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人工魚礁に作用する波力の研究

河野二夫*

Study of the Wave Force on an Artificial Fishreef 

Tsugio KONO 

Synopsis 

This paper proposes the estimation of the wave force acting on 

an artificial fishreef in shaIIow water. 

In recent years considerable attentions have been given to 

Ocean structures. An artificial fishreef， such as the type of table coral， 

is planned in the N agura Bay of Ishigaki Islands. In the design of 

Ocean structures it is necessary to estimate the force induced by shaIIow 

water waves. 

The force on the object exerted by the waves result from the 

velocities and the accelerations of water particIes， that is to say， it 

can be assumed that components of fluid force consist of the drag force 

which is proportional to the square of the water particIes and inertial 

force which is proportional to the acceleration exterted on the ma田

of the water displaced by the object. 

In this paper， the wave force equation is developed on the basis 

of the above assumption and is analyticaIIy solved. The characteristics 

of the force due to waves are measured in the wave tank and the 

results of experiments coinside approximately with the theoretical results， 

which means that the above assumption is reasonable. Main results of 

the study are summerized as foIIows : 

The values of Inertia and Dray coefficients are about the ranges 

from 2.0 to 2.5 and from 3 to 4 respectively. 
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1.緒冨 の名蔵湾にはテーブルきんごの様な人工魚礁の設置が

計画されている。この様な構造物の設計に際しては，

近年海洋資源に対するかなりの注目がなされ，海洋 浅水波による波力が如何なるものかを知る必要がある。

開発に関連して，種々の海中構造物が設けられている。 物体に作用する波力は水粒子の速度と加速度に起因す

この論文は，浅海の中にある人工魚礁構造物に作用 る。故に，速度に比例する様な抗力と加速度に比例す

する波力の評価について提示したもウである。石垣島 る様な質量力が考えられる。

この論文は波力に対する理論を提案し，その適応性

受付:1978年 4月10日 について，実験的研究結果と比較しながら考察してあ

可L球大学理工学部土木工学科ー る。
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2 .実敏装置の線型

人工魚礁に作用する波カの研究

2.1 横型の蹄元

図 2-1-図 2-2にエフィ ラ司'1魚礁の限引が示

してある。実験に用いた政咋!は現地に設置する予定の

魚、般に対し，幾何学的緑i尺が%と%の 2符，矧を製作し

fこ。

材質はモルタルであるが，単位重量を鉄筋コンクリ

ートに近似させるためモルタルの中に鉄材を泌入した。

表 2ー lには魚臣官、の実物と桜引の諸元を力、した。

表 2- 1 で紋咋I A 可'~， B ~I~ は各々原引の%およびx.

の鯨尺に対応する。

2.2 実験装置と実験方法

実験に使用した水路は二次冗造波水路で水路巾 0.8

m，水路長約20m，水路高 1mのもので水路の片面は

ガラス必りになっており.笑験の現象ヵ、観illiJ出来る様

ト--x

グ(ー

Aげ
i 

ド一一ー__x.一一一一斗

Figure 2 -1 : Schematic Diagram of a 

Fishreef (Side View) 

表 2← l

ト-x.ー→

x。
Figure 2-2: (A Cross Sectional View) 

になっている。造波板はflaptypeのもので発生波周

期の範囲は約30-180c・P.mの回転が可能である 。

容量式波高計を魚餅の中央断面の位置に設置し波高

を計測した。また i皮肉は図 2ー 1でR.，と B面に垂直

な方向である。魚、併、に作用する波カを測定する方法は，

鋼材角棒(1.6cm角)の先端に魚礁模司'!を取 りつけ，こ

れを水路上端に固定した角材に固定し，表面波を与え

た場合の魚礁模引の振動をiRIJ定した。振動の測定には

鋼材角俸の上下 2ヶ所の断面に防水式 stramgageを

各々表裏両側面にはりつけ，これをトランステーューサ

ーとして，その姦をB主流増巾器によ ってビジ グラフに

記録させた。また，波高も 同時に測定し記録した。

strain gageの旬、礁天端からの位置は.下端のgageが

45cm，上端のgageヵ、65cmとなっており，従って上端

と下端の gageの間隔は20cmとなる 。実験波の条件は

水路水深が20，30， 40cmの各々に対し，i.庄の周期を 1

秒-2秒，波高が 5cm -15cmの範囲で約 3綬類に変化

させて造減した。

魚、般の諸元

:主主
x.， x， x， fo f， f， f， B V w 

cm cm cm cm cm cm cm cm m' kg 

原 汗'1 170 90 30 90 10 15 20 170 1.17 2820 

A 作。1 21.25 11.25 3.75 11.25 1.25 1.87 2.50 21.25 
X 10-3 

5.51 
2，285 

収可'1

B 斤'1 31.87 16.86 5.62 16.87 1.87 2.81 3.75 31.87 
x 10-' 

