って大いに異なる。したがって実験を実用範囲内に限っ

ても，一般化するにはかなりの時間を要し，たとえこれ

を求めても相似関係をみつけることが困難で，開発のた

めにはあまり関係がない。そこで実験観察によって，あ

る運動に最も支配的な要因のみを取りいだして，おおよ

そその傾向を見ることにつとめた。すなわちその結果，

重錘重巌と波長の 2乗との比が適当であれば，大きい波

高減衰を期待できることを確かめた。

1. 実験の方法

a 模型波

実験に用いた模型波の諸元は，波扁 Ho=4-39cm, 

Fig. 5. 模型および設置図

Sketch of breakwater model 

c 実 験 方 法

B•W系およびこれをシートに販り付けたシート型浮

き防波堤の場合両者とも共通するが，これらに加えた重

錘重量は，前述したポリエチレン浮子がほぽ水中に没

し，その残留浮力が 0となるよう定めた。重錘璽量は浮

子の高さ t=21cm, 上幅 15cm(底幅10cmは共通）のと

きw=21. 93kg, t =31. 5cm, 上幅17.5cmのとき 37.61

kgおよび t=42cm, 上幅 20cmのとき 51.48kgである。

この重量は水の比重を考慮して水中重菫に換算し，さら
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に防波堤幅1.Om当たりの重並とな っている。

B・W系にシートを取り付ける方法は特別なことは行

なわず，シート中央部に板 （厚さ 2cm)をほぼ全幅に

渡 し，こ の部分でB•W系の鎖をビンで止める。このよ

うにすると浮子の浮力と重錘匝鼠がシート面に作用 して

所期の目的を達することができる。

重錘中心までの距離を変化さすには鎖を止めるヒ・ンの

位置をずらすことで簡単に行な った。静水面から重錘中

心までの距離は浮子の翡さによ って異なるが 30-150cm

である。

B・W系は化セソロ ープ(¢,6mm, 長さ4.0m)で波の

入射方向と直角を保つよう水平方向に係留した。シート

Fig. 6. 入射時における B・W系の状況

（波は右側から入射）

Motions of B.W system due to incident waves 

型浮き防波堤は， 入射方向のシート端部を中 9mm,長

さ4.0mの化セソロー プにて水路底から係留した。

水深は実験を通じて常に2.20mとした。

2. 実験結果とその考察

このシート型浮き防波堤の消波効果に影喝を及ぽす要

因は，浮体全体の連動を規制する要因すぺて，つまり ，

重錘重誠 (w)'静水面から堕錘中心までの距離 (d)

（ま たは浮心から重心までの距離 (D)〕，取り付ける

シー トの寸法，係留方法，浮体の形状寸法等々が考えら

れるが，ここでは重錘重誠および誼錘中心までの距離に

のみ変化を与えた実験結果を考察してみよう。

Fig. 7. 入射時におけるシート型の状況

（波は右側から入射）

Motions of floating sheet due to incident waves 
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Relation between the transmission coefficient 

