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－ステップ型リーフ上での波の非線形挙動一
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Abstract

Thcsystemo｢integro-difTe妃ntialcquations,whichcombineslongwavenonlinearitywi[hfn1llineardispe耐ion，
isproposedtostudyweaklynonlinＣａｒｅvolutionofshallow-waterwaves・Thedispersionterminthesystemis
dcscTibedbytheintegralwiththekernelof[heFouriertransfbITnofdimensionlesswavespeed､Thewaveequation
dcvelopedfbTspectral-wavecomponemsisapplied[ononlinearwaveson[hestep-typereefintwodimensions・
Comparisonstoverifythemodclaremadebetweenpresentnumerical礎sultswiththefiniteelementmethodand

cxperimentaldata､Numericalsimulationshowsthatthereoccurlongerperiodwavesratherthanincidentwaves，
becauseofnonlinearintcractionbetweenwavecomponentsandbathymctryofthereefAsarcsult,thewave

amplificationfklctorattheshorelineofthercefbecomesgreaterthanthatofthelinearwavetheory、Atthesame
[ime1bepeakpositionmovesasifIongerperiodwaveswe妃incidentuponthereef
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1．緒言

近年，沿岸での波浪制御の１手法としてリーフの持つ波
浪エネルギー減殺機能の利用が考えられている．しかし，
リーフ上で発生する長周期波などリーフの波浪応答につい

て不明確な点が存在する．これらは浅水変形に伴う波の非
線形挙動と深く関わっており，その解明にはリーフ上での
波動の非線形解析が可能な数理モデルが必要である．また，
長周期から短周期までの広範囲の周波数を持ち不規則な現

地波浪を対象とするためには，モデルでは波の分散性をも
考慰する必要がある．さらに，現地の３次元的な地形特性
にも適応できるモデルでなければならない．
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これに対して,駿近では強非線形･強分散性をもつモデル

方程式(灘岡ら，1”3,1994；磯部,1994)，Boussinesq方程式
(Rogers＆MeL1978;Liu,YOC､＆Kirby,1985)の近似のオー
ダーを高めたモデル(喜岡・柏原,1115),線形ではあるが強
分散性に着目したモデル(後野,1993)などが提案されてい
る．しかし,これら方程式の３次元波動場への拡張と適用に
は数値計算上の困難を伴うと考えられる．したがって,本研
究では，従来の線形方程式に波の非線形性が付加された新
しいモデル方程式を提案する．

筒井(1995a,1995b)は，波の入・反射波が共存する波iill場
において，波の非線形性と線形分散性を合わせ持ち，かつ，
３次元波動場に適用が比較的容易なモデル方程式を提案し
ている，この方程式は局所波速のFbuner変換を核として分

散項を積分表示しているが，長波領域ではBouBsinesq方程
式と数理特性が同じであり,かつ,線形分散関係を厳密に満
たしている.また,このモデル方程式より断面２次元におけ

る近似方程式が導かれ，波の非線形性と分散性が顕著に現
れる一定水深域における波の伝播変形の数値計算結果と
KdV方程式によるものとの比較の結果，モデル方程式の長
波領域における妥当性が示された．
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しかし，モデル方程式の誘導過程で基礎となる３次元波

動場での積分核の存在が不詳であったため，モデル方程式
は確定されていなかった．そこで,本研究では，まず３次元
波動場でのFOurier変換核の存在およびその特性について述
べ,モデル方程式を確定する．次に，スペクトル法を適用し
Fmrier成分波に対する波動方程式を誘導する．般後に，こ
の非線形分散波の波動方程式をサンゴ礁海岸に見られる断

面２次元のステップ型リーフに適用し，実験結果との比較
によりその有用性を検証するとともに，リーフ上での長周
期波の発生などの波の非線形挙動特性について述べる．

Ａ＝の鰺/c６，Ａ=(ciWj.)&．（波数）（26）
断面２次元の波動に対しては以下の諸式が得られる．

寄辮最(仇半馴)=０（27）

謡瓊穰－%に｡藷催-…`‘（２８）
附言会に鶚…

(2.9）

モデル方程式(2.2),（2.4)および式(2.7)，（28)は一定水深
域では線形分散関係を厳密に満たし，長波近似においては

２．モデル方程式

Boussincsq方程式と一致する（筒井，1,,5b)．これらの式が
前報(筒井,ll95b)で提案された非線形分散波に対するモ
デル方程式の概略は以下の通りである．図-2.1に示すよう

以下のようにして証明される．
が▲

に,隙水面に座標原点を麓き,水平座標を(妬i";),鉛直座標
をz,,時間を'･とし,流体廟の自由表面を2.=〃．(xixj,'､ル海
底面をZ.=-A鐡依imx;)とするただし,上添字輩は次元鐙を表

確定するためには式(2.5)および(29)で定義される無次元波
速のFouricr変換が存在しなければならないが，その存在は

す．水粒子速度，断面平均流速，圧力，重力加速度，および

水の密度をそれぞれい;";・剛.),(jiij】;),,．,9,およびＰとする．

ここで,微小パラメタ層=･Ｉﾉﾊi,似=⑪('h;/g)M2を導入する
ただし,ｋ;:基準点での水深,｡;:入射波の振幅の.=2露ノア：

波の周波数,７．:波の周期である．さらに，長波近似を得る

￣＝坐と△
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ため次式により無次元量を定義する．
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図-2.1座標系

