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はじめに

港や海岸を護る重要な施設である外郭施設や海岸保
全施設には、様々な消波・被覆ブロックが設置されて
います（図－1）。これらは、それぞれの港や海岸にお
ける施設の種類、目的や用途、構造物を含む周辺の自
然環境（海象、地形、地盤等）及び利用条件等により
設計者が計算・設定した設計条件を踏まえ選定された
ブロックを使用しています。
しかし、設計条件の計算・設定過程において、一般
的な計算手法や数値計算等の適用が困難または適用に
疑問がもたれる特殊環境等により、設計に苦慮または
課題、懸念が生じるケースがあります。
当チームでは、こうした課題に対応するため、海象、
地形、地盤、構造物の形状・配置等が特殊あるいは複
雑な環境下における堤体の安定性・水理特性、消波ブ
ロック及び被覆・根固ブロックの安定性や挙動・水理
特性に関する研究を行っています。
ここでは、消波・被覆ブロックに求められる性能・
効果や一般的な選定手法、その他に消波・被覆ブロッ
クへ期待される性能や効果等、及び特殊環境下におけ
る消波・被覆ブロックの検討事例の紹介と留意事項を
説明します。

Ｑ１：消波・被覆ブロックにはどのような性能・効果

が求められているのですか？

Ａ１：港湾の外郭施設に使用する消波・被覆ブロック
に求められる性能は、関係法令によると『港湾の施設
の技術上の基準を定める省令』第7条に対象施設を構
成する部材の要求性能として「（前略）施工時及び供
用時に当該施設が置かれる諸条件に照らし、自重、土
圧、水圧、変動波浪、水の流れ、レベル一地震動、漂
流物の衝突等の作用による損傷等が当該施設の機能を
損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこ
ととする。」と規定されています。また、『港湾の施設
の技術上の基準の細目を定める告示』第28条によると、
被覆石及びブロックの性能規定として「（前略）主た
る作用が変動波浪及び水の流れである変動状態に対し
て、許容される被害の程度を超える危険性が限界値以
下であることとする。」と規定されてます。更に、『港
湾の施設の技術上の基準・同解説』では、この被害の
程度を表す指標を被害率、被災度又は変形レベルとし
ています３）。すなわち、消波・被覆ブロックに求めら
れる性能は、外郭施設を構成するひとつの部材である
消波・被覆ブロックは、外郭施設の機能を継続して発
現するため、種々の作用（波浪や流れ等）による被害
率、被災度または変形レベルが限界値以下である、と
言えます。
一方、海岸保全施設は、『海岸法』第14条に技術上
の基準として、一般原則を訓示的に規定していますが、
消波・被覆ブロックに関して詳細な規定は無いことか
ら、以降は、港湾の外郭施設を主体に述べていきます。
外郭施設に設置された消波ブロックの効果として
は、反射波軽減の他、消波ブロックの天端が十分に高
く、かつ天端幅が十分に広い場合（高さが0.5×設計
有義波高以上で幅が2個並び）は、波力低減があると
ともに衝撃砕波力発生の抑制もあります。なお、消波
ブロックが上記のように十分な高さ・幅で設置されて
いない場合、消波ブロックへ波が乗り上げることによ
って砕波が促進され、波力が逆に増大することがある
ため４）、留意が必要です。被覆ブロックは、混成防波

港の外郭施設に使用される消波・被覆ブロックについて

寒冷沿岸域チーム

Ｑ＆Ａ

海岸護岸の断面の例２）

消波ブロック被覆堤の断面の例１）

図－1　�防波堤や海岸護岸における消波・被覆ブロックの使

用箇所
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堤基礎マウンドの前法肩及び前法面が引き波時の戻り
流れで洗掘されるのを防ぐ効果があり、その目的で設
置されています４）。

Ｑ２：消波・被覆ブロックは一般的にどのように選定

するのですか？

Ａ２：消波・被覆ブロックの種類は豊富で、国内にお
いては、消波ブロックとして使用される事が多い立体
型が40種類、被覆ブロックとして使用される事が多い
平型が57種類あり５）、ほんの一例を図－2に示します。
ここでは詳細を省略しますが、色々なメーカーで様々
なブロックを開発し、各所で使用されています。どの
メーカーのブロックを使用するかは、各々の港におけ
る使用目的や実績等を勘案して選定しています。