and wave steepness 

a 位相差生起の状態について

特にB•W系について heave 運動での位相差がみられ

た (Fig.6) , しかし Surgeについては水平方向に係留

していたのでよくわからない。

シート型では写真に示すように，シートがB•W系の

みの運動の障害となって，ここに heaveの位相差そのも

のは小さくなる (Fig.7)。実際には係留や反射その他

の影薔で surgeを伴った複雑な運動を生起するが，この

際あるボイントで規制された運動をみることができ， tこ

とえば写真にみられるように heaveの位相差がはっきり

認められる場合には消波効果が大きい。

b 消波効果について

まず，この浮き防波堤の消波効果に及ぼす波形コウ配

Ho/Lの影響をみるためにHT/Ho(HT: 縦軸に浮き防波

堤の後に伝達された波， Ho:入射波高），横軸にHo/L

をとりグラフで示す。 (Fig.8 参照）これによると消波

効果ほ波形コウ配によって大きく影響されないことがわ

かる。すなわち横軸の Ho/Lの値の大小にかかわらず

HT/Hoはほぼ一定の値をとる。 このグラフは多く行な

った実験の 1シリーズについてみたものであるが，この

ような傾向はすべての実験シリーズにもみられた。

浮体にある距離をもって重錘を加えたB•W系に規則

波をあてたときの運動は，浮体形状，喫水，重錘中心ま

での深さ，係留方法等の模型条件および波の波高，波長

周期の入射条件がどうであるかによって大いに異なる。

B•W系およびこれにシートを取り付けたものの消波機

構としては，入射波と浮体，またはシートの heaveまた

はsurge運動とに位相差を生じ，このため浮体またはシ

ート面において水平方向とはかぎらないが，主として波

の反射によるものと考えられる。この場合，単に位相が

ずれるだけでは消波機能に結びつかない。波動と相対的

運動を行なう必要がある。つまり浮体は波動エネルギー

に匹敵するマイナスの運動エネルギーをもって水分子と

衝突することが必要となる。浮体の運動エネルギーとし

ては，質量 X (速度）2で表わされる。この場合質批とし

ては浮体の入射波による運動軌跡 これはもちろん，

入射波と同調した運動であってはならない一ーを入射波

の周期で除したものが考えられる。入射波による浮体の

運動軌跡は， d/Lにより大きく異なるのであるが，便宜

上，波高Hのみを変化させた場合， Hに一時的に関係す

るものを考える。また，波の周期Tと，波長LとはToe

.JLの関係にあるので，浮体の運動エネルギーを代表す

るものは結局 w•HツL となる。入射波の運動エネルギ
1 

ーは一波長当たり Ew=-p H2Lである。よってw/L2
16 

なる量が支配的と考えられる。つまり w/L2vま浮体運動

および波のエネルギーの比を代表する一つの獄であると

考えられ，この中に波高Hの項が入っていないことか

ら，消波効果が波形コウ配に影響されないことにもなる

と思われる。

次に，重錘重量の消波効果に及ぼす影勝をみるため

に，縦軸にHT/Ho, 横軸にw/L2をとり，またバラメー

ターは，ここではd/Lとしてグラフに示すとFig.9およ

びFig.10のようである。 Fig. 9 は B•W系のもので

あるが，これによると， w/ビの値が大きくなると消波

効果は少しよくなる傾向を示すが，あまり明りょうでな

い。ただ， heave運動で大きい位相差が認められたにも

かかわらず，消波効果がFig.IOに比べてかなり小さい。

このことは発生させた位相差を消波機構へ結び付ける手

段の必要なことを示唆している。

B•W系にシートをつけた場合には (Fig. 10 参照）

w/L2の値が大きくなるにつれて消波効果はよくなるが，

この値がある値よりも大きくなると消波効果は小さくな

る傾向がある。このように w/L2が小さい範囲で消波効

果の小さいことは入射波のエネルギーに比べて浮き防波

堤の運動エネルギーが小さいことで説明される。この値

がある値を越えて大きくなった場合，つまり重錘重量が

非常に大きい時にはB•W系が一体となった運動を行な

わないで浮子のみの運動となったり，単なる上下運動を

行なったりして消波機構に関係ある運動が起こっていな

かったことで説明できる。この場合， w/L"キ10がその
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消波効果は期待できない。 w/L2を一定とし

た場合， d/Lの値いかんによる消波効果の差

は10-20%がみられる。

3. 結論
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以上の実験結果から B•W系およびこれを

利用したシート型浮き防波堤について次のよ

うなことがいえる。

① 浮体にある間隔をもって重錘を取り付

けたB•W系は， d/L が適当であれば入射波

とheaveないしsurge運動の位相をかなり大

きくずらせることができる。ただしこのよう

にしてずらした位相差のみでは大きな消波効

果は期待できない。
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Fig. 9. B• W系についてのHT/Hoとw/ビの関係

Relation between the transmission coefficient and w/L2 

(B. W. system) ② B•W系にシートを取り付けたシート

型浮き防波堤の消波効果を，浮体運動と入射

波のエネルギーの比を代表する w/L2との関

係で表わすと，この値が大きくなるにつれて

消波効果はよくなるが， w/L2>10の範囲で

は消波効果が小さくなる傾向を示す。
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Fig. 10. シート型浮き防波堤の消波効果

Damping effect of floating sheet 

境界になっている。

また，パラメーターにとった d/Lの影響は， B•W系

の運動には大きな影聾を及ぽしたにしては消波効果には

そう大きな影響が及んでいない。このことはFig.10に

おいて，各点のちらばりが色わけによって著しくは異な

っていないことからうかがわれる。消波効果に及ぽす

d/Lの影響はw/いの値によっても異なるが，実験におい

て(d/Lの範囲0.08-0. 91)w /ビが小さい範囲では (w/L2

く5), d/L<o. 20で効果がよく (Fig.10におけるの

印） w/L2が大きい範囲では (w/L2>5) , 0. 21<d/L 

<0.04で効果がよく (Fig. 10におけるO印），いずれ

にしても d/Lがあまり大きい (d!L>O.50)場合はよい

③ 消波効果に及ぽすd/Lの影響は w/L2

の値によっても異なるが，この値を一定とし

た場合 d/Lのいかんによる消波効果の差は10

-20%がみられ， またw/L2く5では， d/L

<0.20が， w/L2>5では0.21 < d/L<O. 40 

で消波効果がよかった。

④ この種の浮き防波堤の消波効果と入射

波の波形コウ配との関係は特は認められなか

った。なお開発に当たっては相似関係の問題

がある。

IV 球形浮き消波工（撓性）

この報告は既報ポンツーン型浮き防波堤のもう一つの

素材研究を提示するもので，球形浮体についての消波効

果を実験的に調べたものである。球体のroll運動は不定

であるため，球体に長さ dのロープにて重錘をつり下

げ，これによって位相差を作為し，消波効果を期待しよ

うとするものである。筆者らの一連のこのテーマに一貰

する位相差を利用する浮消波工は，この場合も実験上か

なり効果のあることを確かめた。

1. 実験の方法

a 模型波

実験波としては，波高H=3.7-42. 5cm (造波水槽B
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では4.z,-..,51, Ocm*), 波長L=1. z,..,5_ 2cm (同じく 1.75 

,..,5_ 75m**) および H/L= 0. 0147-0. 1094 (0. 0218,.., 

0. 1000***) でこれらは抵抗線式波高計で測定した。

b 模型

模型として用いた球体は直径40cmのアバ玉（延縄用浮

子）で，これを進行方向と直角方向に 1列に 4(3*)個

配置し，璽錘として長さ lm,幅 5cmおよび厚さ10mm

の鉛板を木枠に所要数入れたものを堕錘取り付け用化セ

ンロープにて所要長さを保って浮体に取り付ける。

c 実験の方法

実験の方法としては，重錘重醤は水槽幅 lm当たりに

換算して9.82kg,19.64kg, 34.34kgおよび50.31kg(35. 

