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波浪伝播方向に長さを有する有脚式海洋構造物の不規則応答解析法について検討 した. まず, 節点に作

用する波力が, 着 目区間に作用する波高の平均値よ り求め られる等価線形化波 力と同値であることを示し, 

不規則応答量が等価線形化波力のクロススペク トル密度関数に基づいて算定で きる ことを示 した. また, 

等価線形化波力のクロススペク トル密度関数が, 1次 元 の海面上昇量のパ ワースペク トル密度関数と方向

関数 の積である海面上昇量のクロススペク トル密度関数を用いて表わされるので, 着 目区間の方向関数の

平均値の積 を用いて, 波の広が りによる波力の低減効果を表わす水力ア ドミッタ ンスを定義 した. 最後 に, 

水力ア ドミッタンスが, 長い海洋構造物の不規則応答量 と応答倍率に及 ぼす影響につ いて検討を加 えた. 
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1. は じめに

社会基盤整備の高度化に伴い, 海洋構造物の大型

化が予想される. これまでは, 波浪伝播方向に広が

る波の影響について, あまり議論されてこなかった

が, 構造物の大型化に伴い, 動的応答解析や構造設

計に波の広がりを考慮することが必要になると考え

られる. また, 構造物の大型化に伴い, 波浪伝播方

向に長さを有する横梁や斜材が, 構造部材に占める

割合と役割の重要性が相対的に増すことから, 波の

広がりを考慮した波力を用いて, これらの部材を適

切に設計する必要があると考えられる. 

河野ら1)は, 波浪伝播方向に長さを有する海洋構

造物を対象に波の位相差が応答に及ぼす影響につい

て検討を行っているが, 波の位相差の取扱いについ

ては+分 な検討がなされていない. Borgman2)は, 

柱群に対する波の広がりの効果について示したが, 

横梁や斜材への影響については指摘しておらず, ま

た, 有限要素法に代表される構造 物を離散的に取扱

う手法に反映するには適さない表現となっている. 

Malhotra and Penzein3)は, 有限要素法を用いた解析

の中で, 波の広がりの効果を取入れた検討を行って

いるが, その定義には不明確な部分が見られる. 

本研究では, 波浪伝播方向に設置された長さを有

する海洋構造物を対象に, 有限要素法を適用して動

的応答解析を行うために必要な基礎理論の構築を行

った. 

まず, モリソン式に基づいて波力を慣性力と抗力

の和で表わし, 海洋構造物の運動方程式を示した. 

そして, 水粒子の運動と海洋構造物の応答にはエル

ゴード性があり, その出現確率が平均値0の 正規分

布に従うと仮定して, 運動方程式を等価線形化した. 

また, 一般化座標上の等価線形化付加減衰を含む減

衰項のモー ド間の連成を無視し, 一般化座標変換に

よって得 られる独立した線形微分方程式を用いて, 

不規則振動論の手法に従って海洋構造物の動的応答

値が求められることを示した. 

その際, 節点に作用する波力が, 着目区間に作用

する波高の平均値より求められる等価線形化波力に

等しいことを導いた. また, 励振スペクトル密度関

数が等価線形化波力のクロススペクトル密度関数で

与えられ, それが海面上昇量のクロススペクトル密

度関数を用いて表わせることを示した. そして, 海

面上昇量のクロススペクトル密度関数が, 一次元の

海面上昇量のパワースペクトル密度関数と方向関数

の積で表わされることから, 着目区間の方向関数の

平均値の積を水力アドミッタンスと定義し, 波の広

がりによる波力の低減効果を表わす関数を導入した. 
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これより, 等価線形化波力のクロススペクトル密

度関数が, 一次元の海面上昇量のパワースペクトル

密度関数に基づく等価線形化抗力と慣性力のパワー

スペク トル密度関数に, 水力アドミッタンスを乗じ

て求められることを示した. 

最後に, 波の広がりが波浪伝播方向に長さを有す

る海洋構造物の不規則応答量と応答倍率に及ぼす影

響について検討を加えた. 

2. 運動方程式

図-2に 示す波力を受ける海洋構造物の運動方程

式は節点の変位ベクトル糎}を 用いて, 次のように

表わすことができる. 

[M}}+lc}+K}={P} (1)

[M], [C], [K]はそれぞれ質量マトリックス, 減衰
マ トリックス, 剛性マ トリックスであり, を}は波

による外力を表わすベクトルである. モリソン式に

従えば4), {P}は 波による水粒子の速度ベクトル

{Vu}と加速度ベクトル{Vu}を 用いて次のように表
わすことができる. ただし, 本研究では, 付加質量

と排水質量を区別して扱う5). 