ただし,j=,,2,ci=(glh6)１'2である以上の変数変換の下
に，まず，連続方程式を水深平均すると次式が得られる．

夢辮孟((Ii令馴,)＝ｏ

（２２）

ここに，ｉ＝1,2であり，テンソル表示でのEinsteinの規約に

したがうものとする，断面平均流速は次式で定義される．

'ﾙｰ病口卿1通

(2.3）

次に，Bulerの運動方程式を水深平均して得られる式の各
項のオーダーを調べると，水平成分の圧力項は線形境界値
問題に対する一般解で評価できることが判る(Chester11968)．
圧力項に対するこのような再評価の結果，運動方程式に対
して次の近似式が得られる．
一

らの次元量は８Kであるが，改めてＫと置き，上添字＊は省
略する．断面２次元でのFourier変換式(２９)に対して次式
(Chester,1,68;Roscau,1976)が成立する．

“)=会ｔｗ`…&一念…(割。｣o〕

この積分核jnDに対する近似式は次式となる．

Ｋ(艦)=‐念'凧|＃’｜ｶﾞ|→｡（2ｊ１ｌ）

‘(鋤一議…(-割腓（zjL2）
積分核K(x)はＭ１→0のときには２次元空間における対数

ポテンシャルである．一方，この積分核はMilの増加とと
もに指数関数的に減少し,Ｍ|>4においてＫ③鐸Ｏとなる．

一

等側鵠

一方，３次元の場合には，式(25)で定義されるFmner変

換を実行すると次式が得られる(AppendixA)．

－釧二塞騎-`卜麺-…,脳堪（２４）
ただし,ムノ＝1,2であり，積分核は次式で定義される．

…薑(会｢に竺鵠kｌｗＭ

ここでは，式(2.5)および(2.9)を次元量で取り扱う．これ

(2,5）

…)薑歳に半・吟ｗｋ１

論|欄7声湯鬮ｱﾏ）

(2.12）

ここに,『=,/ﾗﾋﾞ?T豆である.上式の右辺第１項は３次元空間

疏球大学二学部紀饗鏑５２験l996il：

におけるポテンシャルである．

２次元および３次元の積分核において８＝ｈ＝］としたとき
の変化を示すと，図-2.2の実線および破線のようになる．３

次元空間でのポテンシャル(2m．"!)－１は点線で表示されてい

2７

ここに,l＝0,±1,±2,…である．したがって，これら両式より
以下の結果が得られる．
(1)〃＝ｏの場合

る．ただし！式(2.12)中の交代級数の収束は非常に遅いの

ｉｉ｡二一会早叩,ii4-，

で，EuIcr変換(－松,1971)による加速計算法が用いられた．
３次元の積分核の他は,式(2｣2)の右辺の交代級数の効果に

士にり､(靴‐§!…塾)…2)`５１`５，

より３次元空間のポテンシャルより減衰が急であり，かつ，

＝-坪iA，

|'/Al〉I/４で２次元の積分核の値よりも小さい．２次元の
積分核においては|,/Al>４でＫ②=Ｏとなるから,いずれの
積分核もその影響範囲は|'wtI<４に集中し，通常のポテン
シャルと同様の作用をすることが判る．
２．０

（3.6）

式(35)および(36)よりﾜ｡=ji4｡=ｏ(どz)となＩ)，ゼロ次の

モード成分は他のモードの計算では無視してよい．
(2),,≠ｏの場合

式(3.3)において左辺第３項の非線形項は他の線形頃より
高次の微小量であるので，次式が得られる．

急(伽風")薑…｡(。

１．５

（3,5）

（3.7）

同様に，式(3.4)より断面平均流速は次式で与えられる．

Ｋ

ｆ"一念に警衛-…'×蝿)“雫ａ。

１．０

０．５

（3.8）

ここで，式(3.4)の両辺に水深ｈを乗じたのち万I(i＝1,2)に
０

００．５１.Ｃｌｿｈ１．５２．０
図－２２２次元および３次元の積分核

以上により，式(2.2)，（２４)および式(2.7)，（２８)は確定し，
これらはそれぞれ３次元および２次元波動場におけるの所
要のモデル方程式となっている．

３．Founer成分波に対する波動方程式

ここでは，前章で示したモデル方程式にスペクトル法を
適用し，波浪変形の非線形解析が可能なFOulier成分波に対

する波動方程式を誘導する．
進行波の水面変動量と断面平均流速をそれぞれ以下のよ
うなFourie｢級数で表す．

ワ…(〕=;】P呵鰄…．-M‘（３１）
‘,…D=鶚螂ﾋﾞ[,…-Ｗ（32）
ただし,"=０，±L±2,...であり,刀_凧向,_風は刀風,himの共役複
素数，ｉは虚数単位を表す．式(3.1)および(32)を用いると
連続方程式(2.2)および運動方程式(2.4)はそれぞれ次のよう
になる．