36'1'*) kgに変化させ，重錘取り付けロープの長さ dほ

21. 7cm, 35. 0cmおよび 74.5cm (33. O***) cmに変化さ

せた。重錘までの深さ dは浮体の喫水にも関係するもの

で，補助水槽の場合も含めてこれは結局13とおりに変化

させた。模型は，水深をhとすると (h-d)の1.5倍

の長さの係留ロープで水槽底へ係留した。

2. 実験結果とその考察

この消波工の消波機能に影響を及ぼす要因としては，

重錘重盤w, 重錘までの深さ d,浮体の水中に占める体

積，入射波高および波長など種々なものが考えられる。

実験の結果，重錘重獄W および璽錘までの深さ dが特に

大きく影響する。そこで，重錘璽量の影響をみるために

一応w/Lという値を考えて， これを変化させた場合の消

波効果を調べた。まずd/Lを一定とすると， w/Lが大き

くなるにつれて消波効果は大きくなるが，それにはある

限界がある。次に， d/Lを変化せしめ dの消波効果に及

ぽす影響について調べたが，前者の場合と同じような傾

向にある。すなわち w/Lを一定とした場合， d/L=O.3 

付近で消波効果が最大となり， d/Lがこれより小さくな

るにつれ消波効果は急速に小さくなり，またこれより大

きくなるにつれ，消波効果は徐々に小さくなっている。

以上のようにこの浮き消波工の消波効果はW とdの要

素が大きく消波効果に影響を及ぼすことをしる。そこ

で，これをグラフ表示する場合について球体の運動を考

える。球体自体は固有の運動周期をもたないため。その

ままでは入射波に完全に同調する。これに重錘を付加し

たものもだいたいにおいて入射波に同調するようにみえ

る。しかし，その運動の様子はw, d, 喫水などの模型

条件および波高，波長の入射波の条件によって，上下運

*'~* *** （）内の数字は造波水槽Bを用いた時の値

である。

動，水平楕円運動などが卓越する場合が複雑に生起する

が，斜め後方へ尻あがりの偏平な楕円運動を行なう際，

消波効果の大なる場合がみられる。その運動の大きさは

入射波高に比例し，また斜め後方楕円運動の大きさは特

にdに関係する。いずれにしても球体が入射波と衝突す

ることで説明される。入射波の運動エネルギーは一波長

当たり次のようである。
1 Ew =— o H1L 
16' 

また，一般に物体の運動エネルギーに関するものとし

て，質量 X (速度）2で表わされる。球体の運動エネルギ

ーを代表するものとしては，質量の代わりにw, および

速度の代わりに球体の運動軌跡を周期で除したものが考

えられる。前述のように球体の運動の大きさは，入射波

高H北 dに比例するので波の運動と浮体の運動との比を

代表するものとして， wd/L2というパラメーターが得ら

れる。これを採用して，縦軸にH./凡，横軸に wd/L釘

浮体全体の体積と，水中に占める浮体の体積の比を水中

体積比とし，これをパラメーターとして結果を図示する

とFig.11のようである。これによると dw/L2が大きく

なると消波効果は大きくなるが，この値がある値よりも

大きくなると消波効果はまた小さくなる範囲がある。こ

のようにdw/いが小さい範囲で消波効果の小さいこと

ほ，入射波のエネルギーに比し浮き消波工の運動エネル

ギーが小さいことで説明できる。この値が大きい場合，

浮き消波工の運動は，その上部の球体と下部の璽錘とが

一体となった運動を行なわないで，上部のみの運動とな

ったり，革なる上下運動を行なったりして，斜め後方楕

円運動という消波機構に関係ある運動が起こっていなか

った。また水中体積比の差による消波効果の差は，この

実験の範囲内ではそう大きいものではなかった。

3. 結論

撓性浮き消波工とは，同一の連続した材料のみでな

く，ポンツーン，筏などの組み合わせや，同一材料でも

その密度に変化をもたせるなど，すべて周期運動に有効

な位相差が生起するように設計したすべての形式を含む

ものとする。この稿は球形浮体はボンツーンであり，宜

錘つり下げは位相差生起のための一方法であるが，前者

同様撓性浮き消波工一般についていえるように，これは

当実験水槽内における性質の一端を示すもので，この可

能性を確かめようとした研究である。

V Floating Energy Absorber Mattress 

シート状または，種々なる浮体系による消波効果につ

いてほ，実験室的に一応有効であることを確かめたが，
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Relation between the transmission coefficient and w.d/L2 