18.59 
7，711 
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3.理愉的考療

3.1 魚樽に作用する波カ

図2ー lの魚礁断面を図 3-1の様に単純化したも

ので波力の理論的考察を行なってみる。 J魚礁憐造物

(以下物体と云う)に作用する流体力は物体に作用す

るiik体の速度と加速度に起因すると考えられるので，

速度項に比例する係数(抗力係数)をCo，加速度項に

比例する係数(質量係数)を CHとすれば，魚礁に作

用する流体力はよく知られている Morisonの式1)に

よって次式で与えられる。

j~刻。

x 

Figure 3 -1 : Coardinate System 

p( t) = PM + PD ( 3 -.1 ) 

日 仏 B日-Eo)ヰヂ
.dxdy (3 -2) 

Pn=よ0・c.Bl h a(t)lu(t)|dy(3-3) 
~ 2'~ ~ }-(h← 1

0
) 

上式で記号は次の通りである。

PM :質量カ

Po :抗力

ρ : iik体の密度

u( t):流体の速度

B 魚、研、の長さ(図 2-1を参照)

Eo :魚、般の高さ

h :水路水深

x， 魚礁のrtJ

きて，実験的に波力を測定する場合は波動による物
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体の変動を測定して，その変位から波力を逆算して求

めることになる。故に式 (3-2). (3-3)の u

(t)に対し厳密には流体と物体の相対速度を用いねば

ならぬ。~) ，:{) 

J!Pち

r n (-h (す θ{u(t)ー x)
PM=ρ.CM.BI I ~一ーっァ一一一

}-(h-/o)ム守 dl 

.dx・dy (3 -4 ) 

， (-h 
Pn=ム ρ・CD.BI 
~ 2' - }-(h-/o) 

( u (t )一 土 ~u (t )ー士 Idy ( 3 -5) 

上式で止は魚礁の振動速度である。

A) i庄の速度ポテンシャルと水粒子速度

波高を H. i庄の角周波数を ω(radβec). kを波数.

世を波の速度ポテンシャルとすると次式が得られる。

世 HωCO唱 hk(h+ y) 
一一一.

2 k sinh kh 

.cos (kx一ωt) ( 3 - 6) 

Hue-
+
一
治

'
H
-
A
 

i
、7

M
M

-H

一n
h
一2

4
一x

'sin(kx ωt) ( 3 - 7) 

B) 質量力

式(3ー 7)を式(3 - 2)に代入して積分すると，

PM=.E.ω2・B.H・CM.sinhklO_.sin kx， .cos ("t 
一ーー~ .cosωrM k2 . sin h kh ~... ? 山島

(3 - 8) 

主主は， ω2=gk・tanhkhとすると

PM=.E.gB.H・CM'sinhkE~.sin~.cos (，，1 
M • •• 'Sln一一一一・cosωI
m k.cosh kh ~... 2 -~~~・

(3 - 9) 

c) 抗力

式(3ー 7)を式(3 -3 )に代入して積分する と.

(2 klo+sinh 2 kEo) 
Pn=ー ρ・Cn.B.o・H'.

u 16~ -" - " -- sinh 2 kh 

'Slnωtlsinωt I ( 3 -10) 
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以上の式に用いた水粒子速度 u(t) は魚礁がないと

仮定した時の魚礁中心断面(座標x.11の原点)の速

度である。

式(3ー 10)でsinωtlsinωtlの値lisinωt> 0の

時正の値を取る。故に.この条件のもとに sinωtl 

sin ωtlをFourier展開すると式 (3-11)を得る。 4)

sinw tlsinωtl=壬sinwt-_~ sin 3ω1+… δ1f -----_ 151f 

式 (3-11)を式 (3-10)に代入すると，近似的

には次式を得る。

(2 kl.+sinh 2 klo) 
=一一ρ・G・B・_Q.H'.

6 7r" -u  - " -- sinh 2 kh 

一・smω t… (3 -12) 

。)波力

以上の計算結果を式 (3-1 )に代入すると魚礁に

作用する流体力が以下の機に得られる。

P(t)=九・sin(ω t+β) ( 3ー 13)

か pBHg[伶ま務旦ベ与)}'
+1 CO.H.(は2kl.け+s剖inh
1 6 1f' sin h 2 kh J I 

(3 -14) 

CM'121f Sin h kh .sin h kl. 
ton β= ・

Co.kH (2 kl.+ sin h 2 klo) 

刊号~) ( 3ー 15)

本実験では kx，は約0伎i下であるので.式(3ー 14).

