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1. 緒論： 音響法を用いた掃流砂計測は，栗原・宮本 1) による堤案がなされ，ﾊﾟｲﾌﾟﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝと名称が付けられ，掃流砂観

測に適用されている。水路実験や現地観測に適用されているが，流砂数が多くなると，円管内の音響の減衰がされにくくなり，

流砂数の検知が困難になると云った課題がある。著者らは，文献 2)を目にする機会があった。これは，釣り鐘の音色を良くす

るための実験を行っているものであるが，音を発する際の中空円管の共振振動に着目したものである。ここでは，文献 2) にﾋ

ﾝﾄを得て，ﾊﾟｲﾌﾟﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝを用いた流砂観測において，円管の共振振動を調べることにより，振動特性を適用した計測の可

能性について検討した。

2. 音響法による計測原理： 円管の中空ﾊﾟｲﾌﾟに粒子が衝突する際には，共振音の 1 次固有周波数は，周成分(f10)，半径

成分(f01)，軸成分(fz )の 3 成分に対して，それぞれ，次のように求められる。
   f10=0.298c/a (1),    f01=0.61c/a (2),    fz=c/(2l)  (3) 
ここに，c：音速（空気中），a：円管の半径，l：円管の長さである。

 音響法においては，周成分の共振音と円管に衝突する粒子の運動量の線形性が確認され，それを基にして，その線形域

の粒径別流砂量の解析法が示されている 1)。現在では，簡易的に流砂数を数えてﾊﾟﾙｽ数を求める方法（ﾊﾟﾙｽ式）や音響波

形の電圧値の包絡検波データの積分値を用いて流砂数に結びつける方法などが試されている。

 なお，式(1)において，ﾊﾟｲﾌﾟﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝの寸法(中空部のa=21.3 mm：外径48.6 mm, 肉厚3 mm)や20℃の音速の値(c=343 
m/s)を適用すると，f10= 4,799 Hz となる。パルス式の方法では，この共振周波数を挟む 3,000～5,000 Hz における周波

数における石礫の衝突数をｶｳﾝﾄしている。

3. 円管の振動による固有周期とモード： 円筒座

標系  zr ,, を適用し， r 平面上に置いた円

形ﾘﾝｸﾞに対して，変位  wvu ,, とねじれが連成す

る振動に関する基礎方程式を記述 3)-5) すると，面

内・面外振動などの特定の振動を分離できる。円

形ﾘﾝｸﾞの一部が両端で様々な境界条件により拘

束された円形の曲がり梁の固有振動数と振動ﾓｰ

ﾄﾞが数多く示されている 3) 。 r 平面内で曲げ

振動をする際には，中空の固有振動数 nf は近似

的に次式のように与えられる 6)。
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ここに，a：ﾘﾝｸﾞ中央線の半径, ：円管の単

位体積あたりの質量, n：ﾓｰﾄﾞ次数，E：ヤン

グ係数，I：円管の断面 2 次ﾓｰﾒﾝﾄである。な

お，式(4)は中空における円形ﾘﾝｸﾞを対象とし

た固有振動数である。ちなみに，式(4)におい

て，1～3 次ﾓｰﾄﾞの固有振動数を求めると，後

述の表－3 の 2 行目に示す値となる。ここに，

計算においては，外径 48.6 mm，肉厚 3 mm
の円管を対象として，a= 22.8 mm (肉厚 3 mm
の中心同士の距離)，= 2.38×10-3 kg/cm, E=
1.97×106 kg/cm2, I= 2.25×10-3 cm4 を用いた。

 ﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝの形状と固定方法を想定すると，

図－1 に示すように，A，C が拘束された状

態となり，拘束条件が多く，理論的に解くこ

とが出来ない。そこで，これらの境界条件を

反映させた解を求めるために，次のように数

値解析を行った。

(1) 平面問題として， r 平面で 2 次元的に

解く（Shell 要素を用いて数値的に解く）。解析に

おいては，周方向に 64 分割，軸方向に長さ 3
mm のﾓﾃﾞﾙとした。分割数の設定においては，
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[unit: mm]

