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北海道内の一部の港においては港内における静穏度の向上や藻場造成機能の付加などを目的

として港内消波工を設置している事例がある。近年、沿岸構造物に対して粘り強い構造物が求

められているなかで、港内消波工が津波による越流洗掘型の被害に対して基礎マウンドを保護

する効果が期待できるが、津波の越流に対する港内消波工の安定性については明らかになって

いないのが現状である。そこで、本報告では小型水路を用いた水理模型実験を実施して、防波

堤を越流した津波の港内消波工への打ち込み特性について明らかにするとともに、港内消波工

の形状が安定性に与える影響について報告するものである。 
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１．はじめに 

 

平成２３年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地

震による津波は東日本の広範囲の沿岸構造物に甚大な被

害をもたらした。沿岸構造物の中でも防波堤構造に着目

すると東北地方を中心として多くの施設に甚大な被害が

発生した。このことから、設計レベルを超える規模の津

波に対しても防波堤の効果が粘り強く発揮される構造

（粘り強い構造）が防波堤に対して求められている 1）。

このような粘り強さを防波堤に付加するためには、どの

ような被災パターンによって防波堤が被害を受けたかを

解明しておくことが重要である。今次津波においても被

害を受けた防波堤の被災原因の詳細な分析が有識者によ

る検討委員会 2)において行われ、４種類の被災パターン

（津波波力型、越流洗掘型、引波水位差型、堤頭部洗掘

型）に分類できることが報告された。これらの被災パタ

ーンの中でも今次津波における特徴的な被災形態として

越流洗掘型被害がある。これは水位差などの津波による

直接的な波力に対しては堤体が安定していたとしても、

図－１に示すように防波堤を越流した水塊により基礎マ

ウンドが洗掘されることで堤体が不安定となるものであ

る。このように、防波堤に粘り強さを付加するためには、

津波波力型のような直接的な波力に対する対策のみなら

ず、津波の越流に対する基礎マウンドの保護についても

考慮する必要があることが明らかとなった。 

北海道内の一部の港においては港内における静穏度の

向上や藻場造成機能の付加などを目的として図－２のイ

メージ図に示すように防波堤の港内側に消波工を設置し

ている事例（以下、港内消波工）がある。これまで、上

久保ら 3)は水理模型実験から港内消波工の形状が反射率

特性に与える影響について明らかにしている。さらに岡

元ら 4)は白老港に整備されている港内消波工おいて現地

調査から港内消波工が有する環境調和機能について報告

している。このような港内静穏度向上および藻場造成機

能に加えて、前述のような津波の越流洗掘型被害に対す

る基礎マウンドの保護としても港内消波工が寄与するこ

とが期待できる。しかしながら、津波の越流に対して港

内消波工がどの程度の安定性を有しているかについては

明らかになっていないのが現状である。 

そこで、本報告では小型水路を用いた水理模型実験を

実施して、防波堤を越流した津波の港内消波工への打ち

込み特性について明らかにする。さらに、港内消波工の

形状を変化させた実験により、消波工形状が安定性に与

える影響について報告するものである。 

別紙―２

港内消波工

図－２ 港内消波工の設置イメージ 
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図－１ 越流洗掘型被害の概要 
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２．水理模型実験の方法 

 