式(3 -15)を単純化するため近似的に sin(kx，/2)キ

kx，/2とすると次式になる。

P.=… 九 L L.IJ =イ[{Tc古缶kh汁}'
2 

{~ωH(ω2 仏 附+sm油h2 kl払oυ) ドf I (3 -16) 
6 1f'x，・sinh、-2kh.剖nhklo J J 
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3 . 2 波カの作用点

魚礁がj底力によって転倒するか否かを評価するため

には，図 3ー 1に示す様に波力Pの作用点(lc)が明ら

かになればよい。作用点 Icは次式で与えられる。

・4c=l h g・ん・dy/P(l) (3 -18) 
j-(h-I.) 

P(t)は式 (3-13)で与えられ，んは次式になる。
x. 

九=M53u(川ゐ

+÷ρ ， Co ・ B.川u(t~ ( 3一川

前節と問機に計算すると式 (3-19)li次式に変換き

れる。

「 ι shk(h+ 11) -_. • 
炉一ICMp・B.H._:_::_言-gcoshkh-cosωr 

。CO _ D .. u，_ CO唱h'k(h+v) 
+33L・ρ・B.k.H'g・sinh2 kh 

-
E

・E

・--J
t
 

ω
 

n
 

P
3
 

( 3 -20) 

式 (3-20)を式(3 -18)に代入して積分すると

次式カイ専られる。

(3 -21) 

t2H  CD -.. . .X一一一
- 3 7rx，sinh kh" CM 

ただし式 (3 -21)では kl.は1に対し充分小さい

と仮定した。

4 .実験鎗果と考層圏

4.1 波カと作用点の計測結果のまとめ方

j皮力の計調IJ方法については第 2章第 2節に記述した。

こ、では計調IJ結果を纏める方法について述べる。

A)波カによる幽けlモーメ λトについて

図4・1に示す様に G点に波力 Fが作用した時のG，

点およびG，点、の曲げモーメント li次式になる。

M，=P.y， 
(4 - 1 ) 

M，= p. y， 

上式で M，.M，は各々 G，.G2点、のPによる曲げモ

ーメントである。波力の分布荷重(九，)を用いると らk

の様にも計算出来る。
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P 

Figure 4一1: Pressure acting on the 

Fishreef 

Maz rW「 E)ル dy

M，= fo'o(日 .-y')ル dy

B) i底力について

(4 - 2) 

図.4・1によると合波力Pは式 (4-3)になる。

P=j;。必dy (4 - 3) 

式 (4- 1 )或は式 (4-2) と式 (4-3)の関

係から合波カと幽ゲモーメントの関係は次の様になる。

P M，-M， M，-M， 
一x，-x， y，-y， 

c) Calibration曲線について

(4 -4 ) 

式(4-4 )の曲ゲモーメント .M，. M，とPの関係

はあらかじめ求めて置く必要がある。実際問題として

は，図 4・1で既知点 Gsに静的荷重 PSを作用させる

時のゲージ G，.G，の歪み(或は.その歪をピジグラ

フに変倹させた時のビジグラフ上の変位 d.)をiM定し.

図 4-2に示す機な d.とPS の関係曲線を作成せねば

ならぬ。

動的な波カPの作用によって G，・ G，点の変1立Sを

ビジグラフ上から読み取った場合，その δの依から図

4・2を用いて夜按Pを求める事は出来なし、。即ち図

4 -2はPの作用点が Gs にある場合に限定されるか

らである。放に合波力PがG点に作用した時の G，点，

G，点の臨ゲモーメント M..M，と Pに対応する波力

P.s 
Gz 

Ja 

Figure 4-2: Calibrated Curve 

がG.に作用したと仮定した時の G，.G，点のモーメ

ントが等しくなる微な仮想、の波カを求めれば.図 4-

2が直接用いられる。その様な仮想の波カを G，. G， 

点に対し各々 P，. P，とすると.次式が定義される。

M，=P， .x， 

M，=P， 'x， 

式 (4-4 )と式 (4-5)により

P_ P，x， -P，x， 
-

x，-x， 

(4 - 5) 

(4 -6) 

式 (4-6)でP，.P，I;I:図 4- 2で求める値であ

るから，合液力Pは計算される。

式(4ー 1)と式 (4-6)により.例えばG，点、

点からのPの作用点めは次式で求められる。

p，x，(x，-x，) 
y， P，x， -P，x， ( 4ー 7) 

式(4-7 )によると.合波力PがGs 点に作用した

場合を考えると，Yl=めであるので式(4-7)により，

p，=p，となる。

0)波力Pの修正について

前節で求めたPIま動的な波力によるビジグラフ上の

動的な変位Sを用いて図 4-2の静的な Calibration

曲線によって求めたものである。換言すると Pは動的

Calibration胸線から求めるべきものであるが，動的

Calibration前線は実際問題として作成不可能である。

故に，以上の署長を考えてPを修正せねはならぬ。

J皮力Pによる動的変位δと静的変位dsの関係は振動

方税式を解くことにより次式になる。日i
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o=μ ・o.

