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防潮 施 設の機 能 と効 果
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3. 防潮樋門について

海岸堤防について

細井 正 延

海洋における水理現象は古くから気象学者，海洋学者等により理論的に研

買されp 工学の分野では港需工学の一部として波力，港湾内の波高，水位変

動などが取り扱われてきたが，第 2次世界大戦の頃から上陸作戦に必要にな

ったために，海岸における水理現象の研究が盛に行なわれるようになり，現

在これらの成果に基づいて工学的な分野で熱心に研究が継続されている。海

岸技術を大別すると高潮，海岸の浸蝕及び堆積3 津波の三つに分けられ，こ

れらの対策のために海岸堤防，護岸，防砂突堤，導流堤，離岸堤等の構造物

が設けられる。海岸構造物を設計するには，高潮による潮位上昇p 波高，波

力，波の遡上， 基礎の洗掘，漂砂の性質等を知らなければならないが，これ

らの問題は従来ほとんど経験とかんに頼っているのであるが，波の性質が解

明されるにしたがって設計の方法も次第に合理的なものになりつつある。 と

はいえ， まだ多く の未解決の問題が山積している。海岸堤防に ついていえ

ば， 現在やっと堤防の高さをきめることができる よう になった段階に過ぎ
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ず，波が傾斜堤防に衝突して生ずる圧力の大きさの算定， 外力を与えた場合

の堤防の設計方法については3 まだほとんど明らかにされてレない現状て、あ

る。つぎに順を追っで海岸堤防の機能種類設計の方法について述べる。

1 海岸提防の機能

海岸堤防，護岸，突堤，離岸堤等の海岸構造物の中で，海岸堤防（土用途が

最も広く，重要なものである。すなわち高潮や風浪，あるいは津波が陵地：二

浸入するのを防ぎ，また風i良によって接岸が浸蝕されるのを防ぐために3 し

ばしば海岸堤防が造られる。

わが国のとうな台風の常襲地帯では，特に太平洋：こ南西する東京湾，伊勢

湾，大阪湾‘有問海やその他周防滋3 鹿児島南等においては，大t:；二：高潮が

たびたび来襲Lている3 昭和28年及び咋年の伊勢湾台風による伊勢湾の沿

岸，大正 8 年及び昭和24年のキティ台風（こよ~東京湾沿岸，室戸台風及びジ

ェーン台風による大阪湾沿岸，昨年及び昭和31年の台風時の有明海の沿岸は

高潮のために大きな被害を蒙っている。 このような湾内に高潮が襲来する

と，気圧の低下と風の吹寄せによって湾奥に著しく大きな潮位上昇が生 じ＼

また暴風！こよって強大な波浪がおこって，それらが淫地に浸入し破壊をもた

らす。昨年の伊勢湾高潮の際には伊勢湾の君主、奥で T P. 3.90mの潤位を示し3

潮位偏差己実：二 3.55mであった。最大の潮位偏差が生じた時間：こは，天文潮

｛土満潮と干潮の中間であったのであるが，もしも大潮の満潮時！ここのように

大きな偏差が重なったなら（えさらに潮位が上昇することになる。また風；こ

よっておこ っ三沖波の波高ば，もちろん場所によって異なるが， 3m～5mで

あったと推定：されたコ

外海に商した所では2 高潮時の潮位偏差（立構内：こちゾるよりもかなり小さ

いがz 波浪は著しく大きくて， 太平洋沿岸では台風時：ニは 7m～Bmに達す

ることがあり 3 日本海沿岸でも 5m～6mになる所がある。

地震の多いわが国で：土津波の襲来の回数も多く，特：二＝陸沿岸s 東海道，

南海道が多L、c それらのうちで，明治29年，昭和 8年．こ三陸地方を襲った；牽

波は規模が著ーしく大きく，場所によっては波高が 20mにも達した所があ っ

た。今年の 5月23日にこの地方を襲ったチリ地震津波（土波の周期が約40分

で，上記の三陸津波の周期が約15分であったのに較べれ：えかなり長く，ま
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た最大波高は lmくらいで三陸津波よりも規模が小さかった。しかしチリ地