‐i"卯卿今云(hjIlJ+鐸鑑(呵岬i)=０〔33）

-W鍬H鶚

--余に誓噂,-…)蝋…,蝿（乱`）

ついて偏微分を行い,それらの和をとると次式が得られる．

－鰄去CM鵺(ﾙｷﾞﾙ鶚）

－銭{釧二鶚…-……霞)．,）

式(3.3)および(31)よりBい､)ﾉ砒,を消去すると，

急(洲里鶚,………川”
－蝿阿岬'一銭(伽寧j…鍔川'０）

となる・苔らに,式(38)を用いて上式より流速成分iiL風,…を
消去すると，FouIier成分波のみで表された波動方程式は，
結局，次の微積分方程式で与えられる．

義(余に裂(…-……ﾄ靴
一鐸卜(､2-内",呵鳳-,

-碑鵠巽士に鶚(鞠-§,､鞄-鼻)…)“，

-．早杓州二誓鮮…-……鼻
伸ＯＤＩ≠１１

×に鶚…瓢‐弧…1嘘
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搾甲満肌畿(勤一…２)…)…
に０.い、

“肛鵜(靴-…2)…)`…
（3」I）

積分表示が用いられている以上の諸式に対して，積分核
の特性を考慮することにより以下に示す近似式が求められ

る．水面変動量りを

りい!．…)=α(x,,x２，')ciIAjxj±'）（と,:振幅）（3｣2）

元量で表すと，それぞれ次のようになる．

金｜に鶚…-……川吻
=太早("2-'2)⑳摺り,可鳳-，

-坪渭釧ﾕ鶚 (xI-5I,xz-§2)Ｋ(5,,52)d5Id62
峠打

‐仰両肛窯(…-偉)腱(…,塩
化Ｏｏ伸肛

とおくと，モデル方程式(2.4)の右辺は次式で与えられる．

…-余'二晶卜胸-…,川鑿'１）
ｘｘ(５１．畠)c-i閥遁Ｉ喝（3｣3）

×Ⅸ鶚(…-…`…。
靴､P沖Ⅸ鍋"…-鼻)…)“
ｌ≠0.倖、

ここで,式(3.13)における積分核Ｋの影響範囲について考え
る積分核Ｋの影響は§2で述べたように狭範囲に集中して
いるので，その影響範囲内で振幅の変化が小さいと仮定す
ると，式(3.13)は次式で近似される．

(3.18）

鎧(･蟄警） 十("⑳2刀１ｍ

…--余Ⅸ 蓋…鴫鼻)州“
－辮襄（3｣4）
したがって，式(2.4)に対して次の近似式が得られる．

警緤恥篝--辮霊（３Ｊ罰）

断面２次元における式(2.8)に対する近似式は次式となる，

諄…鶚-鶚;!:h悪

×肛辮(…‐鼻)…)`…

(3.16）

モデル方程式(2,2),（3.15)および式(2.7)」（3.16)の線形部分
が總形分散関係を満たすことは前報(筒井,1995b)と同様に
して容易に証明することができる．

式(3.11)を誘導した方法と同様にして，式(２２)と近似式

(3.15)よりFburicr成分波のみで表された波動方程式を求め
ると次式が得られる．

鎧{胸鶚鶚｝ ＋n2J1n
一鍋`､2-12)'吻蛎-,-押掛竺鍔竺譜等
い、

-．早満(鶚;塑１１
’≠０６“J２

，(誓鶚-鑑識１（』、

以上のまとめとして，波動方程式(3.11)および(317)を次

一癖(m2-M1励鬮-,-牌鰐｡z鍔鶚
岬、

-胤而誌|誓鶚-畿鵜Ｉ
ただし，

。z=:Ｉａｎｂ雌

（3.19）

（3,20）

であり，積分核ｋは式(2.12)で与えられ,次元量を表す上添

字＊は省略されている．

４．モデル方程式のステップ型リーフへの適用

波動方程式(3.19)を断面２次元のステップ型リーフへ適用
し，実験結果との比較によるモデル方程式の妥当性の検証

およびリーフ上での非線形波動について述べる．数値解析
に際しては，３次元波動場への拡張性に配慮し有限要素法

を用いる．そのときの境界条件として，図-4.1に示すよう
に,(1)波の伝播側が開境界の場合,(2)波の伝播側が閉境界
の場合,および(3)解析領域内にステップ型リーフに見られ
るような水深不連続部が存在する場合を考える．
4.1有限要素モデル

(1)モデル方程式の線形化

式(3.19)の断面２次元の場合を考え,全ての物理量を基準

長lh6,基準速度I/両,基準時間$/77777で無次元化する.言
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β川一命"廠呰響…）
(1)波の伝播側が開境界の場合

,嘔一士艇臘(鰐淵辮制}響…

であり,上添字ノは繰り返し計算のステップ数を表す.した
がって,Ａｌｌ,ＡＩ2,8小ＢＩＺは１ステップ前の値であるから繰

ロ

￣￣

り返し計算過程においては既知である．

(2)各種境界条件と弱形式
線形化された方程式(4.3〉と各種境界条件の誤差の総和を

職小にするためⅢ重みつき残差法(弱形式)による定式化を
行う．形状関数をｖとすると，基礎方程式(43)に対する弱形
(2)波の伝播側が閉境界の場合

式は次式で与えられる．

キ｡
、ユ
｡Ｉ
－－－－－－

Ｗｚｗｅｓ
－￣

I}鰈…柳

え

(3)解析領域内に水深不連続部が存在する場合
図４．１各種の境界条件

檀いF塞勤肋州…-塞螂ﾙｨ蝿}〃
ﾄ響|ﾕｰﾄ(富川堂丹鴬刎鰍}'４

（4.5）

以下では,式(4.5)の右辺の境界項に前述の３境界条件を
付加した弱形式を求める．

らに，両辺に髄に(Ｃｆ：群速度）を乗ずると，断面２次元の

綴勾配方程式に非線形項が補正された次式が得られる．

殻|"畿川鋤魁袰孵

號早("2-ＭＷ獺-,伴響等}(4〃
ｌ≠、

ただし，

。ｚ薑六…“2）

である．

非線形方程式(4.1)に対して有限要素法による定式化を行
い，繰り返し計算による数値計算を行うため，式(4.1)の右
辺の非線形項に対して次のような線形化を行う，