{P}=[CA][CMkD1 (2)

ここで, [CA]=[ρ(Cm-1)V], [Cm]=[ρV], 

[CD]=[ρC4A/2] であり, ρ: 海水の密度, Cm:
質量係数, V:海 中の部材の体積, Cd: 抗力係数, 

A:水 粒子の運動方向に投影した海中の部材の面積

である. また, 式(2)の 右辺第3項 には, 水粒子の速

度に関する非線形項が含まれており, 直ちに応答計

算を行うことはできない. そこで, 以後に示す操作

により本項を等価線形化し, 応答計算を行うことに

した. 

柔な構造物の変形の速度や加速度は, 波による水

粒子の速度や加速度と同程度であると仮定して, 式

(2)を式(1)に代入して, 波と構造物の相互作用を考

慮した運動方程式を得る. 

[Mi}+[c}+[K]{x}=[cA]{-i}

+[cM}+[cD]-} (3)

ここで, 小さな波数κを有する波では, 水粒子の

速度や加速度は, 構造物の変形の速度や加速度とは

無関係に, 海面運動の上昇量を用いて, 海中の水粒

子の位置に応じて十分な精度で求められると仮定し, 

外力の周期的成分である水粒子の速度と加速度を, 

波数κの関数として与えた. 

{Vu}-{V0(κ)}, {Vu}={V0(κ)} (4)

式(3)に式(4)と構造物の変位と波による水粒子の

位置との相対変位ベクトル{r}={V0}-{X}を 代入し, 

非線形抗力[CD]rrを 置換する際の二乗平均誤差

が最小となるように等価線形抗力を定めて次式を得

る. ただし, 相対速度の出現確率は平均値0の ガウ

ス分布に従うと仮定した. 

[M+CAf}+[C}+[K]X}

-fcullvcjv} (5.a)

Cij=Cij (i≠j)

(i=j) (5.b)

CDij=0 (i≠j)

(i=j) (5.c)

[CM]=[ρCmV], σ2r=σ2V0+σ2x, σ: 標 準偏 差,

添字i, j:i行j列 であり, 等価線形化抗力を求め

るためには, 反復計算が必要になることが分かる. 

3. 動的応答解析

本研究では, 不規則振動解析によって式(5. a)の動

的応答値を求める. 変位ベクトル{x}を, 式(8)に示

す規準化したモーダルマ トリックス[Ψ]と式(7)の

関係を用いて, 一般化座標{φ}へ変換し, 式(6)を得

る. 

{φ}+[2ζω φ}+[ω21φ}-[Ψ]T{P} (6)
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{X}=1Ψ φ} (7)

[Ψ]T[M+C][Ψ]-[I] (8)

[ω2]1[Ψ][K1[Ψ] (9)

[I]は単位マトリックス, ζは減衰係数, ωは固有振

動数であり, {P}は 等価線形化された波力である. 
一方, 式(5.a)に お け る減衰 マ トリックス は, 一般

化 座標 変 換 に よ り, 次 のよ うに な る. 

[C]-[Ψ]7rl[Ψ] (10)

一般化座標上の減衰マ トリックス[C0]は 対称マ ト

リックスでありモード間の連成が生じるが, 本研究

では, モー ド減衰を対角化する際に生じる誤差の二

乗平均値を最小化し, 非連成化した減衰マトリック

スを用いることにした3). 

[Co]{φ}μ]{φ} (11)

[C*]: 最 適化 された対 角減 衰 マ トリ ックス

また, [C*]は, モー ダル マ トリ ックス[Ψ]を 用 い

て, 次式のように変換できるとした. 

[Ψ]7k1[Ψ]=[2ζ ω] (12)

これまでの検討により, 海洋構造物の運動方程式

が, 一般化座標変換によって, 自由度の数に相当す

る独立した線形微分方程式に分解できるので, 海洋

構造物の変位の共分散マトリックスE[x}x}T]が, 

次のように求められる. 

ELiXH11-

J-mLwJ[Hw)][w][svrv(w)][w]T[H(w)][w]Tdw(13.a)

[H(w)]=[w2w+2iw1wl

[H*(w)]=[H(-w)] (13.b)

式(13. a)の 右 辺 中 のSpp(ω)」は, 等 価 線 形化 され た

波 力の ク ロス スペ ク トルマ トリック スで あ り, 左 辺

の対角項の正の平方根がrms応 答変位である. 等価

線形化波力のクロススペク トルマ トリックスは次の

ように求めた. 