震津波の場合には周期の関係から，組長い清の奥に大きな潮位上昇が生じて

著しい被害を蒙ったのである。

つぎに波浪によって海岸が浸蝕を受けている例もかなり多く，たとえば新

潟市海岸，富山湾沿岸，皆生海岸，明石海岸，泉南海岸等が著しい。海岸浸

蝕の直接的な原因fよ波浪であって，海岸に｛共袷される砂諜の量と波のエネノレ

ギーが釣合っている場合にはその海岸：主平衡状態を保って安定してし、るが，

波浪のエネノレギーの方が大きい場合：こはその海岸は浸蝕を受けるわけであ

る。著者は以前に情生海岸の浸蝕の機構を調査したことがあるが3 それに

ると日野JI！から海へ放出される土砂量及び波浪の大きさと方向とによって浸

蝕または堆積が行なわれていることを知った。

以上述べたようにp 高潮，波i良，津波が陸地，，こ浸入するのを直接防護する

ためには海岸堤防を設けるのが普通で，また海岸浸蝕を防ぐための手段とし

ては突堤や離岸堤を設けて砂礁の移動を阻止する方法もあるが，海岸を直接

的に防護するのはやはり堤防であって， このように海岸堤防は用途が広く

て，現在施工延長においては海岸構造物の中の大部分を占めている。それで

は海岸堤防にはどのような種類のものがあるかp また堤防の高さや構造を設

計するにはどうすればよし、か等について以下に説明しよう。

2. 海岸堤防の種類

堤防の型式は，前面形，構造，使用材料等により種々考えられるが，堤防

前面のこう配によって分類すると， 傾斜型，直立型およひ守混成型の三つにな

る。こう配が 1割以上のものを傾斜型といい， l割より急なものを直立型と

しづ。 また混成型とは l割より緩急のこう配が二つ以上に分れるものをい

第 1表

石張式，コンF リートプロック張式，コ ンクリート被複式，
アスフアノレト被覆式

石積式，重力式，扶壁式

上記2型式の組合わせによるもの
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第 1図堤防の型式
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~＂己れらの型式を簡単化して示すと第 1 It!のとおりである。またそれぞれ

の型式に対し，使用材料または構造上から分類すると第 1衰のようである。

堤防を設計jる場合：こは，まず型式を定めねばならなし、。自然条件，施設

の重要性，施工設備，工事費等を検討して現地に最も適合するものを採用せ

ねばならなL、。傾斜型は土砂を盛って堤休とし，その表面を7皮積するもので

あるから， 敷幅［土比較的狭く 3 したがって単位面積あたりの載荷重が小さ
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く，基礎地盤があまり良好でない場合によく採用される。とくに第 l図に示

