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SPH 法を用いた津波越流時の防波堤腹付マウンド被覆ブロックの飛散過程の数値解析 
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 2011年に発生した東日本大震災で海岸構造物の多くが被災したことを受け，構造物が変形しても倒壊しない「粘り強

い構造」が求められるようになった．連続体の数値解析手法の一種である粒子法は，海岸工学における大変形問題への有

用性が高いことが知られており，水理模型実験の代わりとして実務への適用が期待される．本研究では，陽解法型粒子法

であるSPH法を用いて津波越流時の防波堤腹付マウンド被覆ブロックの飛散過程の数値解析を行い，モデルの妥当性を

検討した．異なる形状の2種類の被覆ブロックに対して数値解析を実施し，実験結果と比較した．数値モデルで被覆ブロ

ックの安定数を概ね再現することができ，得られた諸量から各被覆ブロックの形状特性と飛散形態の関係を明らかにした． 
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1. はじめに 

 2011年 3月 11日に発生した東日本大震災により，海岸・

港湾構造物の多くが被災した．防波堤の被災要因の多くは，

越流した津波が防波堤背後のマウンドや海底地盤を洗堀す

ることで防波堤の安定性を低下させるものであり，それま

での設計概念を根底から覆すものであった．これを契機に

「防波堤の耐津波設計ガイドライン」1) が策定され，「発

生頻度の高い津波」を超える規模の津波に対して「粘り強

い」構造にすることが防波堤に求められるようになった． 
 マウンド部の洗堀対策の一つである防波堤腹付工に用い

られる消波・被覆ブロックの安定性評価には，水理模型実

験を行う必要がある．実験は複雑な現象を取り扱うことが

できる一方で，費用や時間を要する．近年では，数値モデ

ルによって自然現象を再現する研究事例が増えつつある．

数値モデルによる解析は，実験に比べて手間がかからず，

また実験では得られない箇所の詳細な諸量を得ることが可

能である．今後の防災・減災実務では数値解析が有用な技

術となりつつあるといえる． 
 連続体数値解析手法の一種である粒子法は，連続体を粒

子の集合体として表現してその挙動を追跡する手法であり，

海岸工学分野における大変形問題への有用性が高いことが

知られている．後藤ら 2) はMPS-DEM連成モデルを構築し，

防波堤前面の被覆ブロックの耐波安定性の数値解析を行っ

た．五十里ら 3) は津波越流時における海岸堤防裏法肩被覆

ブロックの離脱過程の数値モデルを開発した．三井ら 4) は

オープンソース流体解析コードDualSPHysics5)を用いて，孤

立波作用時におけるテトラポッド群の移動解析を行った． 
 これまで津波越流時の防波堤腹付マウンド被覆ブロック

を固定壁として扱い，ブロックに作用する流体力を数値解

析により検討した研究は行われている 6) が，飛散現象まで

検討している研究は行われていない．本研究では，防波堤

腹付マウンド被覆ブロックの飛散過程を，DualSPHysics を
用いて数値解析する．典型的な平型の被覆ブロックと孔と

脚を有した複雑な形状の被覆ブロックの 2 種類の被覆ブロ

ックを対象とし，モデルの適用性を検証するとともに，被

覆ブロックの形状特性と飛散形態の関係について考察する． 
 
2. SPH数値モデル 
 DualSPHysics は弱圧縮性流体の陽解法型粒子法 WCSPH 
(Weakly Compressible Smoothed Particle Hydrodynamics) に基

づいている．連続式と運動方程式は粒子の位置に基づいて

離散化され，圧力は密度に依存する状態方程式を陽的に計

算する．基礎方程式についてはCrespo et al.5) を参照された

い．各粒子が有する物理量は，kernel 関数と呼ばれる重み

付け関数により，近傍粒子が有する物理量を補間して計算

される．GPUにより計算を行うことができるため，数百万

粒子の挙動を比較的短時間に行うことが可能である． 
 物体を構成する粒子 (以下，境界粒子) は Dynamic Boundary 
Condition (以下DBC) 7) により表現する．境界粒子は流体粒子と同