Bpp(ω)1=f18ω4τ (14)

lR(τ)=(t)H15-(t+τ)}7 (15)

ここで, <>は 時 間 平均, [Rpp(τ)]は 相 関 マ トリッ

クスである. 
一方, 任意の時刻tに おいて, 波浪伝播方向に長

さを有する構造物上の任意の節点tに 作用する波力

は, 着目区間内の単位長さ当りの等価線形化波力を

部材軸に沿って積分することで得られる. 

Pt)=CM;Vo;XY;t)+CD;VoxYt)

NmjVoi(XiYit)1

(16)

ここで, xi, yi: 節点tの 座標値, Li: 部材の水平

投影長, Ai, Vi: 部材の投影面積及び体積であり, 

部材直径は着目区間内では一定とした. 微小振幅波

理論によれば, 任意の鉛直方向位置yiに おける水粒

子の速度と加速度は, 対応する海面上の位置xiで の

海面上昇量η(xi, t)を用いて次のように表わされる. 

i//x (17.a)

i//x (17.b)

i//y (17.c)

i//y (17.d)

こ こで, i//x, t//yは, 添 字tで 識 別 され る水粒 子

の速 度 ベ ク トル の方 向 が, そ れぞ れx軸, y軸 に平
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行であることを示し, hは 対象海域の水深である. 

式(16)と 式(17)よ り, 節点tに 作用する等価線形

化波力は, 部材の水平投影区間内の海面上昇量の平

均値に基づいて算定したものと同値であることが分

かる. ただし, 本研究では, 微小振幅波理論を用い

て水粒子の運動を記述するので, 水深方向には水粒

子の運動の相関はないとした. 
一方, 式(16)よ り, 等価線形化波力の自己相関関

数の一般項は次式で表される. 

Rpp(τ)=CCR(τ)+DD(τ) (18)

式(16)と 式(17)を 式(18)に 代 入 して, 水 粒子 速 度 と

加 速 度 の 自己相 関 関数 が得 られ る. 以下 で は, t//x, 

i//yの 場 合 につ い て示 す. 

(19.a)

(19.b)

ただし, 式(15)か ら式(18)を 導く際に, 次に示す微

小振幅波理論で表した水粒子の速度と加速度の相関

関数の関係を用いた2). 

Rvoioj(-τ)=Rvoivoj(τ) (20)

式(18)を フーリエ変換 して, 等価線形化波力のクロ

ススペク トル密度関数が得られる. クロススペクト

ルマトックスの一般項は次式となる. 

5PiPj(ω)=ccβω)+σDσDβ(ω) (21)

同様に, 式(19)を フーリエ変換して, 水粒子速度と

加速度のクロススペクトル密度関数を次のように表

すことができる. 

(22.a)

(22.b)

5η{xi, xj, ω)は、 海 面 上の任 意 の2点xi, xjに 作 用

す る海面 上 昇量 の ク ロス スペ ク トル 密度 関数 で あ り, 

一次 元 の海 面上 昇 量 のパ ワー スペ ク トル 密度 関数 と

方 向関数(directionality function)の 積 で与 え られ, 

十分 に発 達 した風 波 の場 合 には, x軸 方向 へ波 浪 が

伝播 す る効果 は次 のよ うに表わ され る6). 

5(xi,xi,ω)=smm(ω)・exp{κ(ω)(xxJl (23)

Sηη(ω)は、一次元の海面上昇量のパワースペクトル

密度関数, κ(ω)は波数であり次式で与えられる. 

g: 重 力加 速度(24)

式(23)を式(22)に 代入して水粒子速度と加速度のク

ロススペクトル密度関数を次のように書き換える. 

(25.a)

(25.b)

ただし,

(26)

ここで, IXηηω1は, 部材水平投影区間での方向関

数 の 平均 値 の積 で あ り, 波 の広 が りによ る波 力 の低

減効 果 を表す 関 数 と して定 義 で きる. 本研 究 で は, 

これ を波 浪 伝 播 方 向 に 関 す る 水 力 ア ドミ ッタ ンス

(Hydrodynamic admittance)と 呼ぶ こ とにす る. 

