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 追直漁港人工島は、「つくり育てる漁業」推進のため、ホタテガイ養殖漁業等の衛生管理施

設等を整備し、平成25年5月に供用を開始した。その後、平成27年～28年にかけ、台風、低気圧

による時化により、追直漁港人工島防波護岸において越波が発生し、追直漁港人工島内の衛生

管理施設等が被災した。被災後、平成28年9月～平成29年2月に「追直漁港人工島波浪対策検討

会」を開催し、総合的な越波対策として、追直漁港人工島防波護岸を嵩上げすることとした。

そして、平成29年5月から追直漁港人工島防波護岸の嵩上げ施工を実施した。 

本論文では、台風、低気圧などの自然災害による被害の発生状況、災害対策のための設計・

施工の概要、既に追直漁港人工島が供用されている中での、各施工（差筋設置、支保工組立、

コンクリート打設）の課題と、現場における具体の対応策等について報告する。 

 

 

キーワード：設計・施工、施工計画、自然災害  
 

1.  はじめに 

 (1)追直漁港人工島の紹介 

   追直漁港は、北海道南西部、太平洋岸に位置する、

室蘭市にある第３種漁港である。つくり育てる漁

港づくり、ふれあい漁港づくりを目指し、追直漁

港人工島は平成8年度から整備が進められ、平成25

年5月に供用を開始した。       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－1 追直漁港人工島、防波護岸、及び静穏水域 

 

 (2)追直漁港人工島の施設概要 

追直漁港人工島（以下、人工島）は、1階部分

が-3.0m岸壁と養殖漁業等の衛生管理施設、2階部

分が漁具補修等の作業スペースの他、イベント 

 

会場としても利用されるなど、室蘭市民の憩い

の場として親しまれている。また、図－1のとお

り、人工島によって、その背後は静穏水域とな

っており、そこでホタテガイの養殖漁業が営ま

れている。（図－2 参照） 

 

図－2  ホタテガイ養殖漁業の様子 

 

平成27～28年の時化により生じた越波は、この

ホタテガイ養殖漁業に係る衛生管理施設等に被

害を与えた。 

 

2.  越波による被害の状況と対策の概要 

 (1) 平成27～28年の時化により生じた越波 

平成27年9月11日の台風17号、平成28年1月19日
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の低気圧、平成28年8月31日の台風10号による時化

により、天端高+8.9mの人工島防波護岸（以下、防

波護岸）に越波が生じた。（図－3 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－3 越波の状況（平成28年1月19日） 

 

平成27年9月11日、平成28年1月19日の被害時波

高は、近隣の観測記録から、設計波の約7割程度で、

越波するような波高ではないと推定されたが、防

波護岸の背後施設に被害をもたらした。 

 

(2)被害状況 

  防波護岸からの越波により、人工島１階部分にお

いて被害が発生した。（図－4 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－4 被害状況 

 

 被害状況は、a)～c)のとおりであった。 

a)防波護岸を越波した海水は、落下・衝突し、路

肩部分の舗装の一部が被災した。 

b)越波により防波護岸背後の道路を流下した海水

に加え、その後発生した越波も合流して流量が

増加し、道路地覆を越え、道路に面した荷捌き

所の外壁を破壊した。 

c)越波により人工島１階内は冠水し、漁具等の飛

散、海水取水ポンプ等の電気設備が故障した。 

 

 (3)検討会の開催 

今後も同様の時化による越波被害発生が考えら

れたことから、平成28年8月31日の台風10号による

被害発生後の平成28年9月から平成29年2月にかけて

「追直漁港人工島波浪対策検討会」を開催した。

検討会では、地元漁業者、行政関係者、寒地土木

研究所等学識経験者から、意見、助言を聞き取

り、 

a) 施工及び利用面の課題抽出 

b) その対応策の検討 

までを行い、最終的に総合的な越波対策を取りま

とめた。（図－5 参照） 

  

図－5 「追直漁港人工島波浪対策検討会」の概要 

 

(4)防波護岸の嵩上げ部分の検討 

本検討するにあたり、防波護岸の背後に漁業

者の作業用道路があることを踏まえ、 

a)荒天時にも漁業者が人工島用地を利用するため

道路通行可能な許容越波流量であること 

b)人工島内側への防波護岸の拡幅による嵩上げ断

面にすると道路通行上支障となり、不可能で

あること 

を勘案し、防波護岸の嵩上げ部分を検討した。 

過去３回の被害のうち、２回の被害時波高は

設計波の約７割程度と推定されるため、現行の

技術基準により嵩上げ改良天端高を求めると、

過小な天端高となる可能性があった。このた

１．越波時の状況把握、
及び越波対策における留意事項の整理

①施工及び利用面の課題抽出
②その対応策の検討
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め、被害時波高等の状況と水理模型実験による