じ離散式で表現され，与条件により固定壁や浮体等として扱う．

DBCを用いることで短時間に粒子の配置を行うことができ，計算

コストが小さくなるメリットがある．また，物体を浮体として扱

う場合，浮体・流体間の相互作用力は剛体力学の基礎式 8) により

計算する．また，物体間の相互作用力は個別要素法 (以下DEM : 
Distinct Element Method) 9) とのカップリング計算を行う． 
 
3. 水理模型実験 

 水理模型実験は，漁港漁場新技術研究会10) の「津波越流に対す

る防波堤腹付マウンド被覆ブロックの所要質量算定マニュアル」

に則って，Oguma et al.11) により行われた．図-1に実験水槽概略図

を示す．実験では，水路中央に仕切り板を設け，その片方に防波

堤模型を設置した．防波堤模型の位置は固定し，防波堤を越流し

た水は，反対側を通り循環するようにした．水中ポンプと吐出口

の間に設けたバルブを操作することで越流水深を調整した．造波

時間は120秒間 (現地換算 : 約5 分間) とし，被災はブロックが

120 秒間で被覆ブロックが被災しなければ越流水位を高くし，ブ

ロックが被災すると造波を止めた．被災の定義は「ブロックが 3
個以上転倒した時」とされている．実験縮尺は1/50である．図-2
に防波堤模型周辺図を示す．防波堤模型の背後に腹付マウンドを

設け，その上に被覆ブロックを設置した．腹付工天端には被覆ブ

ロックを2つ置き，マウンド勾配は1/2とした． 
 
4. 数値モデルの構築 
(1) ブロックサイズの調整 
 DBCの影響によって境界粒子と流体粒子の間に隙間が生じるこ

とが知られている．この隙間によって物体の大きさが過大に評価

されるため，物体・流体間の相互作用に影響する．三井ら4) はDBC
により生じる隙間の分だけブロックの大きさを縮小したモデルを

構築し，隙間を考慮したブロックの大きさと実際のブロックの大

きさを同じにすることで，孤立波作用時における消波ブロック群
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の移動過程を再現した．本研究でも三井ら4) と同様の方法で形状を

調整する．生じる隙間の大きさは，SPH法で用いられるsmoothing 
lengthと呼ばれる長さ指標に比例することが知られており4)，その

分だけブロックの孔を広げ，外周を縮小する．調整前後のブロッ

クの形状を比較したものを図-3に示す．灰色のブロックが調整前

のブロックで，赤色と青色がそれぞれ調整後のHC-blockとST-block
の形状である．この調整後のブロックデータを用いて解析を行う．

左図に示すHC-blockは，脚と六角型の孔を有した複雑な形状をし

た被覆ブロックである．右図に示すST-blockは，典型的な平型の被

覆ブロックである．HC-blockは 4 t 型，ST-blockは 8 t 型の模型を用

いており，HC-blockの方が軽量であるが寸法は概ね同じである．

ブロックの材質はモルタル製であり，物性値は表-1に示す． 
 
(2) 数値波動水槽の構築 

 図-4に数値波動水槽を示す．RZ (Relaxation Zone) はAltomare et 
al.12) が実装した造波手法で，造波板を用いずに，RZの領域内に入