図-1 に示す 節 点pとrま た はgとsの よ うに, 部
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材長Lの それぞれのx軸 への投影が重ならない場合

には, 横梁, 斜材に対する水力アドミッタンスは次

のようになる. 

xt≠x1, Lf≠L, よ り,

(27. a)

ここで, εi=κLi, εj=Klj, εij=8ik(xi-xi)である. 

特別な場合として, 図-1に 示す節点gとrの ように, 

部材長Lの それぞれの各部材のx軸 への投影が重な

る場合には, 横梁, 斜材に対する水力アドミッタン

スは次のようになる. 

x=xj, Lf=Ljよ り,

(27.b)

また, 柱は離散的に配置されていることから, 柱

に対する水力ア ドミッタンスは次のようになる. 

=eκ κxJ=ε (28)

これらのことより, 水粒子速度と加速度のクロス

スペクトル密度関数の一般項を, 水力アドミッタン

スと一次元の海面上昇量のパワースペクトル密度関

数を用いて表わすことができる. 

[i//x, j//xの 場 合] (29.a)

[i//x, j//yの 場 合] (29.b)

[i//v, j//xの 場 合] (29.c)

[i//y, j//yの 場 合] (29.d)

Svoivoj(ω)=ω2svoji(ω) (29.e)

式(21)と式(29)よ り, 等価線形化波力のクロススペ

クトル密度関数は, 一次元の海面上昇量のパワース

ペクトル密度関数に基づく等価線形化抗力と慣性力

のパワースペクトル密度関数の和に, 水力アドミッ

タンスを乗 て得られることが分かる. 

4. 最大応答値の期待値

着目量qのrms応 答値σqqを用いて, 着目量の最

大応答値の期待値9maxを 求めることができる. 

9max=9・ σqq (30)

図一1 節点 と対応する着 目区間長の定義
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8は 応答倍率であり, 次式で求められる. 

(31.a)

(31.b)

αi=∫ ω5(ω)4ω (i-0,1,2) (31.c)

sgq(ω)は着目量の応答のパワースペク トル密度関数

であり, 評価時間丁は次に示す初期通過確率に基づ

いて算定することにした. 応答値が任意の限界値γ

を超過しない確率L(γ)は, 初期通過確率により, 補

正係数Aを 含んだ形で表される7). 

(32.a)

(32.b)

(32.c)

5. 解析結果と考察

(1) 波の広がりが動的応答量に及ぼす影響

波の広がりが海洋構造物の動的応答量に及ぼす影

響について, 図-2に 示す解析モデルを用いて検討を

行った. 解析の対象にした海洋構造物は鋼製であり, 

円形断面を有する柱, 横梁, 斜材で構成されている. 

また, 海面上20mの 位置には十分に剛で水平長100m

当たり2.0×106kgの 質量を有するデッキが配置さ

れている. 柱の直径は3m, 横梁及び斜材の直径は1

mで あり, すべての部材の板厚は25mmと した. 尚, 

対象海域の水深は100mと した. 表-1に 解析モデル

のスパン割 りとそれぞれの場合の固有周期を示す. 

本研究では, これら解析モデルの固有周期をほぼ同

じにし, 構造物が長くなっても波の主たる周期と構

造物の固有周期との関係を保つようにした. 

本研究で用いた波のパワースペクトル密度関数は, 

式(33)で表わされるBretschneider型 である8). 波

浪条件を表わすパラメータである平均波高: 17(m), 

平均周期: 7(s)の 組合せを(H7,T)=(7.0, 11.7), 

図 一2 解 析 モデ ル 図(単 位:mm)

表一1 解析 モデル諸元
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(5.0, 9.9), (3.0, 7.6)とした. 尚, 首藤9)に よれ

ば, 本研究で用いた水深と波浪条件は, 微小振幅波

理論が適用可能な範囲である. 

(33.a)

(33.b)

図-3 に構 造物 の長 さとrms応 答 変位 との 関係 を示

す. rms応 答変 位 は, 各解 析 モデ ル の座標 値(x, y)=

(0m, 120m)の 点 で 求め た もので あ る. また, 比較 のた

め, 水 力 ア ドミッタ ン スを考 慮 しな い場合 の結 果 も

合わ せ て示 す. 

