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防波堤のコスト縮減のため、これまで様々な新構造の防波堤を開発してきたが、施工性等の
観点から、防波堤構造形式の主流は混成堤となっている。本報告では、混成堤の設計における
更なるコスト縮減図るため、①港内側マウンド被覆材の必要性、②低天端波力算定式による暫
定断面縮小の可能性、③越波水の利用による堤体質量増加の可能性の３項目について分析を行
い、コスト削減の可能性がある波浪条件や今後の課題について整理するものである。
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す外力としては、①越波水の打ち込み、②回折波を主体
とした港内波、③マウンド透過波が考えられる。②につ
防波堤は比較的水深の深い水域に整備され、構造が大
いては高橋 3)ら（1990）の方法、③については例えば
断面となることから、港湾施設の中でも整備費用が高い
CADMAS-SURF に代表されるような波浪による基礎マウン
ものとなっている。このため、従来から、防波堤のコス
ドの圧力伝播を再現できる数値シミュレーションにより
ト縮減を目的とした研究開発が積極的に行われ、例えば、 検討が可能である。ここでは、①の防波堤の越波に対す
谷本 1)ら（1987）による半円形ケーソンや関口 2)ら
るマウンド被覆材の安定性を検討し、マウンド被覆材を
（2000）による斜面スリットケーソン等、様々な新構造
必要としない、即ち 30kg～300kg の中割石でも安定する
の防波堤の開発が行われてきたが、ある条件においては
条件について整理するものである。
波浪制御効果やコスト縮減効果に優れているものの、施
(2) 研究方法
工性等の観点から、防波堤構造形式の主流はケーソンに
早川 4)ら（2000）は、環境共生を目的とした背後小段
よる混成堤となっている。
付防波堤の設計法の確立のため、数値計算や水理模型実
そこで本研究では、混成堤における更なるコスト縮減
験により、式（１）に示すとおり、波浪条件や構造条件
に主眼を置き、①港内側マウンド被覆材の必要性、②低
から背後マウンド上の流速 Ub を算定し、その流速から
天端波力算定式による暫定断面縮小の可能性、③越波水
安定数 NS を算定する方法を提案している。
の利用による提体質量増加の可能性の３項目について分
析を行い、コスト削減の可能性がある波浪条件や今後の
NS = C / (Ub / √gH )2
（１）
課題について整理するものである。

