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モデリング再現精度の違いが 3 次元流れ場に与える影響を検討するため

の平面水槽実験と数値波動実験 
理工学研究科・長山昭夫 

 
1. 研究背景 

海岸工学において現在，波の遡上域を含む海岸域の 3 次元数値モデルが注目されている．これ

らのモデルの多くは，比較的形状が単純な海岸構造物の波力や流れ場の計算や巨大津波の市街地

への遡上計算が多く，沿岸域における詳細な複雑地形を対象とした検討はあまり行われていない．

これは，沿岸域における波浪観測データや地形観測データを数値モデル上でどのように取り扱え

ばよいのかの明確な指針が定まっていないことが要因のひとつである．例えば，地形観測で得ら

れた大量の生データをそのままモデルに取り込み計算を行うことは現実的に不可能であり，対象

とする現象の再現精度を保ちつつデータを間引き・概略化することが必須であるが，その際に参

考とするべき指針が存在せず，試行錯誤を繰り返しながら計算を行うといった作業を行わなけれ

ばならない． 
 また近年の海岸構造物は，材料の高性能化や景観に対する意識の高まりに伴いこれまでにない

複雑な形状を有していることが多くなってきており，国内においても施工事例が多くなってきて

いる．しかしながらそのような複雑形状の構造物に対する耐波性を検討する際には，モルタルを

型枠に流し込み模型を作成するといったこれまでの手法では対応できない事例が多くなることが

予測される． 
 
2.研究目的 

本研究は複雑地形や複雑形状構造物に起因する 3 次元的な流れ場を正確に再現することを最終

目的として本報において，2 次元数値モデルにおける水位推算計算結果に格子が与える影響につ

いての検討，3D プリンタにより作成した構造物模型とモルタルから作成した構造物模型周辺の波

高測定結果の比較検討と，3 次元数値モデルによる構造物模型前面での衝撃波圧再現計算に格子

が与える影響についての検討を行った． 
 
3. 数値モデルの概要 
3.1 基礎方程式 
今回使用した 3 次元数値モデルは，オープンソースの OpenFOAM(Open source Field 

Operation And Manipulation) を使用した．この OpenFOAM は，C++で開発された偏微分方程

式ソルバのクラスライブリであり，離散化については有限体積法を採用しているという特徴があ

る．このライブリには熱流体・圧縮性流体・非圧縮性流体などの多くのソルバが実装されている．

OpenFOAM において，自由表面流解析法である VOF 法(Volume of Fluid Method)を用いた混相

流解析ソルバがあり interFoam と称されている．今回使用するソルバは，この interFoam に造

波ソースと反射波を吸収する境界条件を追加した ihFoam である．以下に interFoam における基

礎方程式は，連続の式と Navier-Stokes 式を時間平均した RANS(Reynolds Averaged 
Navier-Stokes)モデルを使用した．また液相の流体率αの移流方程式は次式で与えられる． 
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ここで v は流速ベクトル，t は時間，ρは密度，p は圧力，νは動粘性係数，vr：液相と固相の相

対速である．また流体率αはα=0 の時，liquid phase， 0<α<1：interface， α=1 の時，gas phase
を示す．なお，(1)式の左辺第 3 項は界面圧縮項であり界面が広がりを防ぎ，計算が発散すること