図-3よ り, 水 力 ア ドミッタ ンス を考慮 した場 合 の

rms応 答変 位 は, 水 力 ア ドミ ッタ ンス を考 慮 しな い

場 合 のそ れ に比 べ て2～3割 程度 低 下す る ことが分

かる. 特に, 100mの 長さの構造物では, 波高が低

くなると応答が低下する割合が大きくなり, 平均波

高3mの 場合では, 応答が5割 程度低下しているこ

とが分かる. 一方, 構造物の長さが1000m程 度に

なると, 波高に関係なく応答低下の効果がほぼなく

なることが分かる. このことは, 海洋構造物の応答

量を適切に求めるためには, 波の広がりの効果を考

慮する必要があることを示している. また, 平均波

高が低い場合には, 構造物長500m程 度から応答低

下の効果がなくなることから, 波高が低くなると構

造物長が短い段階から応答低下の効果が薄れてくる

ことが分かる. 

(2)波の広がりが応答倍率に及ぼす影響

表一1に示す各解析モデルの変位の応答倍率を構

造物の長さ毎にプロットしたものが図-4で ある. ま

た, 比較のため, 水力ア ドミッタンスを考慮してい

ない場合の結果も合わせて示す. 尚, 応答倍率を算定

した節点は, (1)節と同じものである. 限界値はrms

応答値の3倍(γ=3)と し, 応答非超過確率は3%と

した. 本研究では, 評価時間丁の値は全解析ケース

で一般的な台風の暴風継続時間(3～5時 間)よ り小

さな値(1000～2000s前 後)となり, 実際に再現され

る継続時間内にある結果となった. 

図-4よ り, 構造物長100mの 場合に, 水力アドミ

ッタンスを考慮した場合の応答倍率が, 水力アドミ

ッタンスを考慮しない場合に比べて若干増大するが, 

長さ500m程 度以上の構造物では, 波高や構造物長

の区別なく水力ア ドミッタンスの有無が応答倍率に

及ぼす効果はほとんどないことが分かる. 

6. おわ りに

本研究で得られた結果を次に要約する. 

1)節点に作用する波の広がりを考慮した等価線形化

波力が, 部材水平投影区間内の海面上昇量の平均

値に基づいて算定できることを示した. 

2)等価線形化波力のクロススペクトル密度関数が, 

海面上昇量のクロススペクトル密度関数を用いて

表せることを示した. 

3)海面上昇量のクロススペクトル密度関数が, 一次

元の海面上昇量のパワースペク トル密度関数と方

向関数の積で与えられることから, 部材水平投影

区間内での方向関数の平均値の積を水力ア ドミッ

タンスと定義し, 波の広がりによる波力の低減効

果を表わした. また, 横梁, 斜材, 柱に対する水

力アドミッタンスを示した. 

図-3 構造物の長さとrms応 答変位の関係

図-4 構造物の長さと応答倍率の関係
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4)等価線形化波力のクロススペクトル密度関数が, 
一次元の海面上昇量のパワースペク トル密度関数

に基づく等価線形化抗力と慣性力のパワースペク

トル密度関数の和に水力アドミッタンスを乗じて

算定できることを示した. 

5)水力アドミッタンスを考慮した場合の応答は, 水

力アドミッタンスを考慮しない場合に比べて2～

3割 程度低下するが, 構造物の長さが1000m程 度

になると, 応答低下の効果がほぼなくなることを

示した. 

6)長さ500m程 度以上の構造物では, 波高や構造物

長の区別なく水力アドミッタンスの有無が応答倍

率に及ぼす効果はほとんどないことを示した.

7)長さを有する海洋構造物の動的応答解析には, 波

浪の伝播による波の広がりの効果を考慮すること

が重要であることを示した. 
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NONDETERMINISTIC ANALYSIS OF LARGE FIXED-TYPE OFFSHORE 
STRUCTURES LOCATED PARALLEL TO THE WAVE DIRECTION 

Tomoyo TANIGUCHI and Kenji KAWANO

This paper provides general theory of nondeterministic analysis of practical offshore structures subjected to the

wave, that is located parallel to the wave direction and possess wide spans, multiple-piles, horizontal and slant 

bracing. In accordance with linearized equation of motion, its structural responses can be obtained by the random 

vibration approach. The linearized wave excitation matrix consists of cross-spectral density function of wave height, 

which is the product of one-dimensional sea spectrum and directionality function. To account the fact that the same 

wave forces do not occur simultaneously over the entire structure, a hydrodynamic admittance, the products of 

average values of directionality function, is introduced. It is suggested that the hydrodynamic admittance have 

significant contributions on the dynamic response of the offshore structures. 
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