釜("`磐胖勤卿
‐嵩A"w：｡'辮営4,2Wﾉﾊ！

＋宮β"雫･営圃烟雫（43）

(a)波の伝播側が開境界の場合

図-4.1(')に示すような解析対象領域αの境界一凪尺にお
いて，水位と水粒子速度が連続であるための境界条件とし
て，各成分波について次式が成立しなければならない．

－．１１，．５〃
Ｔｍ＝刀"，万77＝万「

（4.6）

ここに，、：境界一R,Ｒでの外向き法線,５:境界での水面変
動麓である．したがって，式(4.s)の右辺に対してこれらの
境界条件を付加すると境界項(B､T､)として次式力禰られろ．

函-ﾄ等Ｈ零ＦL等Ⅲ
‐|(富…鴬`雌'}[Ⅷ
‐|恥州)鯏帆ﾎﾟﾙｯ）

ここで,形状関数v1,ｌｂ,噛は任意関数であるので,境界での

可'１，㎡"iI.'/“…を消去するため

3０簡井・鈴山・大木；線形分散と域海長波のJ1線形性を合わせ持つモデル方程式（第３掴）－ステップ型リーフ上での波の非線形挙動一
vl＝wr8(x＝-尺)，ｙＩ＝－V“ｇに＝R）

Ｍ２＝－MB小巧＝－１ＢＩＺ

とすると，次の弱形式が得られる．

）

(4.8）

｜》ｗﾙ宮Ⅶ'し“唾’

(c)解析領域内に水深不連続部が存在する場合
図_4Ｊ(3)に示すような水深不連続部が存在する場合には，

Iﾄ:等-…“

不連続点で跳躍値が存在し，基礎式(4.3)に対する弱形式は
式(4.5)の右辺に次項を加えたものとなる，

･鮒静"ﾙ』苫ハル静纏炉測ト

ﾄ等！

ト等I小脇等Ｌ

|(螂州恥。 響州：

|勇…嘗州綱し
職|冨噸が筥帆'し｡,）

(b)波の伝播側が閉境界の場合

図-4.1(2)に示すように反射境界の位置を原点(x=o)に採

る．反射境界条件は次式(筒井ら，1990；Tsutsui＆Lewis，
1992)で与えられる．

－］

唖一ｃ

筑

筑

琳一釦

(…了豐l鶏蕨鍔）

(4.10）

ただし,α=(１－ＫＷ(I＋KiJ･Simβ，Ｌ：波の反射率,β：波の
入射角である．したがって，式(4.5)の右辺第１項で与えら
れる境界項のうち反射境界は=o)における境界項は，

卜鐵辮州響…し（`｣!）

となる.町は任意の関数であるのでdTir1/dxを消去するた

め恥=-vccgとすると，弱形式は次式で与えられる．

Iﾄ僻…
蜥差馴北蝋仙釧噸:'}・
ﾄ等L(wloo
l筥州:些か営１M倒し

（4.13）

ただし，

‘i1-鵠A薑一命(:当器++鶚詩）(4)』）

であり，５０は不連続点の座標を表す.一方,水深不連続部で
の境界条件は次式(rsutsui＆Zamami,１９，３)で与えられる，

ﾄ等|:蕾馴型｡←…|鵲(。

（4.15）

ここに,γは無次元係数であり，波は図-4J(3)に示すように
水深の深い側から浅い側へ入射するものと仮定して境界条

件を適用する．したがって，境界条件(4.15)を考慮すると，

式(4.9)および(4.12)の右辺に付加すべき境界項(ＡＢ.T､〕は
次式で与えられる．

…ﾄ等lii十割二MW｝

+iﾄ等|:蝿ﾄ響|:>鰯｜
軸{ﾄ鶉叶〃
仲|卜鶚'二Mmﾙﾐ’…
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ここで,。〃ｊＷ蕊…を消去するため,8ﾉ鋤=-3/８，なる関

係と条件式

喉＝Ⅵ恥＝リフーーｙ

（4.17）

を考慮すると，式(4.16)は次式となる．
〃－１

Ⅳ－〃

ABTx=-暇Ｍ鶚'十,勇,ｚＭｉｆ舟圏,Ｍ#１（418）
ここに，

3１

(c)領域内に水深不連続部が存在する場合
この場合のマトリックス方程式は，不連続点における境
界項

IMrL>ｗﾄ鴬,MH'Ｌ…

が式(4.20)および式(4.21)の左辺に付加された式となる．

町!=一命岩､!"／（4J，｣）

‘厄-☆(:笘器++簔烏)DM，（蝋''２）

である．したがって,解析領域内に水深不連続部がある場合
には式(4.18)を弱形式(49)および(4.12)の右辺に付加すべ
きである

以上の弱形式の定式化においては特定モードのFburier成
分波に対して個別に境界条件を適用しているが１次節で述
べるように，数値計算の段階では対象とする全てのモード
について境界条件を適用した連成方程式を解くことになる．