津波の越流に対する港内消波工の安定性に関する基礎

的な水理模型実験をフルードの相似測に従って 1/30 の

実験縮尺で実施した。実験に使用した小型水路（長さ

27.0m、幅 0.6m、高さ 1.2m）の詳細図を図－３に示す。

水理模型実験において津波を再現する方法としては、水

位差段波方式、ピストン造波方式、循環流発生方式が一

般的に用いられており、検討対象に応じて実験方式が使

い分けられている。本検討では津波によって生じる長時

間の防波堤の越流を再現する必要があるため、循環流発

生方式を採用することとし、実験水路に装備している循

環ポンプ（最大流量 8.0m3/min）を使用して、防波堤の港

内・港外の水位差を発生させることで、津波による長時

間の越流を再現した。 

津波高さについては循環ポンプに装備している流量調

整バルブにより流量を調整することにより変化させるこ

とができる。入射させる津波高さの定義としては、三井

ら 5)と同様に越流水位 h1（沖側水位 St1 と堤体天端高さ

hcの差で定義）を用いて実験結果を整理した。ここでは、

越流水位 h1を 1.0cm間隔で段階的に増大させ、港内消波

工に被害が生じ始める安定限界を確認した。実験の継続

時間については既往の事例 5) 6)を参考にしてポンプの動

作を開始して越流が定常状態となった後 165秒間（現地

換算 15 分）とした。実験水路内には厚さ 40cm、長さ

10m の水平なモルタル地形を設けており、水平な地形床

の中心箇所に堤体模型を設置した。港内側には高さが可

変の越流堰を設けており、堰の高さを調整することによ

って、どの越流水位においても港内側の水位が一定とな

るようにした。実験では図－３に示すように越流水位 h1

を測定するための St1、堤体前面水位を測定するための

St2、港内側水位を測定するための St3の３箇所に容量式

波高計を設置して水位の測定を実施した。 

検討対象とした防波堤構造は図－４に示すような港内

側に消波工を有する断面とした。本検討では、港内消波

工の安定性に着目しているため、堤体模型については移

動が生じないように十分重くしている。港内消波工の形

状を変化させる場合のパラメータとしては消波工の天端

高さと天端幅の 2つがある。まず、天端高さについては

上久保らの報告によると港内消波工の天端高が静水面付

近にある条件の反射波特性が最も優れていることが確認

されていることから、消波工の天端高は静水面と一致す

る条件で一定とした。また、港内消波工の天端幅 B0 に

ついては 5～30cm（消波工１～６個並びに相当）の間で

5cm 間隔に変化させてその影響を確認した。実験では消

波工としてテトラポッドを使用しており、質量は 224.9g

（現地換算 6t 型）で一定とした。消波工の被害の定義

としてはブロック一個長以上の移動または脱落とし、被

災度 N0 を用いて整理した。実験ではデジタルビデオカ

メラを用いて越流水塊の打ち込み位置や被害の進行など

の状況を撮影した。 

 

３．結果と考察 

 

(1)時系列の水位および被害特性 

実験状況の時系列変化の一例として、越流水位

h1=10cm、港内消波工天端幅 B0＝20cm の条件における水

位の時系列変化を図－５、越流状況のスナップショット

を写真－１に示す。循環ポンプの運転を開始した後、

徐々に防波堤前面の水位が上昇し、30 秒頃には水位が

+8.6cm の防波堤天端高さを越えて越流を開始している。

その後、80 秒頃から越流水位が一定となる定常状態に

達しており、前述のとおり定常状態となってから 165秒

間を越流継続時間として計測を行った。St3 の港内側水

位を見ると若干水位が低下した後、徐々に静水面まで上

昇している。これは、定常状態において港内側水位が静

写真－１ 時系列の越流状況(h1=9.0cm,B0=20cm) 

図－５ 水位の時系列変化 (h1=10.0cm) 

T=0s(ポンプ動作開始) T=80s(定常状態) 

T=92s(被害発生) T=124s(被害発生) 
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図－４ 実験断面図 
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水面に一致するように、堰の高さを静水面より下げてい

ることによるものである。定常状態の打ち込み状況の写

真を見ると堤体の天端を越流した水塊は放物線を描きな

がら水面に打ち込んでおり、水塊の突入によって混入し

た大量の気泡が確認できる。この条件では概ね港内消波

工の法肩付近に水塊が打ち込んでいることが確認できる。

写真に示すように 92s に法肩付近のブロックの抜け出し

が生じた後、124sには法肩部分から崩れるようにして被

害が発生している。 

 

(2)越流水塊の打ち込み特性 

前節で示したとおり、越流に対する港内消波工の安定

性の検討にあたっては、越流水塊の港内側への打ち込み

特性が重要であると考えられる。図－６は打ち込み特性

を把握するために、画像解析により読み取った越流水塊

の静水面上への打ち込み位置 Xpと越流水位 h1の関係で

実験結果を整理したものである。越流水位が大きい条件

ほど堤体後端における流速も増大するため、打ち込み位

置Xpも増大していることが分かる。 

このような津波の越流水塊の打ち込み特性について、

三井ら 5)は本間の越流公式を用いた簡易な打ち込み位置

推定モデルを提案している。このモデルでは本間の越流

公式(完全越流)を用いて堤体後端における流速を算出し、

この流速によって越流水脈が放物運動をしながら水面に

打ち込み、水面下では直線的に運動すると仮定している。

本研究で対象としているのは港内消波工の天端高さが静

水面と同一であることから、静水面上への水塊の打ち込

みに着目してこのモデルを整理すると式(1)のようにな

る。 

 
2

112 235.02/2

h

ghh

g

hh
X c

p


    (1) 