を抑制する．さらにこの第 3 項を考慮しない場合，多くのモデルで実装されている移流方程式と

同様となる． 
 
4.格子サイズの差異による水位推算精度の検証(2D) 
4.1 モデリング 

まず，使用モデルにおいて格子サイズが

推算結果に与える影響を検討した．本報は

他の数値モデルとの比較検討を行うこと

を前提とし作成格子は直交格子とし 2次元

解析を対象とする．今回，写真-1に示す鹿

児島大学が保有する造波装置付き平面波

動水槽(以下，平面水槽と称す)を対象とし，

図-1 に示す平面水槽の中央断面をスケー

ル 1/10 でモデリングした．また格子サイ

ズについては表-1 に示すように，波の進行

方向(x 軸)のΔx のサイズを進入波長に対

して 1/50～1/103，水深方向(z 軸)のΔz のサイズは，進入波高に対して 1/3～1/30 とし，case1 か

ら 6 まで設定をした．この設定により，case1，2，3 と case4，5，6 において水深方向(z 軸)の格

子サイズが与える影響，case1，4 と case2，5 と case3，6 により波の進行方向(x 軸)の格子サイ

ズの与える影響について検討を行う． 

 
4.2 造波条件と境界条件 

造波条件と境界条件をまとめたものを表-2 に示す．今回は，格子サイズが水位変動にどのよう

に影響するかを検討するために，規則波であるクノイダル波を波高 0.3m，周期 3.0s で造波させ

た． 

写真- 1 平面造波水槽 

図- 1 2 次元モデリング 
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また，計算時間間隔は自動設定で

最大クーラン数(Cmax)が 0.45 に

なるように設定した．速度の境界

条件については流入流失について

は使用するソルバが指定するのも

のとし，壁面は固定値とした．圧

力の境界条件はゼロ勾配とした．

また界面拡散抑制パラメータ Ca
はデフォルトである 1に設定した． 
 
4.3 水位変動計算結果の検討 

図-1 に示す 8 つの CH 位置

（CH1～CH8）における各ケース

の水位推算結果の比較を行った．

今回は，造波位置である CH1，水

平ステージ中央部の CH6 と最も

岸側遡上域の CH8 における計算

結果を図-2 に示す．図-2 上部の

CH1 より各ケースにおいて設定

した波が入射していることがわ

かる．しかしながら，今回，H/
Δz=3 と小さい case1 と case4 に

おいては，水位低下時において，

他のケースよりも水位が下がりにくく他のケースとは異なる挙動を示すことがわかった．また平

面ステージ中央部である Ch6(図-2 中部)において，入射した波により水位が上昇した際に，H/Δz
の小さい case1 と case4 で，他のケースに比べて水位の振動が発生していることがわかる．また，

2.5s 以降は，各ケースにおいて水位上昇と水位減少が発生するパターンに分けることができる．

次に最も岸側の遡上域である図-2 下部においては，波の入射時に H/Δz の小さい case1 と case4
において水位振動が発生し，case1 について水位の振動は時間の経過とともに収まるが，case4 に

ついては時間が経過しても水位振動が継続することがわかった．また，この水位振動は特に H/
Δz の値に影響すると考えられるが，case5 のように H/Δz が大きい場合でも 1.5s 以降では振動

が発生している． 
 
 
 
 
 
 

表- 1 造波条件・境界条件 

表- 2 各ケースの格子サイズと波長比と波高比 
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次に，case1，5，6 における Ch1，CH6，
CH8 周辺の水位変動について検討を行っ

