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Abstract 
In this experimental study, fluid dynamic response characteristics of wake galloping between two square prisms of same size 
in tandem and staggered arrangement to their relative position and free stream velocity were investigated. An immovable 
square prism of size d was fixed at upstream side and another vibratile square prism was placed at downstream side. The 
relative position of the vibratile downstream prism to the upstream prism was varied in the range from 1.6 d to 3.1 d in 
stream-wise direction, and in the range from 0.0 d to 2.1 d in cross flow direction. The vibratile prism at downstream side is 
elastically supported at it's both end and is ristricted to vibrate in only cross-flow direction. Instantaneous displacement of 
vibratile prism was measured by means of Laser Displacement Anemometer, and degree of vibration was evaluated by rms 
value of the fluctuating displacement. At first, response characteristics of wake galloping to relative position and flow 
velocity were investigated by free-vibration experiments in tandem and staggered arrangements using a wind tunnel. From 
the experiments, it was found that the response characteristics can be classified into three patterns in relation to relative 
positions and free stream velocities. Then the wake galloping phenomena occurred in the free-vibration experiments were 
reproduced by forced-vibration experiments in a water channel to conduct flow visualization. The visualization results well 
explained the phenomena observed in the wind tunnel experiment. 

1111....    緒緒緒緒            言言言言    

流力振動は許容を越えた変形による破壊やフレッティングあるいは疲労破壊など，構造物を破壊に至らせる可

能性がある危険な現象である．また，高速増殖炉もんじゅの温度計破損事故などの事例から，単独物体における

流力振動現象については，多くの研究が行われている（坂本他，1994）（中村，1995）（岡島他，1999）（日本機械

学会，1998）．しかし，実在の構造物の多くは複数物体として存在しており，二物体とした場合でも物体の配置に

は並列，直列および千鳥配列があり，それぞれの場合で物体周りの流れが異なる．一方，円柱状構造物において

は上流側物体からの後流の影響により，下流側の物体に単独物体のみの場合より大きな振動が発現するウェーク

ギャロッピングという現象が知られている（Brika and Laneville，1997）（Tokoro, et al.，2000）（藤澤，2009）．ウ

ェークギャロッピングはまた斜張橋ケーブルや送電線にも発現することが知られている（斉藤他，2001）（濱崎他，

2003）．矩形柱状構造物においても，円柱と同様に上流側物体の後流により影響を受けると考えられる．複数物体

で流体中に存在する例は多く，単独物体と複数物体では振動の応答特性や発生メカニズムが異なるが，複数物体
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を扱った研究は少なく，特に矩形断面柱に関するものは少数であるのが現状である． 

本研究は正方形断面柱に発現するウェークギャロッピングの流力振動特性の解明を目的として行ったものであ

る．本研究では，まず二正方形断面柱に発現するウェークギャロッピングの振動応答特性と発現領域を明らかに

するために，風洞において自由振動実験を行った．つぎに得られた振動応答特性をもとに水路においてウェーク

ギャロッピングの流力振動状態を再現し，振動時のフローパターンの解明を行った．これらの結果をもとに二正

方形断面柱に発現するウェークギャロッピングの発現メカニズムについての検討を行った． 

 

2222....    記記記記            号号号号    

a ：クロスフロー振動振幅 ［mm］ 

Cn ：換算減衰パラメータ = (2m･δ)/(ρ･d2) ［-］ 

d ：正方形断面柱の代表寸法 ［mm］ 

fc ：振動する正方形断面柱の固有振動周波数 ［Hz］ 

fv ：振動する正方形断面柱後流における渦放出周波数 ［Hz］ 

m ：振動する正方形断面柱の単位長さ当たりの質量 ［kg/m］ 

Re ：レイノルズ数 = U･d /ν ［-］ 

s ：二正方形断面柱の流れと直角方向の中心軸間距離 ［mm］ 

St ：ストローハル数 = fv･d/U ［-］ 

t ：二正方形断面柱の流れ方向の中心軸間距離 ［mm］ 

U ：主流の速度 ［m/s］ 

Ur ：換算流速 =U/(fc･d)  ［-］ 

δ ：対数減衰率 ［-］ 

ν ：流体の動粘性係数 ［m2/s］ 

ρ ：流体の密度 ［kg/m3
］ 

 