ここで、Xpは静水面上における水塊の打ち込み位置、

hc は堤体天端高さ、h1 は越流水位、g は重力加速度、h2

は堤体後端における堤体天端上水位であり、本検討では

h2=0.45h1の関係を用いた。 

図－６中の破線は式(1)を用いて計算した打ち込み位

置の計算値を示している。計算値は実験の傾向をよく再

現しており、式(1)により静水面上の港内消波工への水

塊の打ち込み位置を精度よく推定することができること

が明らかになった。ただし、本検討では上部工形状をパ

ラペットの無い全断面としており、パラペットのある上

部工形状においては、打ち込み特性が大きく異なると考

えられる。宮田ら 7)は水理模型実験からパラペットタイ

プの上部工形状における打ち込み特性について検討して

いるため、上部工の形状によっては、これらの成果を参

考にされたい。 

 

(3)消波工天端幅が安定性に与える影響 

港内消波工天端幅 B0 が安定性に与える影響を示す一

例として B0=10cm、20cm、30cm の 3 条件における同一

実験波(h1=9cm)作用前後の被害状況を写真－２に示す。

実験では被害箇所の判別が可能なように消波工の天端部

分は黄色、斜面部分は灰色、法尻部分は赤色に塗装して

いる。B0＝10cm における実験波作用後の写真を見ると

赤色および灰色の消波工斜面から法尻にかけて被害が集

中している。B0＝20cm の条件においては黄色の法肩付

近で消波工の抜け出しが生じている。また、B0＝30cm

の条件においては消波工の被害は生じておらず、同じ越

流水位の条件であっても被害特性が大きく異なることが

明らかになった。 

このような港内消波工天端幅の影響による被害特性の

違いについては前述の越流水塊の打ち込み位置 Xpの推

定式を用いて無次元消波工天端幅 B0/Xp を算出すること

によって容易に説明することができる。まず、B0=10cm

の条件は B0/Xpが 0.63 となり 1 より小さいことから、消

波工の斜面から法尻にかけて水塊が打ち込むことにより、

拘束されていないため不安定となりやすい法尻部分から

徐々に被害が進行したものである。B0=20cm の条件は

B0/Xp が 1.17 となるため、消波工の法肩の位置に水塊が
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図－６ 越流水位と打ち込み位置の関係 写真－２ 消波工天端幅の影響(h1=9cm) 
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打ち込むことにより、法肩部分の消波工の抜け出しが生

じたものである。B0＝30cm の条件は B0/Xpが 1.85 である

ことから、不安定となりやすい消波工の法尻や法肩では

なく、消波工の天端上に水塊が打ち込むことで、B0/Xp

が 1以下のような被害は生じなかったものである。この

ように同じ越流水位であっても、港内消波工天端幅と打

ち込み位置の関係によって被害特性が大きく異なること

から、無次元消波工天端幅 B0/Xp が重要なパラメータで

あることが確認された。 

 

(4)安定質量の算定について 

設計実務において津波の越流に対する港内消波工の安

定質量を算出するためには安定性の照査式が必要となる。

三井ら 5)は津波の越流に対する腹付工の被覆材の安定質

量算定法として式(2)に示すようなハドソン式の波高 H

を越流水位 h1 に置き換えた安定性照査式（以下、修正

ハドソン式）を提案している。 

 1
1




rn
S SD

h
N         (2) 

ここで、Nsは安定数、Srはコンクリートの海水に対す

る比重、Dn はブロック基本長でありブロック質量の三

乗根から求めている。 

本検討においてもこの式を採用することとし、前節に

おいて安定性に大きな影響を与えることが確認された無

次元消波工幅 B0/Xp との関係で実験結果を整理したのが

図－７である。図中の×印は 1個以上の被害あり、○印

は被害なしを示しており、両者の境界にある破線は安定

限界を被災度 0.3 とした場合の安定数の近似曲線を示し

ている。安定数は無次元消波工天端幅 B0/Xp の影響を大

きく受けており、前節で示した理由により B0/Xp が増大

するにつれて安定数も増加する傾向にある。このことか

ら、港内消波工の天端幅を設定する場合には、打ち込み

位置 Xpを算出し、消波工の法肩や法尻に越流水塊が打

ち込まないように天端幅を設定することで、安定性を向

上させることができると考えられる。 

 

４．まとめ 

 

津波の越流に対する港内消波工の安定性に関する基礎

的な水理模型実験を実施した。まず、津波の越流による

水塊の打ち込み特性について、三井らの提案モデルによ

り静水面上の港内消波工への水塊の打ち込み位置を推定

できることを実験値との比較から明らかにした。さらに、

港内消波工の安定性については、無次元消波工天端幅

B0/Xp が重要なパラメータであることを示し、安定質量

算定に必要な安定数 Nsと無次元消波工天端幅 B0/Xpとの

関係を実験から明らかにした。今後は、津波波力に対す

る滑動抵抗としての港内消波工の効果についても検討し

ていきたいと考えている。 
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