4.3数値計算法

マトリックス方程式(420)あるいは仏21)の１－/V次までの
モードを考えた全体構成は,図-42に模式的に示すような連
成方程式となる印対角要素は線形項より得られる対称マト

リックス(ＫＩ),非対角要素は非線形項に起因する非対称マ
トリックス(Ｋ２),(尼)から成る．ただし，これらのマト

リックスはいずれも三角対角要素のみに非ゼロの値がある

粗なマトリックスであり，両端の境界節点での境界条件に
より補正が行われている．また,各モードについて,入射側
の境界節点碗に入射波による外力頃・が作用している．

したがって，両端および水深不連続部での境界条件は全
モードのFbuTier成分波に対して成立する．
lstmode

2ndmode

４２有限要素マトリックス

線形要素を用いてガラーキン法（シイエンキーヴッチ，
1984)により弱形式(49)および(4.12)の離散化を行うと，〃
次モードのFourier成分波に対する有限要素マトリックスは
以下の諸式で与えられる(AppendixB)．

31dmode

Ｍｈｍｏｄｅ

(a)波の伝播側が開境界の場合

図-42運成方程式

（パル(ﾙ,+(Ｋ２)炉2(岬…+(脇),(川！

達成方程式(4.20)および(4.21)の解法として用いた数値計
算法は以下の通りである．まず,初期値として非線形項の影
響を無視し，１次モードの線形解を求める.次に，この解を
用いて２次モードの非線形項による非対角要素を計算し，
これらを右辺の外力項へ移項する．したがって,解くべき連

＋{KIL(7)”

＋偶)!(小,+(k3}2(川2+…+(聡恥<刀川

側(鞠)刈

(4.20）

上式において,{Ｋｌ}は弱形式(49)の左辺の被積分関数の中
の線形項である第１，２項より得られる対称マトリックス，

(吃)および(駒)は非線形項である第３，４項による非対

称マトリックスである．他の項は式(4.9)の右辺の境界項に
よるものである.式(4.20)の左辺の最後の項は両端の境界節
点に，右辺の項は入射側の境界節点に作用する．
(b)波の伝播側が閉境界の場合

立方程式の係数は対称マトリックス(x,)である.同様にし

て,3,…,Ⅳ次モードの解を求める．以下，同様の手順をＨＶ
次モードに対して繰り返し，解析領域での誤差が特定の範
囲内に収束するまで計算を行う．この計算方法の利点は全
ての計算段階で常に対称な係数マトリックスをもつ連立方

程式を取り扱うことにある．

さらに，入射波高が水深に比べて大きいとき，すなわち，
非線形性が強くなるときには上記の方法を単純に適用する

と収束しない場合があることが判ったので，榊造力学の分
野での非線形問題の解法に用いられている荷重増分法(ツイ
エンキーヴッチ,1984)と類似の方法を採用した`すなわち，
入射波高を分割し，微小な入射波高に対する収束計算を行
い，その結果を次の段階での増分された波高をもつ入射波
に対する解の初期値として用いる．このようにして所要の

（Ｋ２)躯－１(7)!+(鞄貼(ｉ２+…+(Ｋ２),("ﾊｰ，
＋(ｘｌ)圏(〃L

＋(蝿)!(川,+(ｘ３)2(ルュ+…+(x3}昨鳳(り)〃

倒撫)｡判

l l l l l il l il lilIl i l

波高に達するまで入射波高を徐々に大きくしながら，収束
計算を行う．
(4.21）

404モデル方程式の適用性一～～

ここでは，断面２次元のステップ型リーフで波の伝播側

3２
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図-4.3(1)ステップ型リーフ上における重複波の波高分布：Ｒｕ、１，２＝ﾊﾕﾉＡｌ＝ｌ/２
に完全反射壁が存在する場合の水理実験結果とモデル方程
式による波高推算結果との比較によりその適用性ついて検
証する．用いる実験資料(筒井,1991)の概略は次の通りであ

る．鋼製模型のリーフ長は６ｍでb､沖側水深AIとリーフ上
の水深Jt2との比はＥ=ｶｭﾉﾊ,＝I/2,1/３の２モデルである．
実験波として周期08,1,0,1.2secの規則波を用い，リーフ
上での波高分布はリーフ先端より１０ｃｍ間隔で測定した．
入射波の基本周波数成分波の波高を基準とするリーフ上
での波高増幅率Ｋの比較を水深比ど=lﾉ２の場合について示

すと図-4.3(1)となる．図中の実線および破線はそれぞれ非
線形および線形モデルによる波高分布の推算値，○印は実
験値を表す.模型リーフは図中の0-6ｍの区間に設置されて
おり，非線形モデルではリーフ上を非線形領域と仮定して

数値計算を行っている．

Runl-1では似:>'であるから，
Kunl-lでは喝〉１であるから，リーフ上での波の周期は

短く，非線形性は極めて弱いしたがって,線形および非線

形モデルのいずれも的確な波高推算ができている．Runl-2

および1-3に示すように,入射波の無次元周期7V了77万が次
第に長くなり，リーフ上での波が非線形波に近づくときに
は線形および非線形モデルの相違が明瞭に現れる．Runl-2
の場合には線形モデルの推算値と実験値はよく一致してい