3.3.3.3.        実験装置および方法実験装置および方法実験装置および方法実験装置および方法    

実験に当たっては，断面 1.2 m×0.35 m，長さ 3.0 mの測定部を有する回流形風洞，および幅 0.3 m，深さ 0.4 m，

長さ 1.0 mの測定部を有する回流形水路を用いた．回流形風洞では自由振動実験に基づくウェークギャロッピン

グの流力振動特性の評価を，回流形水路では流れの可視化観測を行った．自由振動実験による流力振動特性の評

価は，二つの同寸法の正方形断面柱を用いた．二正方形断面柱は，流れに対して直列配列または千鳥配列として，

それぞれの配列条件において上流側正方形断面柱を風洞測定部壁面に固定し，下流側正方形断面柱を弾性支持し

た．本論文においては，それぞれを上流側固定物体および下流側振動物体と呼ぶことにする．自由振動実験装置

の概略を図 1に示す．正方形断面柱は，いずれも一辺の寸法 d = 100 mm一定である．また，それぞれのスパン長

さは，上流側固定物体は風洞測定部幅と同じ 350 mm，下流側振動物体は壁面との隙間が必要なため 340 mmであ

る．振動する正方形断面柱は，できる限り軽量化を図るために，内部は発泡材で箱組し，表面は厚さ 1 mmのプ

ラスチック製の板を貼る構造とした．また，その中心軸はアルミニウム製の中実パイプとした．下流側振動物体

は，図 1に示すように正方形断面柱の中心軸をコイルバネと板バネによって弾性支持することにより，クロスフ

ロー方向 1自由度の振動ができるようになっている．正方形断面柱のクロスフロー振動の振動振幅は，レーザ変

位計によって測定した．なお，振動振幅は rms値により時間平均に評価するものとし，振幅変調を主体とする不

規則な振動が発現する場合には時間平均処理に十分な測定時間を要した． 

実験は，二つの正方形断面柱の中心軸間隔について，流れ方向距離を s，流れと直角方向距離を t とし，それぞ

れ s/d = 1.6～3.1，t/d = 0.0～2.1の範囲で 0.3刻みに変化させた．各設置条件において，換算流速 Ur を変化させて

下流側で振動する正方形断面柱の振動特性を調べた．なお，自由振動実験におけるレイノルズ数 Re は，1.3×104

～1.2×105
の範囲であり，本実験における換算減衰パラメータ Cn は，2.43～2.81である．また，風洞測定部断面

積と振動する正方形断面柱の断面積との比，すなわち閉そく比は 8.3 %であるが，これに関する補正は行ってい
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ない．また，本実験での振動する正方形断面柱のアスペクト比は，3.4と通常二次元物体を取り扱う場合よりも小

さいが，アスペクト比による流力振動性状の本質的な違いはないものとして実験を実施した．なお，振動する正

方形柱には端板を取り付けて流れの二次元性を確保している． 

流力振動発現時における流れの観測は，回流形開水路において水素気泡法を用いることによって行った．可視

化観測実験で用いた正方形断面柱は一辺 25 mm一定である．強制振動はモータの回転運動をクランク機構によっ

て往復運動に変換して，供試物体をクロスフロー方向に強制振動させた．強制振動周波数および振動振幅は，モ

ータの回転数およびモータ軸と物体取り付け軸との偏心量を調整することにより自由に設定することができる．

実験は，風洞自由振動実験で得られた振動応答特性に基づいて，可視化用強制振動装置により振動振幅および換

算流速を合わせることによって，流力振動発現時の流れを再現した（Takai and Sakamoto，2006）．なお，可視化

観測実験に当たっては，主流の速度を 2.8～3.5 cm/sとした．そのときのレイノルズ数 Re は 690～880の範囲であ

り，風洞実験における Re とはかなり異なっている．しかし，正方形断面柱の場合，レイノルズ数が 6.0×102 ～ 105

の範囲においては完全はく離型渦放出となり，流れ場に大きな変化は生じない（岡島，1983）．また，正方形断面

柱のストローハル数もこの範囲においてほとんど変化しないことが確認されている（岡島他，1983）（Okajima，

1982）．したがって，可視化観測実験と自由振動実験でのレイノルズ数の違いによって物体後流の渦形成に本質的

な違いはなく，流れの定性的評価を行ううえでは問題ないものとして実施した． 

 