た．図-3 左部は，0.75s における波の流入

部である CH1 周辺の水位変動を示し，上

から case1，中が case5，下が case6 での

結果である．CH1 周辺の水位変動を示し，

上から case1，中が case5，下が case6 で

の結果である．この図から，格子サイズの

粗い case1 では，他の case に比べて水表

面位置が高く表現されており，空気と水の

境界部である流体率の小さい赤色の層の

厚さが厚くなっていることがわかる．また

case5 と case6 における水位変動はほぼ同

様の挙動を示していることがわかる．しか

し水表面部である流体率の小さい赤色部

の層の厚さには違いがみられる．つまり，

格子サイズは境界部の流体率の小さい層

の表現を与え，沖部分では格子サイズが粗

いほど大きくなる傾向にある可能性があ

る．図-3 中央部においても，図中左部と

同様の傾向がみられ，格子サイズの粗い

case1 において水面の凹凸が強調されてい

ることがわかる．さらに case5 の図中右部において，case6 には見られない水面振動が発生して

いることがわかる．今回の条件において case5 の格子条件では波の遡上域において水面振動が発

生することが想定される．図-3 右部においては，格子数の最も粗い case1 と格子が最も細かい

case6 における CH8 における流体率については，格子数の影響により流体率の遡上が大きく異な

り，格子が粗い場合は流体率の先端部が分断されることがわかった． 
 
5. 平面水槽実験（3D プリンタ模型とコンクリート供試体の波高測定結果の比較） 

防波堤を模擬した，3D プリンタで作成した模型とコンクリートを使用した模型を同じ寸法で作

成し，同条件の波を作用させた場合の構造物模型の波高特性について検討を行った．模型寸法は

一辺 70mm の正方形断面で，長さ 200mm の直方体とした．3D プリンタはダビンチ 1.0A を使用

し，高精度モードでフィラメントを PLA として作成した．コンクリート模型は，普通ポルトラン

ドセメントを使用し，木製型枠を使用し作成した．その模型を写真-2 に示す．また波高測定実験

は写真-3 のように波高計を設置した．CH1 については，岸側斜面が始める先端部頂上に設置し，

CH2 は平面ステージと斜面の境界付近に設置した．CH3 は，模型の前面に設置し，CH4 は模型

背面に設置を行った．またプランジャーの振幅を 300m とし，振幅回数を 3 回とした．その結果

を図-4に示す．CH1 では，沖波を示しており，今回の 2 回の模型実験においてはほぼ同様の 

図- 2 各 CH における水位変動計算結果 
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水位変動を測定していることがわかる．またプランジャー造波機で周期が長い波を発生させる場

合，波の分散性により複数の波が観測できる．平面ステージと斜面の境界における CH2 における

水位変動については，水位低下時に差異がみられる．コンクリート模型を設置した実験時は，3D
プリンタ模型を設置した実験に比べて水位低下が大きくこの水位低下は波が入射する度に発生す

ることがわかる．これは，測定位置の地形変動が大きく変動する位置であり，波の入射条件，水

面の変動状態に敏感に影響を受けるためにこのような結果になったことが予想される．またこの

位置は模型設置位置よりも沖側なので模型の特性に影響は受けづらいことが予測できるので，微

細な環境条件に影響を受けこのような結果になったことが想定させる．またこの場所で砕波が発

生するのでその影響も受けていることが想定される．平面ステージでの模型前面である CH3 にお

いても，ほぼ同じ傾向を示すことがわかる．しかしながら，3 回目の水位上昇の最大値の違い，4
回目の水位変動に対して水位変動が若干異なることがわかった．この原因については今後の 

図- 3 各 CH における水位変動計算結果 

図- 4 構造物模型(左部：3D プリンタ作成，中部：モルタル作成)と波高計位置と構造物模型位置

(右部) 
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検討としたい．次に平面ステージでの模型直後である CH4 においては，ほぼ同じ水位変動を示す

ことがわかった．以上を総括すると，模型寸法が同一であれば，3D プリンタとコンクリートを使

用した模型実験においては同様の水位変動が観測できることがわかった． 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.平面水槽実験の再現計算の検討(3D 計算) 

次に，3Ｄプリンタで作成した模型に造波した波を作用させた時に発生する流体挙動について，

格子サイズの設定がどの程度影響するのかの検討を行った． 
 

6.1 衝撃波圧について平面水槽実験における画像解析 
図-6に模型に津波を衝突させた直後の連続写真を示す．この写真において，右から入射した波

が 2.56s 時に直方体模型に衝突し，鉛直方向に噴流のように一気に上昇する様子が確認できる．

また 2.60s 時においても鉛直方向に上昇を継続し，2.68s 時まで上昇を続ける．また同時に，長方

体の淵から回りこんだ流体が増加し水位が増加し，直方体を周りから包み込むような挙動を示す

ことがわかる．また，2.75s 以降においては，直方体を乗り上げた流体が空中にある流体を押しあ

げ，空中の流体塊が湾曲しながら自由落下する現象が確認される． 
 

7.2 再現計算の検討(3D 計算) 
7.2.1 モデリング 

3 次元モデリングについては，幅(汀線方向)については構造物模型を中心に，左右 20cm の範囲

とし，長さ(岸沖方向)については，浅水域の斜面の開始位置から平面ステージの岸側の端部とした．

図-7 に，3 次元モデリングの俯瞰図を示す．図上部は，格子作成後のモデリング内部を示し，図

中部と下部は，気相と駅相の設定位置について表示したものである．またこれらの図において， 

図- 5 波高計による波高計測定結果の比較 
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気相は青色の領域で示し，液相は赤色領域