1. はじめに

2. 港内側マウンド被覆材の必要性

ここに、gは重力加速度、Hは波高、Cは係数で0.06で
(1) 研究内容
ある。安定数NSは、流速の２乗に反比例する式となって
混成堤は基礎捨石の上にコンクリートケーソンを据え
おり、流速の増加により急激にNSが小さくなり、港内側
付ける構造であり、波浪の作用により、基礎捨石の洗堀
マウンド被覆材の所要質量が大きくなるものである。
本研究では、この方法を用いて、港内側マウンド被
による被災が発生しないよう、所要の質量を有したコン
クリートブロック等のマウンド被覆材により被覆される。 覆材の所要質量が 30kg 未満となる条件を検討する。検
討に用いる防波堤のモデルは図－１であり、水深 h、天
港外側のマウンド被覆材については、高橋 3)ら（1990）
の方法により、波浪や構造条件から安定数 NS を算出し、
hc
NS を考慮したハドソン式から適切な所要質量の算定が可
能である。しかしながら、港内側のマウンド被覆材につ
d
dl
h
いては、港外側の質量の 1/2 や 1/4 といった値を経験的
に用いているのが現状である。
BM
図－１ 防波堤モデル（各パラメータ）
防波堤港内側のマウンド被覆材の安定性に影響を及ぼ
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図－２ 港内側被覆材必要質量（h=10m）
端高 hc の全断面構造であり、また、港内側基礎捨石上
の水深を dl としている。
水深hは10mと15mの２種類とし、作用させる波浪の最
大波高Hmaxについては実際の設計で用いる値を考慮して、
h=10mではHmax=5～10m、h=15mではHmax=10～15mに変化
させた。天端高hcは、相対天端高hc/H1/3を0.60、0.80、1.00、
1.25とし、作用させる波高Hmaxに応じて変化させた。こ
こで、有義波高H1/3と最大波高Hmaxの関係は、一般的に
用いられているHmax/H1/3=1.8の関係を使用している。また、
基礎捨石の厚さは最低厚の1.5mとし、港内側基礎マウン
ド上の水深dlについては、h=10mでdl＝8.5m、h=15mでdl＝
13.5mとなる。なお、早川4)ら（2000）の方法における波
浪の周期については、港外側マウンド肩幅BMと波長Lの
比BM/Lに応じて、水深をhまたはマウンド上水深dとする
かに影響するパラメータとなっている。本検討では、港
外マウンドの影響を受けない領域BM/L≦0.11とし、
BM=9.0mと考えると、h=10mではT≧約9s、h=15mではT≧
約8sの条件を対象としていることとなる。
(3) 港内マウンド被覆材が不必要となる条件
図－２は、水深 h=10m における各波高 Hmax における
港内側マウンド被覆材の所要質量 M の算定結果につい
て相対天端ごとに示したものである。hc/H1/3＝1.25、1.00
の条件では、防波堤天端が高く、越波がほとんど発生し
ないことから、全ての波高において 30kg を下回ってお
り、港内側マウンド被覆材が必要ない結果となった。ま
た、hc/H1/3＝0.80 の条件では、波高 Hmax が 8.4m より小さ
い条件で被覆材が必要ない結果となった。一方、hc/H1/3
＝0.60 の条件では、越波量が大きく、港内側の基礎マウ
ンド付近で大きな流速が発生することから、全ての波高
条件でマウンド被覆材が必要となる結果となった。
図－３は、h=15mの条件において、図－２と同様に、
港内側マウンド被覆材の所要質量を示したものである。
水深が深く波高が高い条件としたことから、全体的に必
要質量Mは増加するが、hc/H1/3＝1.25の条件では被覆材が
不必要という結果となり、hc/H1/3＝1.00、0.8の条件でも波
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図－３ 港内側被覆材必要質量（h=15m）
高が小さい領域では、被覆材を設置しなくても良い結果
となった。ただし、hc/H1/3＝0.60の条件では水深h=10mと
同様に全ての波高条件でマウンド被覆材が必要という結
果となった。
(4) 今後の課題
本研究では、波浪条件によっては、マウンド被覆材を
設置しなくても良い結果となり、コスト縮減の可能性が
あることを示した。早川 4)ら（2000）の方法は、実験ケ
ースが限られた条件での検討であり、また、パラペット
構造での検討を行っていないことから、更なる水理模型
実験による検討が必要である。
さらに、港内側被覆材の安定性には、越波水の打ち込
み、港内波、マウンド透過波が複合的に作用することか
ら、この場合の安定性についての検討が必要となる。

3. 低天端波力算定式による暫定断面縮小の可能性
(1) 研究内容
混成堤は、ケーソン据付け後の上部工の打設により所
要の天端高や質量を確保する構造であり、効果の早期発
現等の観点から、上部工を打たない暫定断面での延伸や
越年を行う場合がある。通常、防波堤の断面は 50 年確
率波により完成断面での設計を行うが、暫定断面での延
伸・越年が想定される条件では、10 年確率波等でも安
定照査を行い、危険側で堤体幅を決定することとなる。
よって、防波堤断面が 10 年確率波で決定される場合は、
50 年確率波に対しては過大な断面となっている。
酒井 5)ら（2014）は、没水状態を含む防波堤天端の低
い条件での堤体に作用する波力特性を水理模型実験及び
数値波動水路の CADMAS-SURF により検討しており、防波
堤直立部に作用する波力は合田の波圧算定式より小さく
なることを明らかにし、天端が低い条件での波圧低減係
数を提案している。
そこで、本研究では、酒井 5)ら（2014）の方法により、
暫定時で決定する断面の解消や暫定時の堤体幅の縮小可
能な波浪条件について整理するものである。
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図－６ 完成及び暫定時の堤体幅（h=10.0m）
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(3) 暫定断面縮小を可能とする条件の検討
図－６は、h=10.0m 及び H50=9.0m の条件における堤体
幅であり、横軸が暫定時の波高 H10、△の点線で H10 に
応じて算出した堤体幅を示している。また、実線が完成
時の H50 で決定される堤体幅であり、本条件では 12.8m
と算定される。H10 が約 7.5m より大きくなると、完成時
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図－４は、検討に用いる防波堤の断面を模式的に示
したものである。水深 h は 10m と 15m の２種類とし、
50 年確率波に対応した堤体に作用する最大波高 H50 につ
いては、概ね設計水深で最大の値を示す H50/ h =0.9 を想
定し、それぞれ H50=9.0m 及び H50=13.5m とした。なお、
来襲周期については、道内各港の設計波高を参考に、そ
れぞれ T50=9.0s 及び T50=12.0s とした。また、天端高 hc は、
H50/H1/3 =1.8、hc/H1/3=0.6 の関係と太平洋側の潮位 H.W.L. =