 

 

Fig.1 View of free-vibration experimental apparatus 

 

 

4.4.4.4.        結果および考察結果および考察結果および考察結果および考察    

4・1    流力振動応答特性流力振動応答特性流力振動応答特性流力振動応答特性 

下流側振動物体に発現するウェークギャロッピングの流力振動応答特性を明らかにするために自由振動実験を

行った．下流側振動物体に発現する流力振動は，上流側固定物体に対する下流側物体の位置によって大きく異な

ったものとなる．実験の結果，振動応答特性は三つの振動応答パターンに大別できることがわかった．以下に各

振動パターンの代表的な流力振動応答特性および後流渦放出周波数特性を示す．なお，各振動応答パターンが発

現する二物体の設置条件をまとめた結果は 4・3節に示す．また，本論文では換算流速の増大に対して振動振幅が

増大し続ける場合を発散振動とし，振動振幅が一旦増大してから減少して収束する場合を限定振動としている． 

 

4・1・1    振動パターン振動パターン振動パターン振動パターン I 

振動パターン I では，発現する流力振動が限定振動となる．また，このパターン I は振動発現後の流速の増加

に対する振動振幅の変化によって，パターン I-aとパターン I-b との二つに細分される．振動発現後，比較的広い
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流速域で大きな振動が持続したのちに振動が収束するパターン I-aの代表的な例として，s/d = 2.2，t/d = 0.3にお

ける流力振動応答特性を図 2 に示す．図の縦軸は振動振幅の rms値 a を振動物体の代表寸法で無次元化した a/d

を示し，横軸は換算流速 Ur を示している．またあわせて，後流渦放出周波数を振動物体の固有振動数の比 fv/fc

として示している．パターン I-aではいずれの設置条件においても Ur = 5.0付近で振動が発現し，Ur = 9.0～11.0

付近で振動が収束する．単独正方形柱における共振換算流速は一般に Urc（=1/St）= 8.0であり，共振換算流速よ

りも小さい換算流速から振動が発現する．また，振動発現時の後流渦放出周波数は，振動物体の固有振動周波数

と同期したロックイン状態にある．図 3 は，流速に対する振動の収束が早いパターン I-b の代表的な例として，

s/d = 1.6，t/d = 0.3における振動応答特性を示したものである．パターン I-b は Ur = 5.0付近で振動が発現し，Ur = 

8.0付近で振動が収束する．パターン I-aと比較すると，振動が発現する換算流速に変化はないが，振動が発現す

る換算流速の範囲は狭く，振動振幅の最大値も小さい． 

流れの中に単独で置かれた正方形断面柱の固有振動周波数と渦放出周波数が一致すると，発現するクロスフロ

ー方向の流力振動は発散する．しかし，上流側に同径の正方形断面柱が存在する場合には，下流側に位置する正

方形断面柱に発現する流力振動が発散振動にならない配置条件があることがわかる． 

 

 

  
Fig.2 An example of response characteristics in pattern 

I-a (s/d = 2.2, t/d = 0.3). Flow-induced vibration 
of the downstream prism is occurred in the cases 
of tandem or slightly staggered arrangement. 
Flow-induced vibration is a limited excitation 
namely convergent vibration. 

 

Fig.3 An example of response characteristics in pattern 
I-b (s/d = 1.6, t/d = 0.3). Flow-induced vibration 
of the downstream prism is occurred in the cases 
of slightly staggered arrangement. Flow-induced 
vibration is a limited excitation namely convergent 
vibration. 