るが,非線形モデルは波高分布を過大評価している．逆に，

Runl-3においては，Runl-2の場合より波の非線形性が強

くなっているので実験結果は線形モデルの推算値よりやや
大きくなっている，しかし,非線形モデルによる推算値はこ
れら実験値と比較的よく一致している．
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図-4.3(2)ステップ型リーフ上における遁複波の波高分布：Run2,Ｂ=ﾊｭﾉﾊ【＝1ﾉｮ

同様に,図-4.3(2)は水深比g=1ﾉ３の場合の実験値と推算

値との比較を示す.Run2-1および2-2においては，図4.3(1)
のRunl-2と同様に,非線形モデルによる波高分布の推算値
は過大となっている．Run2-3の実験値は波の非線形効果に
より線形モデルによる推算値よりも小さくなってるが，実

線で示された非線形モデルの推算結果はこの実験値の特性
をよく表している．

ここで，非線形解析によるFourier成分波の波高分布を

Run2-3について例示すると図-4.4となる．太い実線および
細い実線は非線形および線形モデルによる波高分布を示し，
基本周波数成分,倍周波数成分,および３倍周波数成分はそ
れぞれ点線などで示されている．３倍周波数成分の波高は

小さく，リーフ上での波高分布に及ぼす影辱は無視できる
程度である．一般に浅海での非線形波は線形波と比較して

以上のように，リーフ上での波高は波の非線形特性およ
びリーフ海岸の地形特性としてのリーフ内外の水深比Ｅに

波高が大きくなると考えられる.．しかし，この例において

よって左右され，非線形モデルによる波高分布が線形モデ
ルのそれに対して大きく，あるいは小さくなる場合がある
ことが判るこの原因は，次のようにFburier成分波間の位
相の影響を考慮することにより脱明できる．

位置に明らかな位相差があり,その結果,太い実練で示され

は，基本周波数成分および倍周波数成分の波高のピークの
た非線形モデルによる波高分布は線形モデルによるものよ

り小さくなっている．このように非線形波の波高分布には
FomieT成分波間の位相関係が非常に重要である．
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図.4.4ステップ型リーフ上での成分波の波高分布

以上,リーフ上での波のように,波の非線形`性が顕著に認
められる場合の波浪解析に対する本モデルの適用性が検証

された.次節では,波の伝播側が開境界および閉境界の場合
のリーフ上での非線形波動の典型例について数値計算鋳果
を例示し，その聯性ついて述べる
4.5リーフ上での非線形波動

(1)波の伝播側が開境界の場合

ある．図-4.5において特徴的な現象は，リーフ上で長周期波

が発生し，その結果，基本周波数成分の波高分布が振動し，
その振動周期は入射波の周期の増大とともに長くなってい
ることである．基本周波数成分の自己相互干渉あるいは
Fburicr成分波間の相互干渉などのリーフ上における波の非
線形現象が原因で長周期波が生じ，波高分布のビートとと
もに，全体として線形理論によるものより大きい波高分布
が得られたと考えられる．

図-4.5には水深比Ｅ=0.1のステップ型リーフに異なる周
期および波高をもつ波が入射する場合の波高分布が例示さ
れている．ただし,図中の実線などの記号は図4.4と同じで

(2)波の伝播側が閉境界の場合の長周期波の共振
ステップ型リーフに津波などの長周期波が来襲するとき
には,波は陸側でほぼ完全に反射されると考えられる.以下
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図-46ステップ型リーフの汀線で長周期波が完全に反射ぎれる場合の波高分布：Ｅ＝０．１

ではこのような条件下におけるリーフ上での波高分布特性
について述べる．

大きく，あるいは小さくなる場合が存在することを示して
いる．Run4-4では基本周波数成分と倍周波数成分とは逆位

図-4.6はリーフ先端に重複波の節が位置する場合の３種

相の関係にあり,顕著な非線形効果は悪めらず,リーフ上で
の波高のピーク値は入射波高の約２倍である．

類のモード，およびリーフ先端に重複波の腹が位置する
モードに対する完全重複波の波高分布を例示する.ただし，

水深比はいずれもｓ=0.1であり，リーフは0-3ｍの間に設置
されている．また，図中の実線などの記号は図4.4と同じで

ある．Run4-1～4-3によると，§4.4で示したように各Fburier
成分波間の位相関係により，非線形波が線形波より波高が

リーフ上での長周期波による重複波の波高分布は,Ⅷ以上
のように，波浪緤性と地形条件(水深比)との関係により影
響される．しかし,漂砂問題や海岸構造物周辺での波浪エネ
ルギーの減殺などを考えろと，工学的にはリーフ汀線での
波高増幅率がどのように変化するかが非常に重要である』
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図-4.7リーフ汀線での波高増幅率に及ぼす波の非線形性と水深比の影響