30.0

6.0

1.6mから、h=10mでは hc=5.0ｍ、h=15mでは hc=6.6mとし
た。なお、基礎捨石の厚さは最低厚の 1.5m とし、港外
側基礎マウンド上の水深 h’については h=10m で h’
=8.5m、h=15m で h’=13.5m、マウンド被覆水深は簡便の
ため h’と同値とした。
一方、暫定時の10年確率波に対応した設計波高H10に
ついては、各港の現地観測結果に基づく極値統計分析に
より、最適な極値統計関数から沖波としての10年確率波
を求め、屈折・回折・浅水変形から算出するのが本来の
方法であるが、本研究では暫定断面に作用するH10を変
化させ、縮減幅の変化についての分析を行う。ここでは、
h=10.0mではH10=4.0～8.5m、h=15mではH10=8.5～13.0mに
変化させた。また、暫定時のケーソン天端高は、
H.W.L.+0.5mより太平洋側の潮位を考慮して2.1mに設定
した。なお、10年確率波の周期については、図－５に示
す道内各港の10年確率波に関する有義波の波高と周期の
関係から、H10に応じて式（３）から算出している。

ここに、p’1 及びp’u は低天端状態の水平力と揚圧力の
波圧強度であり、p1 及びpuは合田の波圧算定式の波圧強
度、hc/H1/3は相対天端高である。つまり、相対天端高
hc/H1/3が0.5以上の場合は従来の合田の波圧算定式を用い
て問題ないが、それより小さくなるとhc/H1/3とともに合
田式より波圧が小さくなり、没水状態になると合田算定
式の８割程度となることを表現している。
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図－５ 10 年確率波の波高と周期の関係

(2)研究方法
酒井 5)ら（2014）は、没水状態や低天端状態での波力
算定式について、合田の波圧算定式に波圧低減係数κを
乗じる下記の式（２）を提案している。
p’1＝κp1
p’u＝κpu
κ ＝0.8
（-1.5≦hc/H1/3＜0.0）
＝0.4 hc/H1/3 +0.8 （0.0≦hc/H1/3＜0.5）
＝1.0
（0.5≦hc/H1/3）
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図－４ 防波堤モデル(各パラメータ)
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図－７ 完成及び暫定時の堤体幅（h=15.0m）