った水粒子に流速を強制的に与えることで造波する手法である．

本研究では，一定の水平流速を与えることで防波堤模型を定常的

に越流する津波を模擬する．越流水位は RZ に与える流速を変更

することで調整する．腹付マウンドには凹凸を考慮したマウンド

データを用い，位置は固定とする．マウンドの上に被覆ブロック

を設置する．ブロックは横断方向に3 列配置し，水路壁面と接す

る両側の2列のブロックは固定壁として扱い，中央の1列のみを

可動体として扱う．水路後方に減衰域を設け，水路壁面で反射し

た波が被覆ブロックの飛散に影響を及ぼすことを抑制する．また，

計算領域右端に達した粒子を強制的に左端に移動させるために，

周期的境界条件を適用し，水路内を循環する流れを再現する． 
 
5. 数値シミュレーション 

(1) SPH解析条件 

 表-2にSPH解析条件を示す．DBCにより生じる隙間の影響を

考慮してブロック形状を調整する際，粒子径を1.0 mmと想定した

場合にはHC-blockの辺が消失するため，0.8 mmと想定して調整

する．しかし，0.8 mmで計算を行う場合には1秒間の計算に数日

を要するため，計算コストを考慮し，計算粒子径は1.0 mmとした．

この場合，HC-blockは約10500粒子，ST-blockは約20000粒子で

構成される．1 秒間の計算に必要な時間は，港内側の水位が低い

条件 (以下L.W.L.) で約24時間，水位が高い条件 (以下H.W.L.) で
は約36時間であった．なお，L.W.L.は腹付マウンド天端ブロック

が干出，H.W.L.は水没する条件である．所要計算時間は 2 週間程

度を目安に，再現期間は 10 秒間とする．10 秒間でブロックが 1
つ以上転倒すると「被災」，ブロックが転倒しなければ「被災無

し」と定義する．なお，実験と同様に，ブロック1 つ分以下の滑

動は被災の定義から外している．また，総計算粒子数は L.W.L.で
約2200万個，H.W.L.で約2800万個である． 
 
(2) 数値シミュレーションの妥当性確認 

 図-5 に HC-block 飛散解析のスナップショットを，図-6 に

ST-block 飛散解析のスナップショットを示す．両図において，左

図はL.W.L.の解析結果，右図はH.W.L.の解析結果を示している．

黄色のブロックを可動ブロック，赤色のブロックを固定壁として

扱っている．HC-block の解析で，L.W.L.の条件ではマウンド法肩

部よりブロックが転倒し始めており，H.W.L.の条件では腹付マウ

ンド法肩部から2 つ目のブロックからブロックが転倒し始めてい

る．また，ST-block の解析では，両水位条件において腹付マウン

ド法肩部から転倒し始めている．実験時の被覆ブロック転倒開始

位置と同じであることが確認された．HC-blockではブロックが滑

動してから転倒する一方で，ST-block では滑動せずに転倒するこ

とが確認された．これについても実験と同様であることが確認さ

れた．これらの結果より，数値シミュレーションによって，任意

形状の被覆ブロックの飛散過程を再現できることが示された． 

 
図-1 実験水槽概略図 

 

 
図-2 防波堤模型概要図 

 

 
図-3 調整前後の被覆ブロックの形状の比較図 (左図：

HC-block，右図：ST-block) 
 

 
図-4 数値波動水槽 

 
表-1 DEM計算の物性値 

項目 HC-block ST-block 

模型質量 32.9 g 60.1 g 
模型体積 14.3 cm3 26.18 cm3 
ヤング係数 2.35×104 N/mm2 
ポアソン比 0.20 
反発係数 0.40 
摩擦係数 0.60 

 
表-2 SPH解析条件 

項目 値 
ブロック調整粒子径 0.80 mm 

解析粒子径 1.00 mm 
kernel 関数 Wendland kernel 

時間積分スキーム Symplecticスキーム (最大CFL数：0.2) 
再現期間 10 秒 

出力タイムステップ 0.05 秒 
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(3) 被覆ブロックの安定性照査 

 被覆ブロックの安定性に対して模型実験と数値解析の結果を比

較するため，三井ら13) が提案した津波越流時における被覆ブロッ

クの安定性照査方法を用いる．被覆ブロックの安定数NSは以下の

式で求められる． 

 
( ) ( ) ( )

1 1
1 3 11

S
nr

h hN
Sr DSr M ρ

= =
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 ············· (1) 