結果の適応を確認した上で嵩上げ改良天端高を

決定した。また、既設防波護岸本体は直立消波

ケーソンであるが、直立消波構造で上部工が高

天端の場合における波力特性が明らかにされて

おらず、現行の技術基準により波力を算定した

場合、過小の断面となる可能性があった。この

ため、上記の水理模型実験の際、波力も測定・

算出した。１） 

 

(4) )防波護岸嵩上げ断面の決定 

a) 人工島内側への胸壁の拡幅を伴う嵩上げ断面

にすると、道路通行の支障となることから、

断面は、既設天端幅に収める計画とした。し

かし、sec+8.9m（既設胸壁と嵩上げ箇所との境

界）、sec+2.0m（既設胸壁と既設ケーソンとの

境界）では、今回の波力に対して不安定な断

面となるため、差筋を設置して安定させるこ

ととした。 

b)前述のa）のように、嵩上げ箇所、既設胸壁、既

設ケーソン毎に差筋を設置するとなると、施工

性、経済性等が悪くなることから、差筋D51によ

り既設胸壁を貫通する、嵩上げ箇所、既設胸

壁、既設ケーソンを一体化した断面とした。 

c) 防波護岸嵩上げ部分は、今回の波力作用時の曲

げモーメントに対して無筋コンクリートでは不

安定なため、鉄筋コンクリート構造とした。 

d)波浪により打ち上がった波浪飛沫が人工島背後

にある道路に流入することを防止するため幅

1.5mの波返しを設置した。（図－6 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－6 防波護岸嵩上げ断面 

 

3.  防波護岸嵩上げ施工 

(1) 施工概要 

 a)防波護岸嵩上げ高さ   5.1m 

  b)防波護岸嵩上げ延長 204.0m 

 c)平成29年5月～平成30年3月（実際の施工は平成30

年1月で完了） 

 

(2) 施工の流れ 

   防波護岸の嵩上げ施工の流れは図－7のとおり。 

a)嵩上げ部分と既設胸壁との一体化、既設胸壁と既

設ケーソンとの一体化、及び既設胸壁の補強の

ため各箇所を一体化させる差筋を設置する。

（図－8 参照） 

b)次に、コンクリート打設時の型枠等を支持するた

め、支保工（ブラケット式足場）を既設胸壁法

面、海側2リフト目に組立・設置する。（図－9、

10 参照） 

c) コンクリート型枠と鉄筋（D22等）の組立・設置

を行い、次に、波返しを含む防波護岸嵩上げのた

めのコンクリートを打設した。 

 

       

図－7 施工の流れ 

 

4.  防波護岸嵩上げの各施工（差筋設置、支保工

組立、コンクリート打設）の説明 

 

(1) 差筋設置 

嵩上げ部分と既設胸壁との一体化、既設胸壁と

既設ケーソンとの一体化、及び既設防波胸壁の補

強のため各箇所と一体化させる差筋D51（l=10.0m）

の設置は図－8のとおり。 

a)既設胸壁を、天端からコアドリリングにより削孔

（φ75）する。 

b)既設胸壁天端の削孔（φ75）部分に、差筋D51を

建て込む。 

c) 既設胸壁天端の削孔（φ75）部分と、建て込み

された差筋D51の微少な隙間は無収縮モルタルで充

填する。（図－9 参照） 

 

コンクリート打設

支保工組立

差筋設置
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図－8 差筋設置 

 

 

図－9 既設胸壁天端への差筋設置 

 

  (2)支保工組立 

a)1リフト目 

1リフト目のコンクリート打設に先立ち、人工

島内側には、作業床を兼ねる支保工（法面ブラ

ケット式足場）を設置した。また、既設胸壁天

端の海側には単管手摺を設置し、作業の安全性

を確保した。（図－9 参照） 

支保工は、アンカーを既設胸壁の人工島内側

法面に打ち込んで固定し、施工時に時化が来た

際にも落下することがないよう十分点検を行っ

た。（図－9 参照） 

b)2リフト目 

    2リフト目のコンクリート打設に先立ち、図－

10のように、1リフト目の海側に作業床を兼ねる

支保工（ブラケット式足場）を設置した。（本

支保工については、5.各施工を実施する際の課

題と具体の対策で後述） 

人工島内側は、支保工上にある1リフトからさ

らに積み上げをし、2リフト目の足場とした。 

 

図－10 2リフト目の支保工等 

 

(3)コンクリート打設 

a)1リフト目 

嵩上げコンクリートの型枠は、木製を用い、

設計書に基づいて形状・寸法が正確に確保され、

硬化前のコンクリートの側圧等による外力を考

慮して製作した。また、海側のコンクリート型

枠を設置後、作業ヤードで予め組立された鉄筋

を25ｔラフタークレーンでコンクリート型枠内に

設置した。鉄筋を吊り上げる際には、変形しな

いよう吊り治具を使用して垂直に吊り上げた。

（図－11 参照） 

b)2リフト目 

    型枠組立、鉄筋組立・設置は1リフト目と同様

であるが、海側のコンクリート型枠については、

2リフト目で設置した支保工（ブラケット式足場）

を用いて設置した。（図－10、11 参照） 

 
図－11 コンクリート打設 
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5.  各施工（差筋設置、支保工組立、コンクリー