 

 

 

4・1・2    振動パターン振動パターン振動パターン振動パターン II 

振動パターン II は，発現する流力振動が発散振動となる．パターン II の代表的な例として，s/d = 1.6，t/d = 0.9

における振動応答特性を図 4に示す．図より，共振換算流速 Urc = 8.0をやや超えた流速付近から流力振動が発現

し，流速の増加に伴って振動振幅は増大して発散振動となる．また，発散状態における後流渦放出周波数は物体

固有振動周波数と同期するロックイン状態にある． 

 

4・1・3    振動パターン振動パターン振動パターン振動パターン III 

振動パターン III は，単独正方形柱とほぼ同様な流力振動が発現する．パターン III の代表的な例として，s/d = 3.1，

t/d = 2.1における振動応答特性を図 5に示す．パターン II と III は良く似ているが，次のような違いがある．また

後述するフローパターンにおいても流れ場が異なっている．すなわち，図 5に示すように，共振換算流速 Urc = 8.0

よりも小さい換算流速から流力振動が発現し始め，流速の増加に伴って振動振幅は増大して発散振動となる．ま

た，後流渦放出周波数は流力振動が発現し始める換算流速付近からロックイン状態となる． 
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Fig.4 An example of response characteristics in pattern 

II (s/d = 1.6, t/d = 0.9). Flow-induced vibration 
of the downstream prism is occurred in the case 
of staggered arrangement. Flow-induced 
vibration becomes divergent vibration. 

 

Fig.5 An example of response characteristics in pattern 
III  (s/d = 3.1, t/d = 2.1). Response 
characteristics of the downstream prism to flow 
velocity are almost similar to the case of a single 
prism. In the case of pattern III, two square 
prisms are in a remotely placed in the vertical 
direction. Flow-induced vibration becomes 
divergent vibration. 

 

 

以上の結果より，振動応答特性に基づく振動応答パターンは三つに大別することができることが明らかとなっ

た．すなわち，振動パターン I は発散振動にならずに限定振動が発現する場合で，パターン II は発散振動が発現

する場合である．そしてパターン III は単独正方形柱とほぼ同様な流力振動が発現する場合である．なお，振動パ

ターン Iは振動発現後の流速の増加に対する振動振幅の変化によって，パターン I-aおよび I-bの二つに細分した．

パターン I-a は振動発現後，流速の増加にともなって振動振幅は増大し，比較的広い流速範囲において大きな振

動が続いたのちに振動は収束する場合であり，パターン I-b は振動発現後，流速の増加に対してすぐに振動は収

束する場合である． 

 

4・2    フローパターンフローパターンフローパターンフローパターン 

流力振動発現時の二正方形断面柱まわりの流れ場を明らかにし，ウェークギャロッピングおよび流力振動の発

現機構を検討するために可視化観測実験を行った．以下に各振動パターンにおいて流力振動が発現している場合

のフローパターンを示し，振動の発現機構を検討する． 

 

4・2・1    振動パターン振動パターン振動パターン振動パターン I 

振動パターン I-aにおける流力振動時のフローパターンを図 6に示す．図 6（a）は s/d = 1.6，t/d = 0.0の設置条

件における Ur = 7.1の振動時，図 6（b）は s/d = 2.2，t/d = 0.0の設置条件における Ur = 8.5の振動時のフローパタ

ーンである．なお，下流側の物体位置が上下方向にずれているのは物体の振動変位によるものである．図 6（a）

より，上流側固定物体の前縁からはく離したせん断層が下流側振動物体の下方側面前縁付近と上方側面後縁付近

に再付着していることがわかる．このフローパターンから，振動パターン I-a では上流側固定物体からはく離し

たせん断層が下流側振動物体の両側面に再付着する流れ場となっている．また，再付着した流れは振動物体背面

付近で巻き込んで渦を形成している．したがって，この上流側固定物体からはく離したせん断層が下流側振動物

体に再付着する周期が下流側振動物体の固有振動周期と一致することで励振され，振動時においては振動に伴っ

て形成される渦に起因する変動流体力の作用も強く受けることになると考えられる． 
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(a) s/d = 1.6, t/d = 0.0, Ur = 7.1 (b) s/d = 2.2, t/d = 0.0, Ur = 8.5 

 

Fig.6 Visualized flow pattern in patterns I-a. They show that the separated shear layer from upstream prism reattach 
alternately to side surfaces of the downstream prism. 