円管端部

円管中央・端
部（左右対称）

切断面B

円管（ハイドロフォン）の固定部A
（リング上に固定）

円管の底面C
(→ Run 2, Run 3: 底面の接線部を固定)

円管（ハイドロフォン）の固定部にお
ける固定方法の違い(Run 3: ゴム板
を用いて締付け固定)

 

図－1 解析に用いた円管の形状とモデル化 

表－1 解析ｹｰｽ 

解析内容 備考

円形ﾘﾝｸﾞを想定した理論解 ・近似解

Shellﾓﾃﾞﾙによる平面問題 ・Shellﾓﾃﾞﾙ

Run 1
円管端部をﾘﾝｸﾞ状(端部から40mmの

位置，幅20mm)に固定
・Shell要素ﾓﾃﾞﾙ

Run 2
円管端部をﾘﾝｸﾞ状(端部から40mmの

位置，幅20mm)に固定，円管底面を

線支持

・Shell要素ﾓﾃﾞﾙ

Run 3-1

円管端部をゴムを想定した弾性体で
ﾘﾝｸﾞ状(端部から40mmの位置，幅

20mm，厚さ5mm)に固定，円管底面

を線支持

・Shell要素ﾓﾃﾞﾙ，ゴム

はSolidモデル（ゴムの

E=10MPa）

Run 3-2 〃 ・〃，ゴムのE =100MPa

解析ｹｰｽ

理論値(近似解)
2D.計算

3D.計算

 
 

表－2 境界条件 
Run No. A B C
Run 1 リング状に完全固定 対称 (y, Mx, Mz 拘束) なし

Run 2 リング状に完全固定 対称 (y, Mx, Mz 拘束), 天

地の 2 点の x 成分を拘束*)
線支持

Run 3 リング状に完全固定

（ゴム外面）

対称 (y, Mx, Mz 拘束) 線支持

*) 計算上の便宜的な条件 
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16～256(16 個の 2, 4, 6, 16 倍)のﾒｯｼｭ数による試算を

行い，必要最低のﾒｯｼｭ数を設定し，軸方向において

も，1, 10 mm の長さによる試算を行い，長さ 3 mm を設

定した。

(2) A 部の拘束においては，実物のﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝがｻﾄﾞﾙ

等の金属とｺﾞﾑ等の材料を用いて，周を拘束(Soild ﾓ

ﾃﾞﾙ)させ，かつ，C 部においては，線支持の拘束を

与えることになる。これらを考慮して，3 次元的に

解く。周方向の分割は 64 個，軸方向に長さ 440 mm（ﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝの半