ト打設）の課題と具体の対応策 

 

(1)施設供用中での施工 

a)課題 

・人工島1階の岸壁、用地は、施工期間中も漁業者

が使用しているため、人工島1階部分において、

工事で使用できる作業スペースは、限定されて

いた。 

 b)対応策 

・予め組立された足場、コンクリート型枠を人工

島2階部分に仮置きし、その後、既設胸壁天端に

運搬、設置することで作業の効率化を図った。

（図－12 参照） 

・また、鉄筋についても同様に対応し、既設胸壁

天端で煩雑な作業が極力生じないようにした。

（図－13 参照） 

・既設胸壁の背後にある2車線の道路は、漁業者と

調整を行い、片側１車線のみ工事に占用するこ

ととし、漁業者の作業に配慮した。 

 

図－12 人工島2階を資材置場等に利用 

    

(2)狭い箇所（既設胸壁上）での施工 

 a)課題 

・既設胸壁は高さが最大で5.0m、天端幅は2.1ｍと

なっており、作業幅として非常に狭かった。ま

た、海側には1.5ｍの波返しを設置するため、コ

ンクリート型枠、鉄筋の組立・設置が海側に大

きく出張ることになり、それらの作業スペース

の確保が課題であった。（図－6 参照） 

 b)対応策 

・予め組立された足場、鉄筋、コンクリート型枠

を人工島2階部分に仮置きし、その後、既設胸壁

天端に運搬、設置した。そうした対応により、

海側の、とりわけ1リフト目打設後の胸壁天端周

辺において、煩雑な作業が極力生じないように

した。（図－13 参照） 

 

図－13  人工島2階に仮置きした鉄筋の運搬・設置 

 

・また、2リフト目のコンクリート打設に先立ち、

海側には、作業床を兼ねる張出し長2.5mの支保工

（ブラケット式足場）を設置し、1.5ｍの波返工

を設置するために大幅に海側に張り出すコンク

リート型枠、鉄筋の設置作業を可能にした。

（図－14 参照） 

 

      図－14 海側の支保工（ブラケット式足場） 

 

(3)高い箇所（既設胸壁上）での施工 

 a)課題 

  ・コンクリート打設完了毎に圧送管を引き上げ、

次の打設箇所への段取りを行う際、打設後の圧

送管内部に残るコンクリートが自然落下により、

粗骨材が圧送管下側に集まる可能性があった。 

  ・1リフト目のコンクリート打設が、2リフト目の

コンクリート打設まで時間があくため、打継ぎ

接合部が弱部になる可能性があった。 

 b)対応策 

・圧送管内部に残るコンクリートが自然落下によ

り、粗骨材が下側に集まることを防ぐため、コ

ンクリートポンプ圧送管の筒先にシャッター弁
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を取り付けた。（図－15 参照） 

・1リフト目のコンクリート打設後、打ち継ぎ目処

理剤を散布し、水密性、耐久性が低下しないよ

うにすることで、そこが打継ぎ接合部の弱部と

ならないようにした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－15 コンクリート打設（1リフト目）  

 

6.  まとめ 

平成27～28年にかけ、3度にわたる低気圧、台風に

より、追直漁港人工島防波護岸に越波が生じた。その

後、早期に越波対策のための検討会を開催し、被害の

再発を防ぐ、波返しも設置した防波護岸の嵩上げを平

成29年度に実施した。 

本工事は、人工島を供用しながら、防波護岸を嵩

上げするという、作業スペースが限定され、大規模か

つ高所作業が伴う施工であったが、幸い労働災害も無

く、全ての施工が平成30年1月に完了した。 

本報告では、越波対策の検討、取りまとめを行い、

各施工（差筋等の設置、支保工組立、コンクリート打

設）の段階毎に、検討会で議論された課題と、現場に

おける具体の対策について紹介した。 

平成29年9月18日、大型の台風18号が北海道日本海

側を縦断した影響で、胆振管内の一部では、港湾・漁

港施設や漁業関連施設が暴風・高波による被害を受け

た。しかし、本工事の現場では既に嵩上げされた部分

がその効果を発揮したため、越波による被害が生じる

ことはなく（図－16 参照）、地元室蘭市からは、今

回の越波対策について感謝の言葉をいただいている。 

今回の越波対策を検討するにあたり、「追直漁港

人工島波浪対策検討会」の座長である国立大学法人 

室蘭工業大学大学院工学研究科 木村教授には、越波

対策に関する貴重なご意見、ご助言を賜った。ここに

感謝の意を表したい。 

最後に、追直漁港人工島防波護岸の嵩上げ施工に

より、追直漁港における、つくり育てる漁業等が、ま

すます発展することを期待して本報告を終える。 

 

図－16 嵩上げされた防波護岸への波浪状況 
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