ここで，h1は越流水深，Sr は海水の密度に対するブロックの比重

(Sr = 2.233)，Mはブロック質量，ρrは密度，Dnはブロック基本長

であり，ブロック体積の3乗根で求められる．h1，H，dの定義は

図-2に示している． 
 図-7 に被覆ブロック安定性照査図を示す．横軸はH とd の比

d/H，縦軸は NSである．黒丸は HC-block の実験結果，黒三角は

ST-block の実験結果，赤丸は HC-block の解析結果，青三角は

ST-block の解析結果を示す．塗りつぶしプロットは「被災」と定

義された条件，白抜きプロットは「被災無し」と定義された条件

である．塗りつぶしプロットが図の上部に位置しているが，これ

はブロックの所要重量が不足しているため被災が起きていること

を表している．実線はHC-blockの性能回帰式，破線はST-blockの
性能回帰式であり，それぞれ複数回行われた実験結果から安定限

界となる点を用いて求められた回帰直線である． 
 L.W.L.では，解析結果は実験結果よりも下にプロットされてお

り，安定数が過小評価されているが，全体として実験結果と解析

結果が概ね近いことがわかる．また，L.W.L.では両ブロックが近

い安定数を示し，水位が高くなるとHC-blockが高い安定数を示す

傾向を再現できている．これより，DBCによる生じる隙間を考慮

した数値モデルを構築することで，DualSPHysics によって被覆ブ

ロックの安定数を概ね再現できることが示された． 
 
6. 流体力と飛散過程・安定数の関係性 

 図-8に流線のスナップショットを示す．流線はマーチングキュ

ーブ法によって流体表面を抽出して描画しており，カラーバーは

流速値を示している．(a)はHC-block，(b)はST-blockの結果を示し

ており，港内側の水位条件は共に L.W.L.である．流線は，ある瞬

間の流速ベクトルを結んで描かれるため，流れ場を確認すること

ができる．HC-blockでは孔から水粒子が抜け出す様子が見られ，

作用する揚力を逃がしていることが確認できる．一方，ST-block
では水粒子が抜け出す様子が見られず，ブロック下部で揚力を受

けており，ほとんど逃がすことができていないと考えられる． 
 各被覆ブロックが転倒する直前の1秒間に作用する流体力の平

均値を図-9に示す．横軸には解析条件を示し，縦軸には各ブロッ

クの重力で除して無次元化した流体力を示す．また，物理量の定

義は図中に示している．x方向の流体力は，港内側水位に関わらず

HC-blockの方がST-blockよりも大きく作用していることがわかる．

これは，HC-blockが有する孔形状の内部にも流体力が作用するた

めであると考えられ，実験と解析の両方で確認された，HC-block
では滑動して転倒するが，ST-blockは滑動せずに転倒する様子は，

流体力が起因していると考えられる．z 方向の流体力について，

L.W.L.ではHC-blockとST-blockには同程度の流体力が作用し，安

定数も概ね近い．一方，H.W.L.になるとHC-blockに作用する流体

力が L.W.L.よりも小さくなり，高い安定数を示し，性能式の傾き

がST-blockよりも大きくなる．松下ら14) は，六角型の孔形状の上

部と内部では質量と運動量が盛んに交換されることを明らかにし

ている．孔近傍で質量と運動量の交換が行われることで，ブロッ

クに作用する揚力を逃がすことにつながる．L.W.L.では HC-block
の周辺の水粒子が少ないため，z方向に大きな流体力が作用し，港

内側水位が高くなると水粒子に覆われることで，作用する流体力

が小さくなると考えられる．一方，ST-blockはHC-blockよりも質

量と運動量の交換が行われないため，越流水位が大きくなると流

体力が大きくなる．このように，数値解析から得られる諸量から，

被覆ブロックの形状特性と飛散形態の関係性を明らかにした． 
 
7. 結論 

 本研究では，オープンソース流体解析コードDualSPHysicsを用

いて津波越流時における防波堤腹付工マウンド被覆ブロックの飛

 
図-7 被覆ブロック安定性照査図 (〇：HC-block実験値，△：ST-block実験値，〇：HC-block解析値，△：ST-block解析値，

塗りつぶし：被災，白抜き：被災無し) 
 

 
図-5 HC-block解析スナップショット(左図：L.W.L.，右図：

H.W.L.) 
 

 
図-6 ST-block解析スナップショット(左図：L.W.L.，右図：

H.W.L.) 
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散過程の数値解析を行い，数値モデルの妥当性を検証すると共に，

数値解析により得られる諸量より，被覆ブロックの形状と飛散過

程の関係を考察した．本研究で得られた主な結論を以下に示す． 
(1) DBCの影響を考慮したブロックを用いて3次元数値シミュ

レーションを実施した．HC-block とST-block の両ブロック

に対して飛散開始位置を再現し，またブロック形状によって

飛散過程が異なる様子を再現することができた． 
(2) 被覆ブロック安定性照査方法により実験と解析の結果を比

較した．水位が低い条件では解析結果が過小評価される傾向

が見られたが，実験結果と解析結果が概ね近い位置にあり，

DBC の影響を考慮したモデルを用いることで，実験と同程

度の被覆ブロックの安定数を得られることが示された． 
(3) ブロックに作用する流体力から飛散過程の違いと被覆ブロ

ックが示す安定数の傾向を考察した．HC-block が有してい

る孔の内側の面に流体力が作用するため，ST-blockよりも滑

動しやすく，両ブロック間で飛散形態に差が見られた．また，

港内側水位が低い条件ではHC-blockとST-blockは近い安定

数を示すが，港内側水位が高くなるとHC-blockが有する六

角型の孔の上部と内部間で質量と運動量の交換が盛んに行

われるようになると考えられ，作用する揚力を逃がすことで

高い安定数を示すと考察できた．このため，ST-blockよりも

HC-blockの方が性能直線の傾きが大きくなると考えられる． 

 今後の課題として，マウンド材を可動にした条件での解析の必

要性が考えられる．実験ではマウンド材の挙動が腹付工の被災に

影響することが確認されている．特に，腹付マウンドが干出する

条件では，腹付工全体の滑動がブロックの被災を抑制することが

実験より確認されている．解析では L.W.L.で安定数が過小評価さ

れているが，マウンド材の挙動を考慮した解析を行うことで，よ

り精度の高い安定数の推定が可能になると期待される．また，本

研究では再現期間を10秒間と限定しており，衝撃的に被災するケ

ースに注目している．しかし，実験では，複数のケースで波作用

から数十秒経過後にブロックが飛散することが確認されているた

め，実験と同時間の再現期間の確保が必要と考えられる． 
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(a) HC-block, L.W.L. 

 
(b) ST-block, L.W.L. 

図-8 流線のスナップショット 
 

 
図-9 被覆ブロックが転倒する直前に作用する流体力 

 


