
平成27年度

海岸道路を対象とした消波型護岸における防波フェ
ンスの波圧特性
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海岸道路では，越波によって運転者の視界障害や車両被害が生ずる危険性があり，越波対策工の一つとし

て防波フェンスがある．しかしながら，越波による防波フェンスの設計法は，護岸天端高および消波工形状

など限られた条件下においては確立しているが，標準的な設計法に至ってないのが現状である．

本報告では，水理模型実験結果に基づき，護岸天端高および消波ブロック被覆幅を変化させた場合の防波

フェンスに作用する波圧特性および越波特性を明らかにする．検討の結果，護岸天端高さおよび消波工天端

幅の違いによる防波フェンスヘの作用波力を明らかにした．合田式に1.6倍の割り増しを考慮した計算値は

概ね実験値を満足する結果が得られたが護岸天端高さによっては，フェンス下端で波圧増大する場合がある．
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１．まえがき

海岸道路では，高波時の越波によって運転者の視

界障害や走行車両に被害が生ずる危険性があり，そ

の対策工として，護岸の嵩上げ，消波ブロックの設

置，防波フェンス（以下，フェンスという）の設置

などの対策を行っている．また，海岸覆道では防波

板を設置し道路への越波の侵入を防いでいる．中で

もフェンスによる対策は，道路護岸天端に越波を遮

蔽するフェンスを設置して，道路への越波の侵入を

防ぐ工法である．道路用地内で対策可能であり，フ

ェンスが高い場合には透過性のある材質（ポリカー

ボネイト）を使用することによって，運転者への圧

迫感を軽減できる対策である．

フェンスに関しては，木村ら１），２），３），４），山本ら
５）が，個別の事例に対する検討を行っている．また，

上久保ら６）７）はフェンスの被災事例を分析し，現設

計法よりも波圧が増大することを明らかにし波圧の

割増しを行ったフェンスの設計法を提案している．

しかしながら，護岸天端高および消波工形状など限

られた条件においては確立しているが，標準的な設

計法に至ってないのが現状である．

本報告では，2 次元造波水路における波圧実験を

行い，護岸天端高および消波ブロック被覆幅を変化

させた場合のフェンスに作用する波圧特性および越

波特性を明らかにする．

２．防波フェンスの被災事例

写真-1は，鋼製有孔折板を用いた防波フェンスの

板材が破損した事例である，写真-2は，鋼製有孔折

板を用いた防波フェンスの支柱が折れ曲がった事例

である．写真-3は，透過性のある材質のポリカーボ

ネイト板が破損した事例である．また，海岸覆道に

おける越波対策として，柱の間に防波板を設置する

工法が採用されている．写真-4は，覆道板の中仕切

りフレームが折れ曲がった事例である．何れの被災

事例も越波柵に作用する波圧が過小に評価されたこ

とによるものと考えられる．

３．防波フェンスヘの作用波圧

3.1 実験方法

実験は，図-1に示す不規則波発生装置を備えた 2

写真-2 支柱の折れ曲がり写真-1 有孔折板の破損

写真-3 ポリカーボ
ネイトの破損 写真-4 覆道板の破損
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次元造波水路（長さ 28.0m，幅 0.8m，深さ 1.0m）

を用いて行った．海底勾配 i=1/20 の一様斜面に続

く水平床を設けた．水深は h=4.2m で一定とした．

実験波は Bretschneider・光易型のスペクトルを有す

る不規則波を用いた．周期は TO=14s．波高は

HO'=8.0m で一定とした．実験模型を図-2に示す．

フェンス部は，写真-5に示す護岸本体の天端上に設

置したフェンスに見立てた 5 枚の受圧板の両端に，

定格 50 Ｎのロードセルを取り付け，サンプリング

周期 0.005s で面的に波圧を計測した．波圧の計測

は 10 回繰り返し計測を行い，その平均値を用いた．

また，現地のフェンスの固有応答数は 10Hz 程度で

あり，実験で用いた受圧板の固有応答数も縮尺を考

慮して現地に合わせて行った．実験縮尺は 1/40 と

した．なお，消波工天端幅が波圧に与える影響を調

べるために，消波工の天端幅 BC=5.5m，9.7m およ

び 13.9m とした．また，護岸の天端高は hc=+4.5m，

+7.0m および+8.5m の 3 種類とした．

3.2 波圧特性

図-3(1)～(3)は，護岸の天端高さ hc=+4.5m，+7.0m
および+8.5m ごとに，消波工の天端幅を BC=5.5m，
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図-1 2次元造波水路