4. 越波水の利用による堤体質量増加の可能性
(1) 研究内容
防波堤の安定照査においては滑動抵抗が最も危険とな
る断面が多いことから、これまでもケーソン中詰材とし
ての高比重材料や摩擦増大マットが使用されてきた。本
研究では、コストのかからない越波水を堤体質量として
活用し、コストを低減する方策を検討するものである。
通常の防波堤は港外側に胸壁コンクリートを設置する
ことで、経済的に越波を抑制させるが、図－８に示すと
おり、港内側にも胸壁コンクリートを設置し、高波浪の
来襲時に越波水を天端上に貯水させ、滑動抵抗を増大さ
せる新たな構造（貯水タイプ）を提案し、標準タイプと
比較してどの程度堤体幅の縮小が期待できるか検討する
ものである。
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図－８ 越波貯水型防波堤
上部工厚を1.0mとすると上部工の天端高は1.5m＋H.W.L.
となる。
作用させる波浪の最大波高Hmaxについては実際の設計
で用いる値を考慮して、h=10mではHmax=5～10m、h=15m
ではHmax=10～15mに変化させた。天端高は、相対天端高
hc/H1/3=0.60を用いることにより、来襲波高Hmaxに応じて
変化させた。なお、有義波高H1/3と最大波高Hmaxの関係
は、一般的に用いられているHmax/H1/3=1.8の関係を使用し
ている。例えば、最大波高Hmax＝9mの場合は、H1/3＝
5.0mでhc＝3.0m＋H.W.L.となることから、胸壁の高さは
1.5mとなり、貯水可能水深は1.5mとなる。また、港外側
の胸壁幅は有義波高に応じて1.8m～2.6mに変化させ、港
内側の胸壁幅は1.0mと一定とし、貯水可能な海水量を考
慮しながら合田波圧式から堤体幅を算定した。
(3) 貯水による堤体幅の縮減
図－９は、水深 h＝10m の条件における最大波高 Hmax
と標準タイプ及び貯水タイプの堤体幅、貯水タイプの適
用による堤体幅の縮減幅を示したものであり、最大波高
Hmax の増加とともに縮減幅が大きくなる。これは、波高
の増大により必要天端高 hc が高くなることから、貯水
可能な海水量が増加するためである。Hmax＝10m の条件
では、標準タイプの約 14%に相当する 3.0m の天端幅を
縮減することが可能となり、工事費ベースでは約 11%の
コスト削減となる。なお、Hmax＝5m の条件では、必要
天端高が低く、胸壁が不要となる条件であることから、
標準タイプと貯水タイプの堤体幅が同じ条件となってい
る。
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(4) 今後の課題
本研究においては、酒井4)ら（2014）の方法によりコ
スト縮減の可能性があることを示した。今後、ケースス
タディー等により、実用化に向けた検討を進める必要が
ある。

港外側

堤体幅(m)

ではなく暫定時で必要堤体幅が決定され、H10=8.5m では
完成時よりも幅が約 3.2m 大きい断面となる。一方、酒
井 5)ら（2014）の式（２）を用いた堤体幅を○の破線で
示しており、全体的に暫定時の必要堤体幅を削減するこ
とが可能となり、H10 が大きいほど削減幅が増加し、ま
た、暫定時で決まる断面も H10 が約 8.5mより大きい範囲
に限定されるようになり、本条件では全て完成断面で決
まることとなる。本方法による堤体幅の削減量を棒グラ
フで合わせて示しているが、H10=8.5m では 3.2m の堤体
幅の削減が可能となり、工事費ベースでは約 20％のコ
スト削減が可能となる。
図－７は、h=15.0m 及び H50=13.5m の条件について図
－６と同様に示したものである。傾向は H50=9.0m の条
件と同様であり、H10 が約 11m を越えると暫定断面で決
まっていたが、式（２）の適用によりほぼ完成時で決ま
ることとなった。また、H10=13mでは 6.4mの堤体幅の削
減が可能となり、工事費ベースでは約 20％のコスト削
減が可能となる。
以上の検討結果より、式（２）を用いることにより、
10 年確率波による設計波が 50 年確率波によるものの８
割以上であれば、本研究の方法によりコスト縮減が可能
になると考えられる。

1.0

(2) 研究方法
本研究では、構造決定要因が滑動の耐力作用比で決定
している構造断面であることを前提に、水深 h を 10m
と 15m の条件とし、ケーソンの天端高は 0.5m＋H.W.L.、
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図－１０ 最大波高と縮減幅の関係(h=15m)
図－１０は、水深 h＝15m の条件での縮減幅を図－９
と同様に示したものである。h＝10m と比較して削減幅
は大きくなり、Hmax＝15m の条件では、標準タイプの約
13%に相当する 3.5m の天端幅を縮減することが可能と
なるが、工事費ベースでは約 9%のコスト削減に留まる
結果となった。

① 相対天端高 hc/H1/3 が 0.8 より大きな断面では、防波
堤の越波に対しても港内側の基礎捨石が安定する条
件があり、港内側マウンド被覆材の設置が不要とな
る可能性がある。
② 10 年確率波により堤体幅が決定される断面におい
ても、上部工が未整備である低天端の波圧を適切に
評価すれば、ほぼ完成時で決まる断面となる可能性
がある。
③ 越波水を防波堤天端上に貯水する構造にすることに
より、設計波が大きい程、コストを縮減できる可能
性がある。
本報告では、今後の課題についても整理したところで
あり、各研究機関とも連携しながら、防波堤の更なるコ
スト縮減の実現に向け検討して行きたい。
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