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海岸道路に併設された船揚場斜路における越波が
通行車両に及ぼす影響について
Effects on Vehicle Traffic of Wave-Overtopping at Slipways Adjoining Coastal Roads
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In Hokkaido, 180 slipways have been installed along national roads for small fishing boats, and half of these between
vertical seawalls. A sight-seeing bus, running on a coastal road, was damaged by a wave that overtopped a slipway
between vertical seawalls on September 8, 2004. In this study, the mechanism whereby waves are concentrated such
that they overtop the slipway was clarified by numerical analysis and hydraulic experiments using regular waves.
Furthermore, wave forces acting on a vehicle running on the coastal road were also examined by hydraulic
experiments with irregular waves. Based on the above results, a safety operation system for the site of the accident at
the time of storm waves was proposed.
は，各護岸に対する越波現象の解明と予測手法の確立が

1. はじめに

重要となる．

海岸施設の設計では，背後地の利用形態に応じた護岸

清水ら（2010b）は，日本海に面した A 海岸を対象と

整備が実施される．しかしながら，近年の低気圧の大型

し，現地観測結果に基づいて，直立護岸および背後地へ

化や海面上昇に伴い，来襲する高波の頻度およびその規

の越波流量と波圧の関係を明らかにし，越波による車両

模は増大しており，既設の護岸における越波被害が多発

脱輪事故の実験的な検討を行っている．しかしながら，

している．一方，海岸道路では，延長が長く，海域利用

実際の A 海岸においては，直立護岸に併設された船揚場

者との調整が難しく，適切な護岸改良が行えない場合が

斜路に波が集中し，激しい越波となって車両に作用し，

少なくない．こうした状況下において道路管理者は，越

脱輪を生じさせたと推測される．

波による危険が生じる箇所に対して，気象・海象情報と

本研究では，北海道を対象とした船揚場の実態調査を

現地における目視調査の結果から必要に応じて徐行，片

行った上で，直立護岸に併設された斜路部の平面配置を

側交互通行あるいは全面通行止めの規制を行っている．

変化させた際の波の集中現象について，水理模型実験お

越波による車両被害として，清水ら（2010a）は，越

よび数値波動水槽 CADMAS-SURF/3D（2001）により明

波水塊の落水や衝突による車両破損のような直接的被害

らかにする．また，A 海岸での車両脱輪事故時の越波状

の分析をしている．また，木村ら（2001，2003）は，越

況を水理模型実験により再現し，現地における対策手法

波による飛沫成分の飛散による一時的な視界障害のよう

の提案を行う．

な間接的な被害や，越波水塊の打ち上げ特性を分析し具
体的な恒久対策工について検討を行っている．さらに，

2. 北海道における船揚場斜路の実態調査

越智ら（2012）は，海岸道路における路肩欠損事例をも

北海道内の国道で海岸を通過する 17 路線を対象とし

とに，高波浪時に大型土のうと消波ブロックを併用した

て，道路台帳および航空写真に基づいて，海岸道路に近

応急復旧工による越波対策工の効果を検証している．こ

接した船揚場の配置状況およびその形状について，図-1

うした海岸道路における車両被害を減少させるために

に示す①〜⑦の区間において実態調査を行った．北海道
内には国道に併設された船揚場が図中の表に示すように
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合計 317 個所も設置されている．この中でも，海岸線に
直角に設けられた船揚場斜路では道路への越波が生じや
すく，その総数は 180 個所であった．本研究では，この
うち越波による車両事故が発生した A 海岸と類似した直
立護岸に併設された船揚場斜路 86 個所を検討の対象と
した．

海岸道路に併設された船揚場斜路における越波が通行車両に及ぼす影響について

3. 車両被害の概要
（1）海象状況
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時頃には A 海岸沖に到達した．図-4 は，A 海岸における
車両事故が発生した 8 日の推算波浪および近隣の港湾に
おける潮位変化を示している．A 海岸付近では，北上し

2004 年 9 月 8 日，北海道の日本海側に面した A 海岸に

た台風が急速に発達したため，14 時頃に有義波高 H1/3 =

おいて直立護岸に併設された船揚場斜路に集中した波に

7.00 m ，有義波周期T1/3 = 10.0 s を記録した．また高潮の

よる越波で大型バスが脱輪し，乗客が負傷する事故が発

影響で，既往最大潮位（H.H.W.L）に相当する 1.20 m の

生した．図-2 は，事故後に改修した現地の状況を示して

潮位（基本水準面（C.D.L）基準）となった．
（2）事故の状況

いる．
図-3 に 2004 年 9 月 4 日に発生した台風 18 号の経路図を

事故車両の運行会社へのヒアリング結果より，脱輪し

示す．この台風は勢力を強めながら北上を続け 8 日午前 9

たバスは，速度 60km/hr で海側車線を走行中，道路側方
に位置する船揚場斜路からの激しい越波にみまわれ，
図-5 に示すように反対車線を横切って路肩に脱輪した．
運転者は，斜路からの越波を確認して急ブレーキとハン
ドル操作による回避を試みたが，車両の制御が効かなか
ったことを証言している．事故に遭遇したバスは，図-6
に示す形状で，質量は 12.0t である．事故当時の乗客数は