次は、ブロック質量の選定です。消波・被覆ブロッ
クの質量は、約0.5t～100tまであり、先にＡ１で述べ
た性能を満たす適正な質量のブロックを選定しなけれ
ばなりません。一般的に、消波・被覆ブロックの所要
質量は、式（1）のハドソン式で計算します。

………………（1）

ここに、Ｍｄ：コンクリートブロックの所要質量（t）
ρｒ：コンクリートブロックの密度（t/㎥）
Ｈｄ：安定計算に用いる波高の設計用値（m）
ＮＳ：主として被覆材の形状、勾配、被害

率等によって決まる安定数
Ｓｒ：コンクリートブロックの海水に対す

る比重
なお、式（1）は、式（2）を用いて安定数ＮＳ

３の
代わりにＫＤcotαを代入する事ができます３）。

……………………………（2）
ここに、α：斜面が水平面となす角（°）

ＫＤ：主として被覆材の形状及び被害率など
によって決まる定数

Ｈｄには、海象、地形、構造物の形状・配置等の環
境を考慮した波浪変形計算を行い算定した波高を用い

ます６）。また、ＮＳまたはＫＤは、各種消波・被覆ブロ
ックが一定の条件下において所要の性能を満たすよ
う、メーカーで実験等を行い設定した固有の数値を用
います。最後に、式（1）で計算した所要質量と、ブ
ロックのカタログ等から段階的に設定されている質量
の中から直近上位の質量を選定します。

Ｑ３：その他に消波・被覆ブロックにはどのような性

能・効果が期待されているのですか？

Ａ３：さて、Ａ１、Ａ２では、消波・被覆ブロックに
本来求められている性能・効果等に関して述べました
が、ここでは、それ以外に付加的・副次的・間接的に
期待されている性能・効果等について説明します。

（1）自然環境との調和

北海道内の港湾・漁港において、周辺の水生動
物や漁業環境等に配慮するため、自然環境との調
和を図ることを目的として整備された外郭施設が
多数あります７）。その一例として、図－3に示す
自然環境調和とコスト縮減の両立を目指して整備
された釧路港島防波堤、及び藻場造成を主な目的
として設置された同防波堤の被覆ブロックについ
て紹介します。
同防波堤は、①背後盛土上に藻場を造成し新た
な水生動植物の生息環境を創出する、②浚渫土砂
の有効利用により土砂処分による環境負荷の低減
を図る、③背後盛土により防波堤構造物の安定性
向上とコスト縮減を図る、の3つの基本方針によ
り整備されています８）。ケーソン背後の盛土の流
出を越波による打ち込みや伝達波から防護するた
め、被覆ブロック等を盛土上面に設置しています。

釧路港島防波堤（背後盛土付防波堤）の断面図

釧路港島防波堤（背後盛土付防波堤）の構造概要

図－2　消波・被覆ブロックの立体図５）

図－3　�釧路港島防波堤（背後盛土付防波堤）の断面図（上）

と構造概要（下）８）
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この被覆ブロックは、藻場造成機能が高いものと
一般的なものを複合的に設置し、直接的・副次的
な藻場の造成効果を狙っています。更に、それら
の藻場に水生動物類が生息するという間接的な効
果もあります。完成から約12年が経過しています
が、良好な藻場環境が継続しています７）。
また、上述の藻場造成機能が期待されている消