図-2 波圧実験模型

写真-5 波圧計測模型

9.7m および 13.9m 変化させて，静水面からの高さ

および単位面積当たりの波圧強度の関係を示してい

る．また，上久保ら７）は，現設計法よりも波圧が増

大することを明らかにし波圧の割増しを行ったフェ

ンスの設計法を提案している．波圧の作用高さおよ

び静水面における波圧は合田式のおよそ 1.6 倍にな

ることが明らかとなっており，合田式における波圧

の作用高さおよび静水面における波圧強度に割増係

数 1.6 を用いることとしている．それに基づいた計

算結果および現設計法による計算結果を併せて示し

ている．

hc=+4.5m の条件でフェンス高さ+6.7m および

+8.4m の高さで，BC=5.5m，9.7m および 13.9m の何

れの条件においてもフェンスに作用する波圧は，割

り増しを考慮した計算値よりも上回っている．これ

は後述する波の作用状況からもわかるように消波ブ

ロック法面を遡上した波面がフェンスに衝撃的に作

用していることが原因と考えられる．hc=+7.0m の

条件では BC=5.5m，9.7m でフェンス高さ+8.7m にお

ける波圧は，割り増しを考慮した計算値を上回って

いる．その他の条件については概ね計算値を満足し

ている．また，BC が長くなるにつれて波圧が小さ

くなる傾向にある．

図-3(1) 波圧分布(hc=+4.5m)

図-3(2) 波圧分布(hc=+7.0m)
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3.3 波の作用状況

写真-6(1)～(3)は，護岸の天端高さ hc=+4.5m，

+7.0m および+8.5m ごとに，消波工の天端幅を

BC=5.5m，9.7m および 13.9m に変化させて，最高波

高がフェンスに作用した瞬間を示したものである．

hc=+4.5m，BC=5.5m の場合，消波ブロック法面を遡

上した波面の水脈は厚みを増してフェンスに衝撃的

に作用している．BC が長くなるにつれて消波ブロ

ックの天端面を流れる水脈厚も薄くなることがわか

る．波圧実験結果からも BC が長いほど波圧が小さ

写真-6(1) 波の作用状況(hc=+4.5m)

写真-6(2) 波の作用状況(hc=+7.0m)

図-3(3) 波圧分布(hc=+8.5m)
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くなる傾向にある．hc=+7.0m では，hc=+4.5m に比

べて BC の長さに関わらず全体的に水脈が薄くなっ

ている．hc=+8.5m では，その現象がより顕著に現

れている．波圧実験結果からも BC が長いほど，hc

が高いほどフェンスに作用する波圧は小さくなる傾

向にあり，波圧特性も波の作用状況からも一致して

いる．

４．越波特性

越波実験は，波圧実験と同じ水路を用いて行った．

水深は h=4.2m で一定とした．実験波は Bretschneider
・光易型のスペクトルを有する不規則波を用いた．

周期を T1/3=14s で一定とした．波高 HO'=5.0m，6.0m，

7.0m および 8.0m の 4 種類とした．実験断面を図-4
に示す．防波フェンスの天端上に設置した導水樋で

背後の集水桶に集め，単位時間あたりの越波流量を

算出した．越波流量の計測は 3 回繰り返して行いそ

の平均値を用いた．1 波群の作用波数は 150 波とし

た．実験縮尺は 1/40 とした．なお，消波工天端幅

が越波に与える影響を調べるために，越波実験と同

様に消波工の天端幅 BC=5.5m，9.7m および 13.9m
とした．また，護岸の天端高は hc=+4.5m，+7.0m お

よび+8.5m の 3 種類とした．

図-5(1)～(3)は，hc=+4.5m，+7.0m および+8.5m
ごとに，BC=5.5m，9.7m および 13.9m の条件に対し
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写真-6(3) 波の作用状況(hc=+8.5m)

図-4 越波実験模型
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て，換算沖波波高 HO'と越波流量 q の関係を示して

いる．何れの天端高さにおいても消波工の天端幅が

広くなるにつれて q も小さくなる傾向にある．

４．まとめ

主要な結論は以下のとおりである．

①護岸の天端高さおよび消波工の天端幅の違いによ

るフェンスヘの作用波力が明らかとなった．

②合田式に1.6倍の割り増しを考慮した計算値は概

ね実験値を満足する結果が得られた．しかしなが

ら，護岸天端高さによっては，フェンス下端で波

圧増大する場合がある．

③護岸の天端高さおよび消波工の天端幅の違いによ
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図-5(1) 越波流量(hc=+4.5m)

図-5(2) 越波流量(hc=+7.0m)

図-5(3) 越波流量(hc=+8.5m)

る越波流量が明らかとなった．
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