J{ 1 -(えr}'+ 4 s'(ユr
(4 -8) 

上式で

μ:変位増巾率

ω:外力(波)の固有角振動数 (rad/sec)

帥:振動鋼材角棒(魚礁模型1を取り付けた場合)

の水中固有角振動数

S : i成裏比

である。前節のPは式 (4-8)のδを用いて図 4-

2からPを求めたのであるから， μ倍きれた波力にな

っている。故に実際の波力は式 (4-6)の計算値P

をμて、除してやらねばならぬ。

4.2 波カについて

式(3ー 16)による波力の理論値と実験結果を比較し

たものが図 4- 3である。図の横軸は khを縦軸は式

( 3 -16)の民の値を与えである。理論曲線に対する

|♂ 

• 

一一 Equation(3.16)

( CD=3.C門=2占/h=0.4)

。。
kh 

Figure 4 -3 : Theoretical Curves and 

Experimental Data (Pressures 

acting on the Fishreef) 

C." CD を如何なる値に仮定するかについて，波動の

中に於カ通れた薄い垂直板による波のエネルギー逸散に

関する研究を日野らが行なった結果によると耐，抗力

係数 CDは1.48-1.98となっている。波動の中に於か

れた円柱に対する実験によると 71質量係数は Potential

flowとしての理論値 (CM=2)より若干大きく約 2.5

になる。また抗力係数は Reynolds数によって大きく

変化し. Reynolds数が 2X103-10'の範囲内では 1

-3.5程度になる。

以上の結果と本実験の結果から，一応 CM=2. CD 

=3として理論値を計算した。また，理論値は kfoの

値によって変化するが，式(3 -16)でkfo=kh・fo

/hとして.fo/hに対する変化を調べると実験条件の範

囲(ん/h=0. 24-0.83)に対する九の計算値は全く

変らないロ

この事は九の観測値の中に sinhkfoの値が含まれ

ているからであろう。故にん/h=0.4として計算しで

ある。図 4-3の結果によると質量係数は約 2.5.抗

力係数は 3-4程度になると判断される。

4.3 波カの作用点について

魚、礁が滑動するか，転倒するかについては海底地盤

I I Model 

1.1 A 1 

:Equation(3司 21)

(CD=3. C阿=2)

3
 

一一
手、，

i =0 

• • 
0 

0 0.5 
1・/h

1.0 

Figure 4-4: Relationship between 1c/(h-1o) 

and 10;11 with parameter of c 
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の状況と波力との相互関係によると思われる。滑動に

対し ては，海底の摩燦係数と自重および波力の関係か

ら評価出来る。転倒に対しては海底地盤の状況を別に

すれば， !皮力と自重の回転カの関係で評価される。

図 4-4には波力の作用点に対する理論値(式 3-

21) と式 (4-7)によって求めた実測値が比較して

示してある。図の横軸は図 3-1に示した魚礁の高き

(ん)と水路水深(h)の比率が与えてあり，縦軸には

魚礁天端上の水深 (h -10 )と水面より合j底力Pの作

用点までの距離 (fc)の比率を与えである。パラメー

ターとしては，Co= 3， CM= 2としたときの式 (3-

21 )のCの値を本実験条件の範囲内(ど宇 0-3)に

取って理論値が示しである。理論f直に対し実測値はか

なりちらばっているが，全体としては理論値の傾向に

一致している。

5 結 鎗

以上の研究結果は次の様に要約される。

a)魚礁に作用する流体力は khの値が 1程度より

大きい場合は質量カによって支配的となるが，khの

値が 1に対し小きくなるに従って抗力の影響が支配的

となる。 (図 4- 3) 

b)魚礁に作用する流体力は質量係数が 2-2.5程度

抗力係数は 3-4程度になると思われる。(図 4-3) 

c)魚礁に作用する合波カの作用点は理論的に1;1:，

s= 3とした場合.ん/h=0のとき Ic/h=1， Eo/h= 

0.5のとき Ic/h=0.729，ん/h=0.8のとき Ic/h=0.573 

となる。即ち魚礁の高きが水深に対し増加すると，作

用点i;l:ffi..礁の天端に接近して来る。(図 4-4) 

d)作用点に対する理論と 実験値の傾向は一致する

(['i!] 4 -4 ) 

本研究に関し実験を行なった土木工学科4年次， 喜

舎場英夫君と中山殿君の努力に対L謝意を表する。
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