消波工として実用開発への可能性に対しては，材料や相

似関係の面から，今少し時間が必要である。そこで摩擦

を主とした消波作用を卓越ならしめるための形式，

Absorber mattressについて実験的考察を行なう。

この消波工は位相差応用による消波機構ではないの

で，筆者らによる既報のポソツーンI)3), バリヤー4)、お

よび撓性浮き防波堤5) とは異なり，浮体自身が固有運動

周期を持たないので，ほぽ入射波運動に追従した運動を

行なう。このとき係留索によってけん引されると，入射

波エネルギーの一部分はこの消波工内を通過することに

なる。そしてそのような運動状態の時にはあたかも消波

工は強制係留された状態になる。

その結果，現地対応の相似関係をこの実験によって知

ることができ，実用上，合理的に設計しうることを示そ

うとするものである。

1. 実験の方法

a 模型波

実験に用いた模型波の諸元は，入射波高 Ho=4-38 

cm, 波長L=l. 50-4. 20mで，波形コウ配Ho/L=O.020 

-0.110の範囲のものである。波浪の澗定には，抵抗線

式波高計と，容量型波高計を併用した。

b 模型

この実験では，マットレス状の浮体を用いた。

成型のための枠として，目合い 30mmおよび 26mm,

線条の太さ 4mmおよび 3mm, 比重 0.95のポリエチレ

ン亀甲網（商品名ネトロン）をフトソ籠（かご）のよう

に紐み立て，この中のてん充物として包装用緩衝材また

はプラスチック球を用いた。このマットレスの 1個の大

きさは，長さ1.Om, 幅42cm, 高さ 20cmのもの，および

長さ1.Om, 輻 175cm, 高さ 40cmのものとし，これらを

組み合わせて所要の模型寸法とした。

てん充物として用いた緩衝材は，酢酸繊維素毛（商品

名サンフレックス）で，そのおもな規格は次のようであ

る。

長さ15-40cm (平均32cm), 輻 l-2mm(平均1.5 

mm), 厚さ0.2mm, 1本当たり平均体積 0.096cc, 1本

当たり平均表面積 10.886cm汽 l七喧 1.44, 縦横とも引張

り強さ 9kg/cm叫上。

またプラスチック球を比較のために用いた実験を行な

った。この球は，未重合ボリプロビレンの中実球で，平

均半径 6.08cm, 1個当たり平均体積940cc, 比厭 0.862

のものである。

c 実験方法

マットレスの大きさは全高 t=0. 20-0. 60m, 全長0

=l. 0-3. Omに変化させ，また網枠への材料のてん充等

は次表のように行なった。ただし，てん充密度，間ゲキ

率は同じ材料でもてん充材料の大きさ，物理的性質など

によって違ってくるので考慮する必要があるが，ここで

は全表面積を支配的要因として取りあつかっている。

また緩衝材をてん充したマットレスの水中深さの調整

は発泡スチロールの小片を網枠に取り付けて行ない，水

面上部高 t,の全高 tIこ占める割合を t,/t=0 -o. 40に変

化させた。
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材料 盃ん喜l間ゲキ率 i慶冨ん］『『備一考

kg/m3I 呵吋;ms;
サンフレ 52.8 96. 33 415. 6 ; 

