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1. はじめに 

 近年のコンピュータテクノロジーの発展に伴い，GPU の

計算処理能力が向上している．それに伴い，数値シミュレー

ションにより自然現象を再現する研究事例が増えつつある．

海岸工学の分野では，砕波や消波ブロック移動などのような

大変形問題を取り扱う．ラグランジュ型の数値解析手法であ

る粒子法は，連続体を多数の粒子の集合体として表現すると

いう特徴から，大変形問題に対して有用性が高いことが知ら

れている 1)．数値モデルでは水路や測定機器，模型が不要で

あるため，実験に比べて費用がかからないことが利点である． 
 沿岸部の未解明の研究課題の 1つに，巨礫群の打ち上げ現

象がある．津波により打ち上げられた巨礫は，日本では「津

波石 (tsunami boulder)」と呼ばれている．津波石は沖縄県の

先島諸島に多く残っており，1771 年の明和大津波の際に運

ばれて打ち上げられたとされている．一方，奄美諸島の太平

洋側のサンゴ礁においても巨礫は観測されており，これらは

台風による高波で運ばれた「台風石 (storm boulder)」と推定

されている 2)． 
 津波か高波のどちらで打ち上げられたのかが不明な巨礫

群の報告も相次いでいるが，両者を識別する確たる手法はま

だなく，議論が続いているのが現状である 3)．また，移動メ

カニズムや空間分布の観測記録は限られており，詳細な移動

メカニズムはわかっていない．そこで木曽ら 4) は，水理模型

実験により津波と台風による高波による石の移動特性の比

較・検討した． 
 本研究では，木曽らが実施した実験をSPH法により再現を

試み，実験と解析による結果の比較を通じてその制度を評価

するとともに，得られた諸量から，津波石および台風石の移

動特性の評価を行う． 
 
2. 計算方法 

 本研究では，流体解析コードである DualSPHysics5)を用い

て解析を行なった．DualSPHysicsでは陽解法型粒子法である

SPH (Smoothed Particle Hydrodynamics) 法を，弱圧縮性流体へ

適用できるように改良された，WCSPH (Weakly Compressible 
SPH) 法により計算を行う．支配方程式は，連続式とNavier-
Stokes方程式を離散化した運動方程式，およびTaitの状態方

程式により表される． 
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ここで，ρは密度，mは質量，uは流速，pは圧力，gは重力

加速度，γ = 7，csは水中の音速，Πは人工粘性項，Wは kernel
関数といい，本研究では Wendland が提案した 5 次の kernel
関数を用いる．なお，添字 i，jは隣接する 2粒子の番号を指

している． 
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ここで，hは smoothing length，α, βは係数，c
_

ij=0.5(ci+cj)，μij= 
hvij·rij /(rij

2+η2)，αD=7/(4πh2)，q=r/h，rは粒子間距離である． 
 また，固体粒子間の相互作用は個別要素法 (Discrete 
Element Modelling) 6) により計算を行う． 
 
3. 解析条件および結果 

(1)  数値波動水槽および石の条件 
 本研究では，図-1に示すように数値波動水槽 (断面図) を
設定した．造波板初期位置は x=10 m (x=0 mは実験水槽の造

波板初期位置) とした．また，x=26~33m の区間には，強制

的に波のエネルギーを減衰させるために，Passive Wave 
Absorption System7) を導入した． 
 また，水路の底面はアクリルペイントで塗装された鉄板で

あり，巨礫模型として琉球石灰岩が使用されている．本研究

では最大長辺が約 10 cmと約17 cmの 10C，17Cの石を再現

対象とした．個別要素法に関わるパラメータを表-1 に示す． 

 
図-1 数値波動水槽 (断面図) 

表-1 DEMパラメータ 

 
 
(2)  孤立波 
 水深 0.84 m，孤立波高 0.15 m の入射波条件で孤立波を造

波させた時について，石の移動量と移動速度をまとめたもの

を図-2に示す．また，17Cの石を対象としている時のスナッ

プショットを図-3に示す．これらより，2次元解析で石の移

動量および移動形態を良好に再現できたことがわかる．しか

し，実験では WG10 よりも岸側で砕波したが，本解析では

WG7 付近で砕波しており，砕波位置を再現することはでき

なかった． 

 
図-2 石の移動量と移動速度の時間変化 

Material Young Modulus
(GPa)

Poisson Ratio Restitution
Coefficient

Kinetic Friction

Ryukyu-Lime-Stone 32 0.242 0.150 0.650
Steel Acrylic Paint 210 0.388 0.150 0.380
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図-3 孤立波造波時のスナップショット 

 
(3)  不規則波 
 不規則波の造波では，造波板自身による反射の影響を低減

するために，Active Wave Absorption Systemを適用する．静水

深 0.84 m，有義波高 0.295 m，有義波周期 2.55 sの入射波条

件で不規則波を造波させたケースについて，石の位置におけ

る水位上昇量と石の移動量および移動速度の関係を図-4 に

示す．また，17Cの石を対象とした時のスナップショットを

図-5に示す．図-4より本研究で対象とした石は，水位が10cm
以上上昇した場合に移動した．これは実験動画でも同じであ

り，実験を良好に再現できたといえる．また，図-5より，不

規則波の場合には石に到達する前に砕波している様子が確

認できる． 
 

 
図-4 不規則波造波時の水位変動と石の変位および 

移動速度の時間変化 
 

 
図-5 不規則波造波時のスナップショット 

 
4. 考察 

 本研究で得られた解析結果について考察する． 

(1)  孤立波解析について，石の移動量および移動速度を良

好に再現できた．しかし，水深 0.84m，波高 0.075mの

ときには移動距離が 0 となり，実験を再現することが

できなかった．これは今回使用した粒子間距離では砕

波位置を再現することができなかったことが原因と推

測される． 
(2)  不規則波解析について，数値解析によって実験で観測

された水位変動を再現できなかったが，総移動量を良

好に再現することができた．また，今回対象とした石は，

石の前面で観測される水位上昇が 10 cm を超えると，

石が移動することも再現できた． 
(3)  孤立波と不規則波を造波させた時の石に作用する直前

の流れの向きを図-6 に示す．図より，孤立波では石を

持ち上げる方向に波が作用する一方で，不規則波では

石に当たる前に砕波しているために，水平方向に波が

作用する様子が確認された． 
 本研究では孤立波および不規則波の時の石の移動を再現

することができた．しかし，孤立波で砕波位置を再現できな

かったこと，不規則波では水位変動を忠実に再現することが

できなかったことなど，改善の余地があるといえる．今後，

砕波位置を実験と一致させるための条件設定を明らかにす

るために，他の入射波条件に対して再現を実施する．また，

石に作用する波力を算定し，津波石および台風石の移動量に

ついて定量的な評価を実施していく必要がある． 
 

 
図-6 石に作用する直前の波の向き  

(上図：孤立波，下図：不規則波) 
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