図-1

北海道内の船揚場斜路の設置状況

図-4

図-2

事故発生時の波浪および潮位の時系列

車両事故が発生した船揚場斜路（清水ら（2010a））

図-5

図-3

2004 年台風 18号の経路

越波により脱輪したバス（清水ら（2010a）
）

図-6

バスの形状
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33 名で，6名の乗客が負傷し，このうち2 名が入院した．

4. 斜路部への波の集中特性
（1）水理模型実験および数値解析の方法

実験と同一の構造および波浪条件について，越流水脈厚
の増幅率 Rを算出した．
（2）波の集中特性
図-9 に換算沖波波高 Ho’ = 3.00 m，有義波周期 T 1/3 =

水理模型実験では，図-7 に示す平面水槽内に仕切りを

10.0s および B1 / B0 = 0.50の際のCADMAS-SURF/3D によ

設けた水路内に，模型縮尺 1/50 で海底地形（1/30 勾配）

る斜路部周辺域の波浪場の平面図を示す．図中の流速ベ

および堤体模型を設置した．堤体模型は，図-8 に示すよ

クトルをみると，直立部から回り込んだ波が斜路部に集

うに斜路幅 B1 を一定として，水路幅 B0 を 4 種類（B1 / B0

中していることがわかる．

= 1.00，0.67，0.50，0.25）に変化させた．ここで，斜路

図-10 に水脈厚の増幅率 R の実験値および計算値を示

幅 B1 と水路幅 B0 が等しい場合を「全斜路」，水路幅より

す．計算値は実験値を概ね良好な精度で再現しているこ

斜路幅が狭い場合を「部分斜路」と呼ぶ．鏡像原理を用

とがわかる．また，実験値および計算値ともに B1 / B0 =

いると部分斜路のケースは海岸線沿いに斜路が一定間隔

1.00 から 0.50 まで増加傾向を示し，0.50 で頭打ちになり，

で配置された状況を再現したことになる．また，一般的

その後，B1 / B0 を小さくしても R はほぼ一定となる．こ

に斜路は数百 m 間隔で設置されるものであり，現地の再

れは，斜路がある程度離れて配置されれば，隣接する斜

現には B 1 / B 0 を極力小さくする必要がある．潮位 h は，

路の影響が及ばないことを示唆している．以下において

当該事故時の A 海岸をもとに h = 1.00 m と設定した．な

は，B1 / B0 = 0.50の条件で水路実験を行うこととした．

お，実験においては H.W.L に相当する護岸底面を水深の
基準面としたが，これは現地における基本水準面
（C.D.L）から0.30 m高い位置になる．

5. 不規則波による越波特性の検討
（1）実験方法

波浪条件は，有義波周期を事故発生時のT1/3 = 10.0 s と

A 海岸を対象として，B1 / B0 = 0.50の条件で不規則波を

し，換算沖波波高を当海域の高波浪時に発生頻度の高い

用いた水理模型実験を行った．2 次元造波水路（長さ

Ho’ = 3.00 m とした．また，斜路部背後の道路部で計測

22.0 m，高さ 2.0 m，幅 0.8 m）内に，図-11 に示すように

した越流水脈厚 η は，反射波の影響を考慮して規則波群

現地の地形を縮尺 1/50 で再現した．堤体模型は，造波板

中の最初の 5 波分の平均値を採用した．さらに，波の集

から岸向き方向に 4.50 m 地点から 1/30 の海底勾配を 9.00

中度を評価する指標として，B1 / B0 = 0.67，0.50 および

m，斜路勾配 1/4 地形を 0.26 m，その背後に道路法面部を

0.25 に変化させた際の越流水脈厚 η を求め，全斜路条件
（B1 / B0 = 1.00）の η に対する増幅率R を算出した．
CADMAS-SURF/3D を用いた数値計算では，水理模型

図-9 斜路部における波の作用状況

図-7

平面水槽内に設置した水路模型

図-8

堤体模型の設置条件

図-10 水路幅比の影響

海岸道路に併設された船揚場斜路における越波が通行車両に及ぼす影響について

図-11
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2次元造波水路

図-14 斜路堤体と車両模型の形状
図-12

最大水脈厚と換算沖波波高の関係

あてはめた．
図-13 に換算沖波波高 Ho’と越波流量 q の関係を示す．
全ケースにおいて q は，1.0 × 10-4 〜 1.0 × 10-1 m3/m/s の範
囲に分布している．福田ら（1973 ）は，車両走行時
（50 ％安全度）の許容越波流量を 2 × 10-5 m3/m/s と定義し
ている．計測された q は，現地の H.W.L に相当する h =
0.00 mでは，Ho’ = 5.00mにおいて海岸道路の許容越波流
量を超えており，危険な状態であることがわかる．
図-13