 

 

 

一方，パターン I-b における振動時のフローパターンを図 7に示す．図 7（a）は s/d = 1.6，t/d = 0.3の設置条件

における Ur = 6.6の振動時，図 7（b）は s/d = 3.1，t/d = 0.6の設置条件における Ur = 7.7の振動時のフローパター

ンである．図 7（a）より，下流側振動物体が上流側固定物体の背面付近で，わずかに千鳥配列となる位置にある

場合，上流側固定物体からはく離した流れは下流側振動物体に再付着することなく流下し，下流側振動物体の背

面付近で渦を形成する流れ場となっていることがわかる．すなわち，下流側振動物体は上流側固定物体のはく離

せん断層の内側に位置し，かつ流れ方向に対して非対称な配置であることから，はく離せん断層の流れは一方に

偏った状態で安定な流れとなり，二物体が一つの物体のような状態となる流れ場となっている．したがって，二

物体を越えて巻き込むはく離せん断層に基づく変動揚力はあまり大きくならず，発現する流力振動は狭い流速範

囲で比較的小さな振動振幅になると考えられる．また，図 7（b）は流れ方向の二物体間距離が大きいときにパタ

ーン I-b となる振動応答特性が見られた場合のフローパターンである．この図より，二物体の流れ方向距離が大

きい場合，上流側固定物体からはく離した流れの一部が下流側振動物体の前面に付着して沿う流れを形成するが，

大部分は下流側振動物体の側面に沿った流れとなっている．図 7（b）において，上流側固定物体の上側はく離せ

ん断層は，下流側振動物体をやや越えた位置まで流下し，その後流において大規模渦を形成している．したがっ

て，この場合も下流側振動物体の側面においては，変動揚力はあまり変化せず，発現する流力振動も小さなもの

になると考えられる． 

 

 

  

(a) s/d = 1.6, t/d = 0.3, Ur = 6.6 (b) s/d = 3.1, t/d = 0.6, Ur = 7.7 

 

Fig.7 Visualized flow patterns in pattern I-b. They show that the downstream prism is located inside the separated shear 
layer from the upstream prism, or the separated shear layer from upstream prism reattach alternately to front 
surface of the downstream prism, and large scale vortices are formed behind the downstream prism. 
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以上の結果より，振動パターン I における流力振動の発現要因は，上流側固定物体からはく離したせん断層の

変動に基づく揚力変動にあり，その変動が下流側振動物体の固有振動周波数と同期した場合に流力振動が発現す

ると考えられる．また，このパターン I において発現する流力振動は，発散振動とはならず限定振動となる．こ

れは，振動の要因が下流側物体そのものからの渦放出によるものでなく，上流側固定物体からのはく離せん断層

によるものであることから，下流側振動物体に作用する変動流体力はあまり大きくならず，また主流速の変化に

よって上流側物体からのはく離せん断層の変動と下流側物体の変位の間の位相変化が起きるために同期しなくな

り，振動は収束するものと考えられる． 

 

4・2・2    振動パターン振動パターン振動パターン振動パターン II 

振動パターン II におけるフローパターンの代表的な例として，s/d = 1.6，t/d = 0.9の設置条件における Ur = 11.3

の振動時のフローパターンを図 8に示す．なお，（a）および（b）は振動一周期を八分割した各位相におけるフロ

ーパターンの一部である．図から，下流側振動物体は，上流側固定物体からの下側はく離せん断層に直接干渉す

る位置に存在していることがわかる．また，上流側固定物体の下側からはく離した流れは二正方形断面柱間に隙

間流れを形成することがわかる．その隙間流れは，図 8（a）に示すように，下流側振動物体の上側の側面におい

て大きな巻き込みを形成していることから，この巻き込みに基づく変動流体力は揚力方向に大きな変動を生じさ

せていると考えられる．また，反対側側面においては，物体背面への強い巻き込みがみられ，図 8（b）では背面

のごく近傍領域で明瞭な大規模渦を形成している．これらのフローパターンより，振動物体においては，隙間流

れが側面上で形成する渦と背面での大規模渦の巻き込みにより，励振されると考えられる． 

 

 

 

   

(a) φ=π/4           (b) φ= 3π/2 

 

Fig.8 Visualized flow patterns in pattern II (s/d = 1.6, t/d = 0.9, Ur = 11.3). They show that the separated shear layer 
from the upstream prism reattach to front surface of the downstream prism, and generates large scale vortex on 
the side surface of the downstream prism or behind the downstream prism. 