ックス
126. 4 I 98. 11 i201. 9 I 

0. 72m平ホール 1 個/m31 I 
584. 3 59. 06 ,27. 1 420j詞

マットレスは入射方向の端部をゆ 9mm,長さ2.5mの

化センロープにて水槽底から係留した。

水深hは実験を通じて常に 1.5mとした。

2. 実験結果とその考察

a 浮きマットレスの消波機構について

このマットレス消波工の消波機構としては，マットレ

スの間グキを満たす水分子の摩擦による入射波工ネルギ

ーの吸収を期待するものである。

それゆえ入射波による浮体の運動で，位柏差を生じた

り，そのために生起する反射率に変化を生ぜしめないこ

とが大切である。換言すれば，入射波の条件によって，

運動状態があまり変化しないことが大切である。このこ

とは，マットレスにはポンツーソやバリヤーのような固

有運動周斯がなく，しいていえば，浮き係留，固定係留の

いずれかを間わず，消波機構は同様であるともいえる。

しかしながら，厳密には多少の位相差が生ずる。このこ

とがらを知るために，消波効果， H-r/Hoと波形コウ配Ho

/Lとの関係をグラフに書けば Fig.12のようである。

Fig. 12によれば，水面上部の高さし=0,すなわち，

tilt= 0の場合（黒丸）と tift=O.38の場合（白丸）と

の比較において明らかなように，燻丸は波形コウ配の大

きくなるほど大きくなり，白丸は波形コウ配にあまり閃

H T 

係がないようである。その理由は，前者， t,/t = 0の場

合は越波が多く，後者は少ないためと思われる。この傾

向はマットレスの長さがさらに大となっても，プロット

のコウ配が変化するのみである。

この場合の浮体の連動状態を参考に書くと，波の入射

のたびごとに t,が小さくなる。すなわち， 沈んでいく

煩向のある場合がある。

b 消波効果に関係する諸要因について

消波効果に影薯を及ぼす要因としては，マットレスの

長さ，厚さ（水中の翡さ），てん充密度，充てん材料の

物理的性質などがあげられる。

消波工の長さ£が消波効果に及ぽす影蒻をみるため，

縦軸に消波効果としての HT/Ho,横軸に£ILをとり，

d/Lをパラメーターにとって表わすと Fig.13のように

なる。これは，サンフレックスてん充密度52.8kg/m8の

場合であるが，図において消波効果の表われ方はパラメ

ーターd/Lに大きく影薯されるが，今これを一定とした

場合は， Q/Lが大きくなるにつれて消波効果は大きくな

る。その表われ方は， この図だけからは， tまっきりしな

いが，直線的でなく指数関数的に変化するようである。

(Fig. 13, 〶およびO印）

次に水中深さ dが消波効果に及ぽす影褥をみるため，

縦軸に ffr/Ho, 横軸にd/Lをとり， Q/Lをパラメークー

にとって表わすと， Fig. 14のようになる。これもサン

フレックスてん充密度 52.8kg/m3の場合であるが，この

場合もパラメーター Q/Lによって消液効果は大きく影響

されるが，これを一定とした場合は d/Lが大きくなるに

つれて消波効果は大きくなる。この傾向も指数関数的で

あることがわかる。 (Fig. 14, ④およびO印）

1.0 

0.8 

..... ふマぷ士恭一~ ;.;c. o K.ynn- ＇ 

記,..l i I し li 'Iレモi'ナロニ.ーニ.トi 

--H。
0-6 i : : ;'t $ -0.050 t!l'r I d/L 

0.2~ 」 I I ; i'9 
， 

： 
I ， '-+— 

Fig. 12. 透過率と波形コウ配の関係

Relation between the transmission coefficient 

and wave steepness 
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Fig. 13および Fig.14で波長Lをとった理由は，波の

エネルギー輸送に関し卓越する要因だからである。また

ここで最も重要な問題は長さとして表わした dという最

であるがこれは厳密には波が浮体内を通過することに関

係があるので 2次元懺とみなすべきものであることを附

記しておく。

c 消波効果について

すでに述べたように，この種，邸擦作用によってのみ

消波幼果を期待する波浪エネルギー吸収型の消波工の消

波効果は，一般に指数関数的に表わされる。一方，消波

機構の面から， powertransmission作用の適用が可能で

あるとものとする。すなわち

水面から鉛直距離 dだけ水中に没した物体の間ゲキを

水平距離 X だけ通過すると，波は dおよび X に応じて

その運動エネルギーを失なうであろう。今これを一波

長がもっているエネルギーについて考えると，
c!EL ------= -aEd 
dx 

・・・ ・--(1)

wkH' 
E=Ssinh 2khf゚ cosh2k(z+h)dz・ …・・(2) 

-h 

恥= wkH'f゚
8sinh 2kh 

cosh 2k(z十h)dz ・・・・・・(3)
-d 

ここに aは減衰係数， Eは水面から水底までの水柱に合

まれる運動ニネルギーを一波長当たり平均したもの，

Euは同じく水面から dまでのものである。

(2)式より

四:'._= wk f゚ cosh2k(z+h)dz•2HL dH 
dx 8sinh 2kh -h dx 

(3)および(4)式を(1)式に代入して，マットレスの長さ Qの

区間で積分すると次式をうる。

H -~{1-a sinh 2k(h-d) _{I, 

国 =e 2 sinh 2kh }•L 
... ・・・・・・・・・(5)

すなわち浮体による反射を無視すればこの結果か

ら縦軸に H叶Ho, 横軸に{1 -sinh2k(h-d) 
sinh 2kh 

}x 

Q 
ーをとり，パラメーター
L 

として材料の物理的性質

およびてん充密度を示す盤， Cをとって示すとFig.

15のようになる。 図中の細実線は， 材料および

てん充密度によって異なる減衰係数， aにそれぞ

れの値を入れた計算値である。

Fig. 15をみれば多少のバラッキはあるが，大

体において摩擦による消波工内の入射波エネルギ

ーの powertransmissionが説明できるようであ

る。これらのバラッキは，越波の影聾であろう。

越波現象は，入射波が大きくなるにつれて大きく

なり， { 1 
_ sinh2k(h-d) Q 

｝ 
sinh 2kh L 

ーの値が小さい範囲

において影響を及ぽしていた。

充てん物が緩衝材の場合，てん充密度の差による消波

効果の変化は，この実験の範囲では，てん充密度に応じ

て効果はよくなっている。つまり Fig.15においてO印

は26.4kg/m凡●印は52.Skg/m氾， それぞれのてん充

密度を表わしているが，それぞれの減衰係数， aをグラ

フから値を読みとると，前者で 4.5, 後者で 9.0とてん

充密度の比になっている。

ボールの場合は， powertransmission作用の適用が

やや困難であろう。 (Fig. 15, △印）その理由とし

て，入射波長に比しボールの径が大きい場合は，ボールに

よる反射が大きく，また波長の大きい波に対してはボー

ルが水分子軌道に応じた運動を行ない，いずれもマット

レスが入射波に対して摩擦作用を生じないからである。

以上のように，マットレスの消波機構を摩擦による入

射波のエネルギー吸収にのみ期待しうる場合は， Fig.15

に示したごとく， aを適当にきめることによって，消波

効呆の表示を一般化することができるものと思われる。

このことは，既報5)6)7)シート型消波工や位相差応用によ

る撓性のものにおいて，大きな問題として残った現地対

応時の相似関係が，この場合は比較的容易に見いだすこ

とができるわけである。

＆結論

a 摩掠作用を主とした波浪ニネルギー吸収体によ

る消波効果は，てん充密度およびてん充物の物理的性質

等を示す減衰係数， aをパラメーターに取ることによっ

て，その表示を一般化しうる。

b すなわち，波浪エネルギー吸収体消波工があた

かも強制係留れさたような運動を呈するときすなわち浮

体が固定されたものとみなしうる時は摩擦による入射エ

ネルギーのpowertransmission作用で解析される。そ

して消波効果は相対水深d/h相対長さQ/Lの租を変数と

して指数関数的に表わされる。
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c 現地実用化に当たっては 分に検討すれば， Fig.15 により合理的に設計しうる。