したがって，次にステップ型リーフ汀線での波高増幅率に

及ぼす非線形効果と水深比の影響について述べる．

図4.7はリーフ汀線における波高増幅率x,リーフと入射
波との相対規模〃Ｌ２(【：リーフ長,Ｌ２：リーフ上での線形波
の波長)，リーフ内外の水深比Ｂ，および入射波の振幅水深
比｡/Azの相互関係を示す.汀線での波高増幅率が極小値を
採るときは，図4.6のRuM-4で示したように，リーフ先端
部に重複波の腹が位圏する場合である．また,汀線での波高

増幅率が極大となり，リーフの相対規模〃との値に応じて

3～6倍に達するときには，図-4.6においてRun4-1～4-3に
例示したリーフ先端部に重複波の節が位置する場合と同様
の長周期波の共振現象が生じている．

振幅水深比｡/Ａ２が大きくなると波の非線形性が強くなる
ので,各水深比Ｂにおける波高増幅率Arにその影響が現れて
いる．波の長波性，すなわち，リーフの相対規模〃L2の影
響は水深比ど＝0.2の場合に顕著に認められる．このような
波の非線形性および地形特性の影響は,特にRun6-2に示さ
れているように,〃L2の大きい短周期側の入射波によるリー
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フ汀線での波高増幅率の増大のみならず，そのピーク位置
の〃L2の小さい長周期側への移動として現れている．この

3７

その特性，土木学会，海岸工学論文集，Ｖ01.40,pp､21-25.
-松信(1971）：数値解析，税務経理協会，316p

ピーク位置の移動は,図-4.5で例示した波の伝播側が開境界

Chester,Ｗ(1968):ResonantoscinationsofwaZerwave8.1.7肘ecry,Ｐｍｃ・

波が発生していることを示している．

ＬｉＵＰｈｉｌｉｐＬ.-F・oYoOn,ＳｕｎｇＢ､andKirby,Ｊ・丁.（1185):Nonlincar
泥fractioかdiffractiopofwavesinshallowwater,Jour・F1uidMech，

の場合と同様に，リーフ上で入射波の周期より長い長周期

Roy・SOC.L0,..,A.30dpp5-12・

VoLI53,ｐｐ･l85-20L

５．結言

本研究では,まず,前報で提案した微積分方程式系で与え
られる非線形分散波のモデル方程式を確定し，スペクトル
法に基づきFourier成分波に対する波動方程式を提案した，
さらに，この方程式を断面２次元のステップ型リーフへ適
用し，その有用性の検証およびリーフ上での非線形波動に
ついて述べた．得られた結果は次のように要約される．

(1)境界条件として，（a)波の伝播側が開境界の場合，（b)波

の伝播側が閉境界の場合,に)解析領域内に水深不連続部が
存在する場合について考え，有限要素法による弱形式とそ
のマトリックス方程式を求め，数値解析および水理実験結
果との比較により，非線形波動場における本モデルの適用
性が確認された．

(2)波の伝播側が開境界の場合には，基本周波数成分の自己
相互干渉などの波の非線形現象により入射波の周期より長

い長周期波とともにサーフビートがリーフ上で生じ，線形
モデルより大きい波高分布となる．

(3)波の伝播側が閉境界の場合のリーフ汀線での波高増幅率
は，リーフ先端部に重複波の腹が位置する場合には入射波
高の２倍となり，節が位置する場合には極大値を採り，５～
6倍にまで達する．

(4)さらに，このときに波の非線形効果によりリーフ上で発
生する長周期波の影響は，短周期側の入射波に対するリー

フ汀線での波高増幅率の増大，およびそのピーク位置の長
周期側への移行として現れる．
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AppendixA・Fburier変換KPm,鞄）

Ｋ(…2)臺歳Ⅱ二』圏93弊……Idh鉱１

(Ａｌ）

上式において

k,=kcospk2=ksi､似A2=kf+A；
x,=rc･sax2=rsinar2=態f+Ｘ；

）

(Ａ２）

とおくと，dkjdt2＝&雄ｄｏであるから次式が得られる.

…=☆]r興渕:F'…(’－．Ｗ“（A3）
Bessel関数の積分表示

‘｡(2)臺太ljiP'…傘（A4）
および関係式
○p

taI1hAh-1＋2Ｚ(-1)"c-2Mwl
列＝Ｉ

幼＞0

(Ａ５）

により，式(AQ3)は次式となる．

剛,'一為叶穐日)…)ん…吟・
さらに，Bessel積分

lrJb回止=''＠．>０（A､7）

トー"Jb(…=ＭＨ可…”>ｏ（A･G）
を用いると，式(Ａのから次式が得られる．

臆(測論|繍蒜湯77）

(Ａ，）

る非線形波動解析の試み，土木学会，海岸工学論文集，VoL4q

pp､6-10．

灘岡和夫・SerdarBeji・大野修史(1994)：新たな波動モデルによる
強分散性非線形場の解析法と室内実験による検証,土木学会,海
岸工学論文集，VoL41,ppll-15、

後野正雄('993):綾勾配地形上の線形不規則波動場の支配方程式と

AppendixB・有限要素マトリックス
線形要素に対する形状関数をし=jvlU＝1,2)とし，ガラー
キン法により離散化を行うと，弱形式(4.9)および(4.12)に
対する有限要素マトリックスは以下のようになる．