 

 

4・2・3    振動パターン振動パターン振動パターン振動パターン III 

振動パターン III におけるフローパターンの代表的な例として，s/d = 3.1，t/d = 2.1の設置条件における Ur = 10.5

の振動時のフローパターンを図 9に示す．図より，振動パターン III では二物体間の流れと直角方向距離 t が大き

いことから，下流側振動物体は上流側固定物体からはく離した流れの外側に位置していることがわかる．したが

って，上流側固定物体の後方に渦の形成は見られるものの，下流側振動物体との干渉が弱いため，単独の正方形

断面柱の場合と似た流れ場になっていることがわかる．したがって，振動パターン III に属する二正方形断面柱の

配置においては，下流側振動物体自身から放出される渦の周波数と固有振動周波数とが同期することにより物体

は励振されて，流力振動が発現する． 
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Fig.9 Visualized flow pattern in pattern III (s/d = 3.1, t/d = 2.1, Ur = 10.5). It shows that the downstream prism was not 
directly affected by wake of the upstream prism. Therefore, the response characteristics of the downstream prism 
to flow velocity at pattern III are almost similar to the case of a single prism. 

 

 

4・3    振動パターンの発現領域振動パターンの発現領域振動パターンの発現領域振動パターンの発現領域 

本実験での二物体の配置条件において，各振動応答パターンが発現する領域をまとめた結果を図 10に示す．図

10におけるグラフ部分のプロット点は，上流側固定物体重心に対する下流側振動物体重心の相対的な位置と，そ

の位置で発現する振動応答パターンを示している．また色付けした領域は，振動パターンが異なる配置条件間の

中央を境界とした場合の振動パターンの発現領域を示している．この図より，二物体が直列配列およびわずかに

千鳥配列となる場合には限定振動が発現し，流れと直角な方向距離 t/d がある程度大きくなると発散振動が発現

することがわかる．また，この結果から同径の二正方形断面柱が流れの中にある場合において，下流側の正方形

断面柱に発現する流力振動が発散振動にならない配列条件が明らかとなった． 

 

 

 

 
Fig.10 The response characteristics of wake galloping appeared on the downstream prism in the wind tunnel 

experiment greatly changed with relative position to the upstream prism. The results were classified into 
three patterns, and classification map with respect to relative position is shown. 

 

 

5.5.5.5.        結結結結            言言言言    

本研究では二物体として同径の正方形断面柱を用いて，下流側正方形柱に発現する流力振動応答特性を調べた．

二物体の設置条件を種々変化させて，発現するウェークギャロッピングの振動応答特性とフローパターンを調べ

た結果，以下の結論を得た． 

1．自由振動実験の結果に基づき，二物体の中心間距離について流れ方向距離 s/d = 1.6 ～ 3.1，垂直方向距離 t/d 

= 0.0 ～ 2.1 の範囲において，三つの流力振動応答パターンが存在することが明らかとなり，各振動応答パター

ンが発現する配置条件を明らかにした． 
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2．限定振動のみが発現する振動パターン I は，二正方形断面柱が直列配列およびわずかに千鳥配列となる場合

に発生する．振動パターン I の振動発現要因は，主に上流側固定物体からはく離したせん断層の干渉であり，そ

のはく離せん断層が下流側振動物体に再付着する周波数と下流側振動物体の固有振動周波数が同期する場合に振

動が発現する． 

3．発散振動であるウェークギャロッピングが発現する振動パターン II は，二正方形断面柱が千鳥配列の場合

に発現する． 

4．単独正方形断面柱に発現する流力振動とほぼ同様な流力振動が発現する振動パターン III は，上流側固定物

体からはく離したせん断層の外側に下流側振動物体が位置する千鳥配列の場合に発現する．この場合，上流側固

定物体による流れの影響はほとんど受けておらず，単独の正方形断面柱とほぼ同様の流力振動が発現する． 

5．同径の二正方形断面柱が流れの中にある場合，振動パターン I が発現する二物体の配置条件において発散振

動の発現は回避することができる． 
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