① このことがらをできるだけ迎用しうるよう， 付記：現在，この種浮き消液工の現地実験として滋賀県

てん充または構成材料の選択，造構が必要である。 山下湾および，宮城県志津川湾において実施中であり，

② 水面に設置する位置は， t1/tの値を適当にと 前者では漁網を縦に数十枚並列し，波浪エネルギー吸収

ること。 休として作用せしめうる構造の多重網について消波効果

③ てん充材料については，その物理的性質を十 の照査と強度試験を行なっている。
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Wave Damping Effect of Floating Breakwater 

- Breakwater as the Outer Facilities for Fish Farms -

Juichi KAT百， ToshifumiNOMA and Seiya H AGINO 

Summary 

A floating breakwater is a marine structure for disaster prevention or especially breakwater works 

required in the field where marine work is performed for ocean exploitation. Here, the floating break-

water is required as the outer facilities for fish farms for the development of marine products resources. 

It is still in the stage of development and is expected to be used in a wider range in future. 

Since the floating breakwater is intended to damp the incident wave energy caused by a moored 

floating body, it has the following characteristics: (1) Unlike the conventional breakwater or offshore 

breakwater of the gravity type, this breakwater is relatively unaffected by the water depth in the marine 

area in which construction is being planned. In this sense, this is one of the breakwater structure 

types best suited for deep-sea marine exploitation. (2) When development of marine product resources 

and propagation type fisheries are intended, this breakwater affects the quality of water and hydro-biological 

environment the least. Accordingly, it is expected that this breakwater will be most effectively used 

as an outer facility. (3) The floating breakwater is referred to as a mobile breakwater. As the 

name shows, this type facilitates various jobs involving construction and its management, thereby having 

many advantages as a temporary structure. This breakwater can be used as a bridge or working 

platform when the sea is comparatively calm. (4) For the above-mentioned reasons, the index of 

construction cost for this type will be minimum as compared with the gravity or other types of breakwater. 

The wave damping effect of the floating breakwater is of crucial importance to this structure, and 

general doubt in the respect may be responsible for the fact that it has not yet been developed. In spite 

of literature numbering several hundred volumes, this has not yet put into practical use. One of the 

biggest reasons is the imbalance of the wave clamping effect relative to construction cost. 

It is taken for granted that draft corresponding to 80 percent of the sea depth must be maintained 

for a hovering breakwater, a kind of pontoon type, or that a damping effect of 50 percent cannot be ex-

pected unless the width of the rubber sheet is more than 10 times the wave length. It is maintained, 

though less frequently, that a floating breakwater can be installed only when the waves are small. 

These skeptical attitudes explain the above-mentioned fact. They are in the vague belief that 

this breakwater can be put into practical use in particular cases depending on the shape and type of the 

floating body. 

In the writers'opinion, these attitudes come from the fact tnat they are thinking of the wave damping 

effect only from the viewpoint of the wave damping mechanism, i. e. considering only in terms of simple 

wave reflection and wearing function in the general fixed structure. The writers have gone a step 

further and have confirmed by experiment that the conventional concept regarding the floating breakwater 

would be altered if resistance against waves is given to the floating body by making positive use of the 

resonance between the wave motion and motion of the floating body and by causing phase difference and 

or the function of friction by some means in this occasion. This fact holds good irrespective of the 
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floating substance. The summaries are described below. 

Under these situations, classification has made as illustrated in tne following table for the purpose of 

systematizing a floating breakwater applying phase difference in special in terms of engineering design 

standards. This classification is based on the writers'experience with respect to the various types of 

floating bodies, mechanisms of motion of floating bodies, and wave damping effects. 

FLOATING BREAKWATER 

Rigid Type 

Flexible Type 

1 Pontoon 

2 Barrier 

3 Combination of 1 & 2 

4 Sheet 

5 Mattress Absorber 

In the moored floating system, the floating body repeats the same cycle with the incident wave and 

cyclic motion is performed by the external force. This phase is deviated from that of the cyclic motion 

of the incident wave by the resistance of the floating substance. Attention has been paid to the fact 

that the damping effect of the wave energy is affected by the reflection and friction between the waves 

and between the wave and the floating body, which causes this deviation. A floating breakwater posi-

tively applying this wave damping mechanism depending on features of various floating bodies is called a 

"System of Phase Difference." 