分）とした。

 (1)および(2)における解析ケースを表－1 に示し，境界条件を

表－2 に示す。また，Run 3 においては，固定部に設置するゴム

を想定し，通常のｺﾞﾑのヤング率が 1～10 MPa であるため，ヤン

グ率の解析結果に及ぼす影響をみるために，2 種類のヤング率(10,
100 MPa)を設定した。これらにより，1～3 次ﾓｰﾄﾞに対する固有

振動数とﾓｰﾄﾞ形状を求めた。解析には，NASTRAN を用い，円管

の諸元は，式(4)に用いた値と同じである。

(1) 2 次元解析： 平面問題として， r 平面において，Shell 要素

を用いて解いた結果を示す。表－3 に示すように，円管を想定した 2
次元解析の結果は，式(4)の値と比べると，1 次モードの固有振動数

には違いが見られない。2～3 次モードになると，計算による固有振動

数が式(4)の算定値よりも小さくなり，ﾓｰﾄﾞ次数が増えるとその差は大

きくなる。3 次ﾓｰﾄﾞにおいては，式(4)と比べて 1000 Hz の差が生じる。

(2) 3 次元解析： Run 1 や Run 2 を見ると，境界の影響を評価できる。

図－2 は，Run 1 における円管の軸方向にみて中央部の 1～3 次ﾓｰﾄﾞ

を示す。これと表－3 の固有振動数をみると，円管端部での周方向に

固定したものと，円管端部での周方向の固定に加えて円管下部で線

拘束させた結果には，固有振動数からみて殆ど差が見られない。ま

た，理論値（近似解）の式(4)の算定値と比べて，解析値の固有振動

数に違いが見られない。

 さらに，Run 3(Run 3-1, 3-2)により，円管端部での周方向の固定に

及ぼす拘束力の違いが固有振動数に及ぼす影響をみる。表－3 の

固有振動数をみると，式(4)と比べて，固有振動数は，ほぼ同じであり，

円管端部での周方向の拘束が及ぼす影響は見られない。

 これらをまとめてみると，3D.解析による固有振動数や振動ﾓｰﾄﾞから

みると，円管の端部の固定方法や円管底部の線支持（固定）方法が

固有振動数に及ぼす影響は小さく，しかも，中空を想定した円形ﾘﾝｸﾞ

の理論値（近似解）の式(4)と比べて，固有振動数は，1～3 次ﾓｰﾄﾞに

おいては違いが無いことが分かる。図－3 に示すように，1 次ﾓｰﾄﾞから

みて，3D.解析におけるﾓｰﾄﾞ形状には違いが無いことが確認できる。

ここには示していないが，2～3 次ﾓｰﾄﾞにおいても同様であった。また，

1 次ﾓｰﾄﾞにおける固有振動数は，2.で示す音響法における周成分の

1 次の共振周波数(4,799 Hz)と比べて，1,000 Hz 程度の違いしかなく，

音響法での計測範囲（3,000～5,000 Hz）と重複する。しかも，音響法

ではよく見られる，計測結果が円管の固定法（拘束条件）に依存する

現象が現れにくい可能性があることも示された。

4. 結論： 円管の振動ﾓｰﾄﾞに着目して，音響法によるﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝ計測

に対する解釈を行った。円管が曲げ振動をする際の固有振動数とﾓｰﾄﾞを示し，1 次ﾓｰﾄﾞにおいては，固有周波数が約 3.6 
kHz であり，音響法で対象とする 3～5 kHz(周成分)と類似した結果となった。この結果は，円管を用いた流砂の衝突音を計

測する音響法に対する新たな知見を与え，例えば，流砂の衝突に伴う円管の振動を計測することによっても流砂数を計測可

能であることを示す．今後，更なる理論解析と模型実験によって，本研究で得られた内容を検証する予定である．
参考文献： 1) 栗原淳一・宮本邦明：音響を利用した流砂量計測装置について, 新砂防, Vol. 44, No. 5, pp. 26-30, 1992, 2) 寺嶋正

義：岩手大学教育学部研究年報, 48 巻, 2 号, pp. 37-54, 1989, 3) Blevins, R. D.: Formulas for Natural Frequency and Mode Shape, Van 
Nostland Reinhold Co., pp. 203-223, 1979, 4) 古賀達蔵・小松敬治：円筒かくの自由振動における支配方程式と固有値, 日本機械学

会論文集(C 編), 46 巻, 401 号, pp. 1-7, 1980, 5) 古賀達蔵：円筒かくの最小固有振動数と振動特性, 日本機械学会論文集(A 編), 46
巻, 411 号, pp. 1280-1289, 1980, 6) 日本機械学会 編：機械工学便覧 基礎編, 第 12 章, 丸善, 2004.   

表－3 式(4)による固有振動数と解析値の比較 

f 1(Hz) f 2(Hz) f 3(Hz) 備考

3,509 9,924 19,028
3,643 9,211 18,051 シェル扱い

Run 1 3,650 10,184 19,196
Run 2 3,640 10,158 19,147
Run 3-1 3,648 10,181 19,199 ゴムのE=10MPa
Run 3-2 3,648 10,183 19,195 ゴムのE=100MPa
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図－2 Shell 要素(3D.)解析によるﾓｰﾄﾞ 

(Run 1：円管中央端部) 
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図－3 各解析ﾓﾃﾞﾙによる 1 次ﾓｰﾄﾞの比較 

(円管中央端部) 
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