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研究成果の概要（和文）：水波中での浮体のクローキングを実現する方法として，まず浮体周りに複数の小円柱
や弾性膜を同心円状に置き，波の多重反射によって散乱波を小円柱群あるいは弾性膜の内側に閉じ込める方法に
ついて各種の研究成果を得た。次に，浅水波近似の下で，空間形状の変形を与える座標変換を使うと，支配方程
式や境界条件が元の式と同じになる水深テンソルを求めることができ，それを実現するための均質化法を使って
数値計算上クローキングの達成が可能であることを確かめた。さらに，波長より小さい角柱群から構成される特
殊な十字水路網を用いると，波が通常とは逆方向に屈折する負の屈折率が実現できることやバックワード波が発
生することも確認した。

研究成果の概要（英文）：As a method to realize the cloaking of a floating body in water waves, 
first, by using a number of smaller circular cylinders and elastic membrane placed around the 
floating body, various research results were obtained for realizing confinement of scattered waves 
and hence cloaking, wave-energy absorption, and practically zero wave drift force. Then, under the 
shallow-wave approximation, we could find the water-depth tensor by using a coordinate 
transformation that gives deformation of the spatial shape but the same governing equation and 
boundary conditions. Numerical computation confirmed that the water-depth tensor can be achieved 
using the homogenization method which can realize the cloaking. In addition, a special cross-channel
 network composed of a group of small rectangular bodies can realize the negative refraction index 
implying that the incident wave is bent into an opposite direction and also the backward propagating
 wave.

研究分野： 海洋流体工学

キーワード： クローキング　波浪制御　メタマテリアル　波浪エネルギー　波漂流力　弾性膜　水深テンソル　負の
屈折率
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１．研究開始当初の背景 
 
サイエンス誌に掲載された Pendry らによ

る電磁波でのクローキング現象の論文をき
っかけに，音響波や地震波の分野でもクロー
キングの研究が盛んになりつつある。海洋工
学分野における水波と浮体の相互作用の研
究では，浮体による散乱波が遠方まで伝播し
ない状態，あたかも浮体が存在しないかのよ
うに入射波が乱されずに伝播する状態にな
っていることをクローキングと呼び，これま
でに Diffraction 問題に対して幾つかの研究
が行われているが，浮体が動揺している場合
やそれらの工学的応用に関する研究はこれ
から脚光を浴びるだろうと予測される。研究
代表者も数値計算や水槽実験を行い，浮体の
周りを幾つかの小円柱で取り囲めば，ある特
定の周波数では小円柱群の外側へ散乱波が
伝播しないクローキング現象が実現できる
こと，その時には波漂流力もほぼゼロになる
ことを確認した。 
しかし特定の周波数でのみ実現されるク

ローキングでは海洋工学的応用は限られる。
もし浮体を迂回するように水波の伝播方向
を曲げることができれば，浮体による波の散
乱が無くなり，浮体のクローキングが実現さ
れる。それは有り得ないように思うかもしれ
ないが，流体の密度や局所的な水深を変化さ
せれば分散関係によって水波の伝播方向を
変えることができる。このような「海洋波メ
タマテリアル」を用いたクローキングの実現
は海洋工学的な応用が大きく広がるだろう
と考え，本研究の着想に至った。 
クローキングに関する研究は電磁波分野，

音響波分野で先行しているが，水波では重力
の影響による分散性のために研究が難しい。
特に海洋波メタマテリアルの観点での研究
によって浮体のクローキングを達成させよ
うとする点に本研究の特色がある。海洋工学
の分野では，これまで浮体に対する波力の影
響は大前提として設計が行われているが，ク
ローキングが実現できると，波力ならびに浮
体の動揺をゼロとすることができることに
なり，設計思想も変わるだろう。またこの技
術は，波エネルギーの集積や吸収効率の向上
の研究にも応用可能であり，海洋工学の研究
分野へ多くの研究テーマを提供することに
なる。 
 
２．研究の目的 
 
水波の伝播方向を変えることができる「海

洋波メタマテリアル」や「クローキングレン
ズ」を開発・設計し，それを用いて波浪中の
浮体周りに静穏域を創ること，すなわち浮体
が波の影響を受けないクローキングという
現象が実現できることを数値計算，水槽実験
によって実証すること，更にそれを発展させ
ることにより，波浪中での浮体の安全という
工学的応用に貢献することが目的である。そ
れを達成するためにこれまでの研究実績を

土台とし，（１）密度の異なる流体領域，剛
性の変化する弾性膜（海洋波メタマテリア
ル）上での水波の伝播特性を把握するととも
に，（２）水波の伝播角を変化させる没水体
クローキングレンズを最適設計する。そして
それらの成果を踏まえて（３）波浪中での浮
体のクローキングを水槽実験で実証するこ
と，が本研究で行おうとしている主な内容で
ある。 
 