This mechanism differes with the shape and size of the floating body_ 

Pontoon Type Floating Breakwater 

When clamping the wave incident on the floating body, the phase of the cyclic motion of the incident 

wave and that of the floating body is shifted by some means to compensate the cyclic motions of the 

wave and that of the floating body, if phase differnce is applied. Generally, the motion of the float-

ing body is divided into reciprocating motion and rotary motion by the incident wave. 

In this case, considering two dimensions perpendicular and parallel to the incident direction, three 

composite motions (i. e. heaving, drifting and rolling) are discernible. To make an effective design for 

a floating body is designed in such a way that it excels in one of the three motions. The pontoon das 

an applicable not only to pontoons, but also all other floating bodi蕊. The pontoon has an advantage 

in that it can be designed theoretically as is generally accepted in marine architecture. 

Details of the pontoon type floating breakwater are described in ASCE vol. 95 No. WW3 (1969). 

The following gives an outline of this theory since it is the basic concept in designing every rigid type 

of floating breakwater. 

It has been made clear by experiment that rolling is the effective cyclic motion to clamp waYes by 

application of the phase difference. Rolling is caused when the cycle of tbe incident wave and the 

inherent cycle of the floating body resonate. This related to the shape and floating condition of the 

floating body (condition of draft). Especially, the shape of the floating body influences rolling, and an 

inverse trapezoidal cross section was found by experiment to be one of the most suitable shapes. In this 

case, the floating body of inverse trapezoidal cross section makes a large rolling motion depending on the 

incident wave (designed wave), but a rope from the off-shore side checks the rolling motion, pulling it on 

the way. In this case the phase of the incident wave cycle and that of cyclic movement of the pontoon 

deviate, and the incident wave and the motion of the incident wave are compensated, resulting in a re-

markable damping effect. In the laboratory the wave damping effect is the maximum when T /Tw~1. 
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(Refer to part I) 

Double Spaced Barrier Type 

This is one of the basic models of the barrier type and is composed of two plumb plates rigidly tied 

up with certain spaces. 

According to the writers'experiment in the indoor water tank with the object of putting it into practi-

cal use, the following can be said. (Refer to references (4)) 

As is the case with the pontoon type, the double spaced barrier (DSB) has an intrinsic vibration cycle 

of rolling motion. When the cycle of the incident wave is in conformity to that of the intrinsic vibra-

tion, resonance is caused, resulting in rolling motion. 

In this case, however, since a free water level exists between the walls, the phase of the wave motion 

on the water level between the walls is deviated from tbat of the incident wave motion when the incident 

wave given as forced vibration acts on the front wall of the double spaced barrier. For this reason, 

the double spaced barrier makes as eccentric rolling motion, in which the front wall moves greatly in the 

vertical direction and the opposite wall hardly moves in this direction. The major reason for this move-

ment is attributable to the distance between the centers. Movement of this floating body is roughly 

divided into two categories depending on the magnitude of the draft. The vertical motion is made when 

the draft is small, and eccentric pitch motion is made when it is large. 

(1) Ratio of Period of Rolling Motion of Floating Boby to Period of Wave (T/Tw) and Wave Damping 

Effect (HT /HO). 

a) For rather deep draught 

It can be seen that the wave clamping effect changes periodically with change of T /TW. 

The wave clamping effect of a floating body differs slightly depending on the space B (between the 

front and rear barriers) even for the same draught depth. For T/TW=l, the wave damping effect tends 

to be better as space B increases. This results from the fact that the dynamic stability of the float-

ing body increases as space B becomes wider for the rolling motion of the same steepness: that is, the 

phase difference is increased as the dynamic stability increases. 

b) For rather shallow draught 

Differing from the above case, the wave damping effect can be said to be larger as T /TW increases, 

though the tendency is similar in the case of deep draught. In this case, also, the effect is minimal 

depending on the steepness. 

(2) Ratio of Space B between Floating Bodies To Wave Length Lo (B/Lo) and Wave Damping Effect 

(H叶Ho)

a) For rather deep draught 

The maximum wave clamping effects tends to appear at the same points as those of a Par. (1). 

The figures show clearly that the amount of scatter of the plots is larger than the case of paragraph 

(1) Comparing the present results with the experimental results obtained by Stelzride and Carr, it 

is seen that both tendencies agree closely. It is also found that the line joining the upmost scatters 

on the graphs of the present experimental results approximately agrees with tbe results of Stelzride and 

Carr. 

b) For rather shallow draught 

In this case, a tendency of the wave damping effect is seen clapending on space B of the floating 

body; that is, it can be said that the wave damping effect obtained by the scale of the model used in 

this experiment decreases as the energy of the incident wave increases. 
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We have studied two of the typical effective models of the rigid floating breakwater, which is char-

acterized by the following features. 

1. Maximum wave damping effect can be expected 

2. Rational design can be made 

3. The construction cost may be considerably higher than when making other type of floating bodies. 

Accordingly, this is suitable for cases where greater stability is required of the working area or sea 

surface or1ヽVhenan important structure must be protected from waves, depending on the aim of the ocean 

exploitation. 

Flexible Floating Breakwater, Especially Floating Mattress Absorber. 