である．この図からわかるように液相を水

面ステージと同じになるように静水面を

設置した．また今回，モデリングの再現精

度を，格子サイズの大小と定義し，流れの

3 次元性について検討を行う．また，構造

物模型の前後で 3 次元性の強い流れ場と

なるために，2 次元解析時において十分に

水位変動の再現をできる格子条件とした

ものを case1 とし，また case1 の格子サイ

ズを各方向についてさらに格子サイズを

10 倍細かくしたものを case2 として，構

造物前面での流体挙動をどの程度再現で

きるのかの検討を行った． 
 

7.2.3 水位変動計算結果 
今回，3 次元解析条件は格子サイズが水

位変動を検討するために，2 次元解析と同

様の条件とした．まず流体率 50％の比較

検討を行った結果については，各 case 共

に構造物前面の水位上昇は表現できてい

ることがわかり，さらに case1 においては，流体が構造物に衝突した際の垂直方向への上昇は再

現できていないことがわかった．次に case1に比べ格子サイズが非常に細かい case2においては，

case1 では再現できていない垂直方向への流体の急激な上昇が再現できている．さらに，上昇位

置の根元付近は，後ろの流体に押され湾曲している現象も再現できている．しかし，この湾曲す

る現象は，実際，空中では大きく湾曲するが，今回の計算においてはほれほど大きく湾曲しおら

ず，特に上昇位置の先端部において湾曲する現象は再現できていない．これは，上昇する流体が

上昇する途中で分断されてしまうこと，実際には沖部分に多量の水が存在しているので上昇して

いる流体を押し込むといった効果が正確には再現できていないことが考えられる．また，構造物

模型の影響により，周り込む流体挙動については比較的正確に再現されていることがわかる．次

に，同条件における流体率 20％の比較検討を行った結果を示す．そうすると，case1 の場合は，

構造物に衝突後の流体の上昇する現象は確認できるが，上昇する流体の量が多い傾向にあること

がわかる．さらにこのために空中の流体群が湾曲する現象が再現できない可能性がある． 
 

 
 

図- 6 ビデオカメラによる津波の 3 次元解析 
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8.考察 

本研究は 3 次元的な流れ場を正確に

再現することを目的として 2 次元数値

モデルにおける水位推算計算結果に格

子が与える影響についての検討した結

果，水深方向の格子サイズが波の進行

方向の格子サイズに比べて水位変動に

与える影響が大きいこと，波の遡上域

においては地形が水平な場合，格子サ

イズを小さくしても水面振動が発生す

ることがわかった．次に 3D プリンタ

により作成した構造物模型とモルタル

から作成した構造物模型周辺の波高測

定結果の比較検討した結果，模型寸法

が同一であれば，3D プリンタとコン

クリートを使用した模型実験において

は同様の水位変動が観測できることが

わかった．最後に 3 次元数値モデルに

よる構造物模型前面での流体挙動につ

いて格子が与える影響についての検討

を行った．その結果，格子の細かさが

急激に変化する流体挙動を再現する場

合に重要であり，今回の条件下では構造物衝突後の鉛直方向に急激に変化する現象は再現するこ

とは可能であることがわかった． 

図- 8 モデリングにおける気相と液相の設定(左図)，case1 の格子サイズ(右上図)case2 の格子サ

イズ(右下図) 

図- 7 流体率 20%時の流体の 3 次元的挙動の解析 
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