越波流量と換算沖波波高の関係

6. 車両に働く波力特性の検討
（1）実験方法

1/1 勾配で 0.06 m，道路部を水平に 0.15m，それぞれモル
タル床で作成した．
波浪は，不規則波を用い，波数 150 波を 1 波群とした．

斜路背後の道路部を図-14 に示す斜路堤体を用いて縮
尺 1/50 で再現した．車両模型は直方体（高さ 32.0 mm，
幅 50.0 mm，長さ 190.0 mm）とし，波向き直角方向 2 箇

事故発生時の有義波周期T1/3 = 10.0 sに着目し，換算沖波

所および底面の 2 箇所の合計 4 個所において作用波圧を

波高Ho’を 2.00，3.00，4.00，5.00，6.00 および 7.00 m の6

測定した．路面と車両模型のクリアランス S は一般的な

種類に変化させた．なお，潮位は，h = 0.00 および 1.50

バス車両の S = 25.0 cm を採用した．さらに，ゴムタイヤ

mの 2種類を設定した．

を装着した車両模型を用いた静的な引っ張り試験を別途

斜路背後の道路部において最大水脈厚 η max を計測し，
さらに，道路部の縦断方向中央に幅 10 cm の樋を設置し
て，法面部に流入する越波流量を計測した．
（2） 最大水脈厚および越波流量
図-12 に事故発生時の有義波周期 T1/3 = 10.0 s に対して，
換算沖波波高 Ho’と道路路面上の最大水脈厚 η max の関係
を示す．潮位が高いほど η max が大きくなる傾向があり，
それぞれの潮位条件に対して近似曲線（fitted curve）を

行い，タイヤと路面の摩擦係数が µ = 0.8 であることを確
認した．
実験潮位は，現地におけるH.W.L（h = 0.00 m）の条件
とし，T1/3 = 10.0 s に対してHo’ = 4.00，5.00，5.50 および
6.00 mの 4種類に変化させた．
（2）水平および鉛直波力
図-15 に不規則波群中の最大波が来襲した際の車両模
型に作用する水平および鉛直波圧分布を示す．斜路およ
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図-16 水平・鉛直最大波力と換算沖波波高の関係
図-15

車両模型への水平・鉛直波庄分布（現地換算値）

脱輪状況を明らかにし，斜路部からの越波の危険性に
ついて示した．

び道路法面を遡上した波の一部はバス側面に衝突し上部

③ 水理模型実験および数値解析により，斜路の平面配置

に跳ね上がると同時に，速い流れのままバス下面にも侵

が B1 / B0 = 0.50 において路面上の水脈厚の増幅率が頭

入し，揚圧力を発生させる．波圧の分布形状は，バス側

打ちになることを明らかにした．

面および底面ともに概ね三角形分布となる．
図-16 に車両模型に越波が作用した際の換算沖波波高
Ho’に対する水平および鉛直最大波力 FH，FV の計測結果
を示す．水平および鉛直波力は越波が発生する Ho’ =

④ A 海岸の斜路部に対する潮位と波高に着目して，越波
が車両に及ぼす影響を明らかにした．
⑤ クリアランスを有する車両への水平および鉛直方向の
波力特性から，車両の滑動限界に関する検討を行った．

5.00m において生じ，その後，急激な増加傾向をみせる．
また，いずれの波浪条件に対しても鉛直波力 FV は，水平

謝辞：本研究で用いた波浪データは，近隣のナウファス

波力 FH の2 〜 4倍程度の値を示している．

データ管理者から提供して頂いた．波浪推算においては，

また，Ho’ = 5.00m では，FH = 2.50 kN/m および FV =

財団法人日本気象協会北海道支社の西村修一氏の協力を

8.13 kN/m である．事故車両は，長さ 9.5 m，質量12.0 t で

得た．実験においては，米本智泉氏（豊水設計㈱）なら

あることから，FH = 23.75 kNおよび FV = 77.19 kNとなり，

びに大西貴博氏（北日本港湾コンサルタント㈱）の協力

静止車両の摩擦係数 µ = 0.8 を用いると滑動抵抗力は µ

を得た．ここに記して謝意を表します．

（W−FV）= 32.33 kNとなる．この値がFH の値を上回って
いることから，Ho’ = 5.00m に対しては車両の滑動が発生
しない．しかしながら，Ho’ = 5.00m以上では，鉛直波力
のみで車両が不安定な状態になる危険性がある．
海岸道路に併設した船揚場を新規に計画する場合に
は，斜路を海岸線に平行に設置するなどして，道路への
越波の影響を抑える必要がある．また既設の船揚場に対
しては，開閉式ゲートの設置が有効であるが，利用者と
の調整が難しい場合には，大型土のう等を用いた応急的
な越波対策工の設置が考えられる．

7. まとめ
本研究で得られた結果を要約すると，以下に示すとお
りである．
① 北海道内の船揚場斜路を調査した結果，海岸線に直角
に設けられた越波が生じやすい船揚場斜路が 180 箇所
存在し，このうち約半数が直立護岸に併設された斜路
であった．
② 事故車両の運行会社へのヒアリングより事故発生時の
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