The simplest flexible body is a sheet. Since draft of the sheet is zero, the damping mechanism 

is utterly different from that of the pontoon type or double spaced barrier. In other words, such a 

floating body as a sheet has no cycle of intrinsic vibration, but influences the incident wave as a resist-

ing body. As shown in the figure, the phase between the motion of the transmitted wave and motion 

of the floating body are deviated from each other. In the figure, it is observed that resonance is caused 

as is the case with the pontoon type, though not so conspicuous. (See Fig. 1-4) 

According to the related literature, the types flexible floating breakwaters number several hundreds 

depending on the material and shape of the components. Some of them have excellent wave damping 

functions and some have sophisticated wave damping mechanisms. In the future, technically more 

advanced types will be devised. The reasons why these models haye not yet put into practical use are as 

follows. 

1. One of the biggest reasons is that ideas are casually given without theoretical background. 

2. Since the floating substance of the flexible floating breakwater is deformed by the incident wave and 

incident wave is given a complicated influence, it is difficult to make a rational design. This fact 

is related to the first problem, and development and research are hindered by the spatiotemporal 

elements. 

3. In developing this breakwater for practical use, the marine structure in particular should be as simple 

as pos~ible. If attention is directed only to damping waves, no conspicuous difficulty is accompanied. 

They are forgetful of the fact that a complicated mechanism for the wave damping tends to make 

practical use difficult. 

The writer made experiments on ten typical models classified above in the laboratory, and reported 

the results (for instance, Floating Sphere with counterweight or with sheet, See Fig. 5, Fig. 11). 

A rational model of a flexible floating breakwater has not yet be developed. Recently, howewr, taking 

the above factors into consideration, the writers are making the following research with the object of con-

firming the suitability of the floating mattress absorber. 

In view of the development of the FRP material, etc., the writers have paid attention to the wave 

damping function of the absorber, which is one of the fixed barrier types, and concentrating on development 

of the floating mattress absorber. This is a floating body whose structure is illustrated in Fig. 12. 

The floating body used in the laboratory is composed of a poluetherene wire-cylinder filled with 

packing material made of vinyl acetate Fig. 13 and 14 describes the graph showing the wave damping 

effect experimented with under various conditions by changing the length, draft and packing density of 

the floating body. The wave damping effect of the wave energy absorption type damper 

relying only on the friction is expressed by the exponential function. On the other hand, it 
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seems that the power transmission theory can be applied from the viewpoint of the damping mechanism. 

A simple calculation is made, and the relation is illustrated in Fig. 4, where ! 1 - sinh 2k(h-d) x 
sinh 2kh j X T 

is plotted on the horizontal axis and the value showing the physical properties of the material and filling 

density "a". 

The fine solid line in the figure shows the values calculated by substituting various values into the 

resistance coefficient ", 炉 whichdiffers with the materials and filling density. (see Fig. 15) 

Slight deviations are observed in Fig. 15, but the trend can be explained in terms of the power trans・ 

mission theory. These deviations would be caused by the influence of the wave passing over. The 

amount of wave passing over becomes greater with the increase of the incident wave, and influence was 

given in the range where the value of { 1 sinh 2k (h-d) Q ーニi五h-2k訂―}―Lissmall. 

In case of the buffer material is used as filler, the wave damping effect due to the difference of the 

filling density is improved in proportion to the fillig density according to this experiment. In other 

words, the filling density is 26.4 kg/m3 where marked by減"and 52. 8 kg/m3 where marked by減".

By reading the resistance coefficiency'¥t" from the graph, the ratio of the filling density is 4.5 for 

the former case and 9. 0 for the latter. 

In the case of the ball, the application of the power transmission theory will be more complicated 

(marked by "a" in Fig. 15). The reason is that when the diameter of the ball is larger than the length 

of the incident wave, the reflection by the ball becomes greater. The ball moves in accordance with 

the track of the water molecule for the wave of greater length, and the mattress does not produce the 

action of friction for the incident wave. 

As is seen from the above, when the clamping effect of the mattress depends only on the absorption 

of the incident wave energy by friction, it seems the wave damping effect can be shown in a generalized 

form by determining the value of "a" in the proper manner. This means that it is comparatively easy 

to find a relation similar to that in actual situation in which a big problem is posed in case of the sheet 

type wave clamper or the flexible type clamper with application of the phase difference, of which reports 

have already been made. 

As illustrated in Fig. 15, it has been proven that the floating body of proper size and proper packing 

density under the proper floating conditions has sufficient function as a floating breakwater. This is 

characterized by the following features. 

Since the wave is damped mainly by the frictional action but not by the reflection in resistance to the 

incident wave as in the case of the rigid floating body, the force applied to the moored anchor is small. 

The expected effect of damping wave is the same as the rigid substance. It has an important 

advantage of being able to be designed in a flexible manner in accordance with the required strength and 

stability, and construction cost, thereby meeting requirements under rnrious circumstances. On the other 

hand, theoretically rational design of the selection of materials and structure is difficult because of the 

flexibility referred to above, and experiments with a full-size structure must be carried out on the act叫

spot. 

Supplementary Notes: 

The floating type wave dampers are now being tested in Yamashita Bay, Shiga Prefecture, and Shi-

zugawa Bay, Miyagi prefecture. In Yamashita Bay, 10 rows of fishing nets are arraged in parallel 

for the purpose of checking the wave damping effect and strength of the multiple nets with a structure 

that can be used as a ;ヽvaveenergy absorber. 
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