波・被覆ブロックの他に、水生動物類の産卵場創
出機能を付加した被覆ブロックもあります９）。

（2）津波防災・減災への寄与

2011年東北地方太平洋沖地震津波による甚大な
被害を踏まえ、防災・減災並びに整備費用と復旧
費用の費用対効果の観点から、粘り強い構造の防
波堤に関する検討が行われています10）。一般的な
構造の防波堤の被災メカニズムは、防波堤から越
流した津波が防波堤の基礎マウンドを洗掘し、ケ
ーソンが滑落、ケーソン滑落部分に津波が集中
し、滑落したケーソンの隣接部分の基礎マウンド
から洗掘が更に進行し、ケーソンがどんどん倒壊
していくと言うものです（図－4（左））。このよ
うな現象を抑制するため、「粘り強い構造の防波
堤」が考えられています。その要となるのが、ケ
ーソン背後の基礎マウンドの拡幅・嵩上げとその
表面に設置される被覆ブロックです。この被覆ブ
ロックが防波堤から越流してきた津波に対して滑
落・飛散せず耐えることによって、防波堤が倒壊
するという最悪の事態を免れることが期待されて

います（図－4（右））。この被覆ブロックの所要
質量算定手法等については省略しますが、現在で
も様々な研究がされています。

Ｑ４：消波・被覆ブロックはどのような条件の時に一

般的な計算手法等の適用が困難になりますか？

Ａ４：前出のＡ２では、一般的な消波・被覆ブロック
の選定手法について述べましたが、式（1）を用いて
消波・被覆ブロックの所要質量の計算を行う過程で用
いるＨｄ及びＮＳまたはＫＤは、海象、地形、構造物の
形状・配置等に影響を受けます３，６）。裏を返せば、海
象、地形、構造物の形状・配置等が特殊あるいは複雑
な環境下では、一般的な計算手法や数値計算等の適用
が困難または適用に懸念・疑問がもたれると言うこと
です。ここでは、どのような環境が上記に当てはまる
かそれらの検討事例を紹介していきます。

（1）事例1：�防波堤間の特殊な波浪・流況環境下に設

置された被覆ブロックの安定性について

先に述べたように、一定の条件下で設計方法が
確立している防波堤の堤幹部や一方が解放空間の
堤頭部と異なり、比較的近距離で離れた防波堤間
に波が来襲した場合、その空間に特殊な波浪や流
れが作用し、被覆ブロック等の安定性が懸念され
ることがあります。このような事例では、一般的
な波高の設計用値（Ｈｄ）の算定やＮＳまたはＫＤ

の適用が困難と判断し、水理模型実験により被覆

図－4　2011年東北地方太平洋沖地震津波による被災メカニズム（左）と粘り強い構造の防波堤の構造概要（右）10）
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ブロックの安定性を確認しました（写真－1）。そ
の結果、港内側の被覆ブロックの所要質量が3t型
から1ランク上位の4t型で安定することが明らか
になり、現地において施工済みであります。

（2）事例2：特殊な消波ブロックの設置形状における

消波ブロックの安定性について

港湾・漁港において、越波防止や港内の静穏度
向上を目的として、一般的には防波堤の嵩上げ等
の改良を行いますが、図－5（上）のように、消
波ブロックの天端高が改良する防波堤所要天端高
以上に高くなり、経済的に不利な場合があります。
そこで、コスト縮減を考慮した改良断面とするた
め、新設の消波ブロックを既設斜面部の同一高さ
まで2個並び以上で設置して嵩上げ等の改良と同
様の効果を期待する、特殊な消波ブロックの設置
形状（図－5（下））について検討しました。この
特殊な消波ブロックの設置形状は、事例が少なく
消波ブロックの安定性や水理特性等も不明なた
め、水理模型実験でそれらを明らかにしました。

図－5（下）の改良断面で水理模型実験を行っ
た結果、水理特性（波高伝達率）及び既設・新設
消波ブロックの安定性に問題が無いこと、防波堤
に作用する波圧特性について把握し、現地におい
て施工中であります。
この他に、岩礁地帯のような起伏が激しい等の複雑

な海底地形、及び1/10以上の急峻な勾配の海底地形上
に設置する防波堤等も留意が必要です例えば11）。上記の
事例に類似した、または一般的な計算手法や数値計算
等の適用に懸念・疑問がある場合は、当チームにご相
談下さい。
� （文責：増田　亨）
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写真－1　事例1の模型設置及び実験状況

図－5　�防波堤の一般的な改良断面（上）とコスト縮減を考

慮した改良断面（下）