３．研究の方法 
 
（１）水波の伝播方向を変えることができる
「海洋波メタマテリアル」に関する研究 
クロークするべき浮体の周りに弾性膜を水
面に置き，それらの分布・剛性・形状を最適
化すると水波の伝播方向を変化させること
ができるはずである。また，局所的に水深を
変える没水体（これをクローキングレンズと
呼ぶことにする）を浮体周りに配置し，その
形状を工夫することでも水波の伝播角は変
化する。そのような海洋メタマテリアルを用
いたクローキングの実現可能性を実証する。 
（２）海洋波メタマテリアルを用いた浮体の
クローキングに関する実証実験 
数値計算で浮体のクローキングが実現でき
たとしても，それが実際に可能かどうかにつ
いては，やはり水槽実験で確認する必要があ
る。密度の異なる流体を使うことは水槽実験
では難しいので，水面に浮かぶ弾性膜や没水
のクローキングレンズを中心に考え，浮体の
クローキングを実験で実証する。 
本研究では平成 28 年度に「海洋波メタマ

テリアル」と「クローキングレンズ」に関す
る数理解析・数値計算による研究を行い，そ
の結果を踏まえ，平成 29 年度には浮体のク
ローキングに関する実証実験を行う。密度が
変化する流体領域や剛性が変化する弾性膜
上を水波がどのように伝播するのか，また局
所的な水深を変化させる没水体クローキン
グレンズ上で水波がどのように屈折するの
かに関する研究には，CFD ソフトウェアや独
自開発の高次境界要素法を使う。 
 

４．研究成果 
 
(1) これまである浮体の周りに小円柱群を
置き，波の多重反射により散乱波を小円柱群
の内側に閉じ込めてクローキングを達成す
るという研究が行われてきたが，浮体の運動
はすべて固定されているdiffraction問題に
ついてのみであった。中央のクロークするべ
き浮体が波浪によって自由動揺している場
合でも，小円柱群の上下運動を外部力学系で
制御することにより，ある特定の周波数でク
ローキング現象を達成することが可能であ
ることを示した。また，グリーンの公式に基
づくエネルギー保存則を適用して，クローキ
ングと波エネルギーの吸収幅（吸収効率）の
関係を理論的に導き，その関係式が数値的に
満足されていることを示した。 



 
(2) 浅水波近似の下で，電気回路と流体運動
の相関関係を使ってクローキングの実現可
能性について理論的に研究し，流体に異方性
ならびに不均一な流体密度や水深を仮定す
ることにより，水波が伝播しない領域を創る
ことができることを示した。また，有限要素
法に基づく市販ソフト COMSOL を使って数値
計算を行い，理論通りの結果となっているこ
とを確かめた。さらに，流体の異方性を実現
させるためのメタマテリアルとして微小幅
の水路網を設計し，波動の性質を制御できる
ことを理論ならびに COMSOL による数値実験
によって立証した。 
 
(3) 浅水波近似の下で、空間形状の変形を与
えるある座標変換を使って、支配方程式や境
界条件が元の式のままになる水深テンソル
や重力加速度の条件を求め、それによって波
をある特定の場所に集中させる「集波」が可
能であることを数値計算によって実証した。 
 
(4) クローキングさせる浮体周りの水面に
弾性膜を浮かべ，その形状や剛性を最適化す
ることで水波の伝播方向を変え，浮体のクロ
ーキングを達成させる手法について検討し
たが，浮体の周りを進行波が迂回するように
進行方向を変化させることは難しいことが
解った。そこで弾性膜の形状は円環（ドーナ
ツ）状とし，剛性や弾性膜の内径・外径を調
整することで外方へ伝播する散乱波を極力
少なくし，結果的に浮体に働く波漂流力を小
さくすることを考えた。数値計算は独自開発
の高次境界要素法とモード関数展開法を用
い，浮体のみに働く波漂流力は直接圧力積分
法を用いた。波漂流力を完全にゼロとするま
でには至らなかったが，各モード関数の寄与
を詳しく調べ，円環形状弾性膜の内側に散乱
波を閉じ込めるメカニズムについて流体力
学的な考察を行い，国際会議論文を執筆した。 
 
(5) 浅水波近似の下では，空間形状の変形
を与える座標変換を使うと，支配方程式や
境界条件が元の式のままになる水深テンソ
ルを求めることができる。そのような水深
を実現するために均質化法を用いて特殊な
‘メタマテリアル’を作ってクローキング
を達成させることができるが，その手法は
円柱だけでなく，断面が四角形状の柱状体
に対しても有効であることを有限要素法に
基づく市販ソフト COMSOL を使った数値
計算によって確かめた。 
 
(6) 流体が微小空間において異方的な性質
を持ち且つ空間的に不均一に広がっている
ことを実現させるために，波の長さより小さ
い十字水路を用いることを提案し，それを用
いると波が通常とは逆方向に屈折する「負の
屈折率」を実現できることを見出した。
COMSOL による数値計算によって，小さな角柱

群の領域が負の屈折率を持つ波動場となり、
入射する波は通常とは逆方向の角度をもっ
て屈折することが確認できた。さらにこの媒
質中ではエネルギー（群速度）の進む方向に
対して、位相速度が逆向きとなる「バックワ
ード波」が生じることも確認した。 
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