筒井・鈴L[l・大木：線形分散と浅海長波の非線形性を合わせ持つモデル方秘式（第３報）－ステップ型リーフ上での波のＪ１:線形挙動一

3８

(1)要素内積分
左辺の被積分関数において線形項である第１，２項に対し
て次のような対称マトリックスが得られる．

雌牛-…柵)“

薑:ルル`繼劉(M1#'1Ｍ1,1“
震Ｚ('if,"川,(川，（B5）
ただし，

割か響讐…川)帆

(酬臺ｌｌｉ蝋:）（風`｣）

。尋(xMj)"(")．（ﾙﾉｰL2）（B'）

〃…(梁苓|學芋（…

ここに，

‘…(等辮等)‐學梺（…
〃…怜轤等)辮苧苧（…
…(等鑛梺1-芋‐芋…）

（ﾙｧ薑(〃!'Ｍ３,…,〃“｝（B2｣）

(恥汁|#MIfli;;）（…
くい1壱(…-(等辮篝’（…
蝿…-台《…'一(綿）（…
…台'…ﾙ!(鰐Ｉ…）
Ａｌ＝(ccb』，Ｂｊ＝("⑳2(c8/ｄｉ

である．以上をまとめると，弱形式(4.,)および(4.12)の左
辺は，，8次モードのFburier成分波に対して次式で与えられ
る．

LHS=(xzⅢ(刀)!+(随貼('１)2+…+(瞳),(小！
＋(x,川劒”

（Ｂ２.6）

であり，ノは要素長，ｍは要素数を表す．

＋(ﾍﾞｮ)!(川!+(鯰)2(ワル+…+(陶川('ﾌﾙｖ

次に,非線形項である第３，４項に対しては以下のような

非対称マトリックスとなる．

第3項-ＭMM-畿圃１$Ｍ公

式(49)および(4.12)の右辺の各境界項に対する要素マト

リックスは以下のようになる．

(a)波の伝播側が開境界の場合

腎艸1m1-`"響1ＭＭ'蝋脳

外側領域の一定水深部での水面変動量5,は一般に次式で

与えられる．

．吾(ﾍﾞｭﾙ(川ｗ震１．２）（B3）

ただし，

(皐剛薑(鯛｝
趣,,薑(苧等)鶚學等
…(等等)竿一等

…(等等)緤梺辮午
…怜牛)一等一半

5,=α"Cit:蘭+似jie-ik:〃（灘>o）
－－ｉＡＸ

(B,4.1）

(Ｂ4.2）

(Ｂ４３）

刀､＝JLf"ｅ〃（ｚ＜Ｏ）

（Ｂ8.1）

（Ｂ8.2）

ただし,時間項はei"②rであり，上添字±はそれぞれｪ>ｏお
よび発くＯにおける諸量を示す．式(B,8)により式04,9)の右
辺の境界項は以下の諸式で与えられる．
l)負の領域(x<o)，すなわち，波の伝播側の境界節点では
v=Ⅳ1であり，次式が得られる．

RHS.=-M:丙(“`)-e-lい~似i；
(B､4.4）

〃－１Ⅳ－斤

+EB1je-iA勵一JR‐鹿-,+ZBj2c-Mh+１尺~以忌十，
仁１１＝Ｉ

(B､45）

薑-(尺!)<似-）

である．

…弓1,い2-差`“ﾙ創愈

（Ｂ７）

(2)境界項

(B,）

ただし，

(鰹-)『=(幽了,似Ｉ,…｡幽丙｡…,似則

(Ｂ101〕
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いり+…ｗ…`～Ｍﾊパ
jlt（“8)-e-iA丙R~･-81,2e-M;応ｌＲ~，

…ハハー…wｌ
－

である．

(Ｂ10.2）

2)正の領域は＞ｏ)，すなわち，彼の入射側の境界節点では
り=Ⅳ2であり，次式が得られる．

RHs-iヒル`)李僅１k＃1W.｡ｵｰiA＃("圏)+e-ik;が似；

ここに，

(励M,)『薑{可M刀,２，…刀,……,可Mv｝

(Ｂ16.1）

{Ｍｒ－('脇w､……刀……Ｍ

(B､16.2）

(愚)薑{-,…-`……,-`L川艸、
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である．式(ＢＩＳ)の右辺第１項は解析領域両鎧の境界節点
に，右辺第２項は波の入射側の境界節点に作用する．
(b)波の伝播側が閉境界の場合
正の領域は>o)，すなわち，波の入射側の境界節点では
(a)と同じであるが，反射壁の位慰α=O)における境界節点

ではv=lvlであり，次式が得られる．
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である．以上から，式(4.9)の右辺として次式が得られる．
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である．さらに，式(B､14.2)を用いて式(B､18)より’十を消
去すると，式(4.】2)の右辺の境界項は次式で与えられる．
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この場合のマトリックス方程式は，不連続点における境

（ｘ〈O）（B､14.1）
ｉｔ＋Ｒ＋

似:｡~ifj:尺.='恥､一・m．”に>O）（B､14.2）
(1,ｍ：両境界における節点番号)が成立するので，式(Ｂ13）
から〆を消去すると,式(4.9)の右辺の境界項は,結局,次
式で与えられる．
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(c)領域内に水深不連続部力存在する場合

しかるに，境界一凡Ｒでの水面変動量ﾗ"に対しては
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したがって,式(4.12)の右辺に対する要素マトリックスとし
て次式が得られる．
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界項FM8)により，
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が式(815)および(B､20)の右辺に付加された式となる．