すような，傾斜の非常に緩いオラング式の堤防は，軟弱地盤に泊している。

これに反して直立型は急こう配の堤体をコンクリ 一 人石材等の材料で造る

ものであるから，その部分の敷幅は比較的狭く， したがって大きな載荷重が

集中的に作用するので3 基礎地盤が比較的良好な場合に用いられる。また傾

斜型は多量の盛土用の土砂を必要とし，堤敷幅が広くなるのてう堤体土砂お

よび用地が容易にえられる揚合に適レ亡し、る。っさ7こ水理的条件すなわち波

力の大きさも型式の選定には重要な要素である。堤防の設置位置が砕波帯よ

り沖｛)'llj~こあ っ て重複波が作用するような場合とか3 堤防前面の水深が非常に

浅いか，あるいは汀線より陸側にあるような場合には，堤防前面ののりこう

配が急であっても，それに作用する波力は一般に小さL、。 しかし堤防のすぐ

前面で砕波がおこる場合には3 波力が強大であって3 のり面こう配が急な程

著しい。 したがって直立型よりも傾斜型の方が作用する波力は小さL、。しか

し傾斜型では堤体の表面の被震工は直立型の場合よりも厚さが蒋く弱いの

で，波力によって破壊される危険性が多し、。 このように堤防の型式の選定に

あdとっては，波浪，基礎地盤の土質，築堤材料の入手の難易等を綜合的に検

討 して，安全でかつ経済的な堤防を設計する ことが肝要である。

直立型の堤防の中で，重力式のものにも二つの種類があって，土是体がコン

クリ ー トだけでできている完全に自立式のものと，コ ンクリ ー 卜造りの背後

に盛土を置いfニし、わぱ半自立式のものとがある。また重カ式のコンクリ ー 卜

堤休を軽くする必要がある場合には，扶壁を適当な間隔に設けて扶壁式にす

るがp 普通鉄筋コンクリ ー ト造りとする。傾斜型の表のりの被覆土は，一般

に石張，コンクリート張，アスフアルト張の 3種類が用いられるがp 前 2者

（土波力が大きし、所では，何回か波にたたかれてし、る聞に石または コンクリ ー

卜ブロック の白地に間際が生じて堤土が吸いだされたり，海水が惨透して破

壊を招きやすし、ので，コンクリー卜張に しなければならない。混成型は傾斜

引と直立型の両者の利点を生かしたものである。

3, 堤防の設計

( l ) 堤防高のきめ方

昭和28年の13号台風および昨年の伊勢湾台風による海岸堤防の被災原因を
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みると，堤高不足の例が多く ，高さの問題は非常に重要である 3 高；札波浪

または浸蝕対策としての海岸堤防の高さをさめる場合に3 基本となるのは潮

位と波浪である。まず計画潮位としては既往の潮位の最大値を用いる ことも

あるが，最大偏差（之.Jl、ずしも最高潮位の時刻に生ずる とは限らないから，計

函としては最大偏差をとるの；＇／： 7};当Cあろう。また最大偏差を重ね合わせる

べき天文潮位としては，普遍矧望平均満湖｛立を採用するが，伊勢湾高潤の復

旧堤防の計画の隠；こは台風期すなわら 7,B, 9, l 0月：こおける平均満潮｛立

を採用 ＇~tニ。つ芝、：こ計画波高であるが， 台風または暴風時の波の笑測資料が

あればそれを採用すれ：£よいが，現状でl之笑i日ljfi匿の数が少な1、から，風から

波を推定するより仕方がなL、。その方法にはし、ろいるの種類があって，深海

波の場合には一般！こS.M. B法， Bret引 neider法が用トられ，最近になって波

のエネノレギースペクトノレの面から取り扱った P.N. J法が発友された。また浅

海i皮の場合Jこは Molitor法，Bretschneider法が用いられている。特に海底摩擦

の影響を考慮、した Bretschneiderの方法は笑際の波：二二く適合してL、るようで

あって，著者等（土伊勢湾高潮の際の波高を推定すろの。ここの方法を用いた。

伊勢湾の湾奥で、（土7Jく深が lOm以下の海域がほぼ南北の方向：こ 1Okm以上存在し

ているので，深海域で高さが 3m以上あった波が，海底摩搾の影響で海岸堤

防の前面では 2mくらい：こなってしまったようであるで第 2表：こ：土波高 3m, 

周期 6秒の波が水深 30m, 20m, l 5m, 1 Om, 7.5mの浅海域をそれぞれ lkm, 

3 km, 5 km, 1 Okmの距離を伝播した時の波高減衰率 （初めの波高と伝播後の波

高との比〉を計算したものを示す。ただし伝播区間で摩擦によって減衰しなが

らp 同時に風によって成長すゐ波高増加の分ははし、ってし、ない。

以上のようにして計画波高がきまるのでああが3 堤防の高さをきめる場合

には，さらに計画波が堤防：こ衝突して打ち上げQ高さてと知らな：すればならな

m 2 表

よトと｜30 m 20 m 15 m 10 m 7.5 m 

km 0.9ヲ6 I 0.980 0.940 

3 km 0.9999 。997 0.985 0.940 0.840 

5 km 0. 9997 0.995 0.970 0.900 0.760 

10 km 0. 9995 0.982 0.950 0.830 0.610 



将棋制弁務岸堤防について 16 5 

L、。すなわら波の打上げ高よりも堤防を高くしておし、て，大きな7］＇（塊が堤内

地に浸入することを防がねばならなL、。 波の打上げ高を求める方法として

は，実験結果による以外：こないが，一例として土木研究所で行なった笑験結

果を示すと第 2図のようである。横軸には水深と波長の比 （shallawne吋を と

り，縦軸：こは一割堤に対する波の打上げ高と波高との比がとってある。図か

穿l2凶 波の打上げ高の笑験結果

c
－o
pb 

H
一H
i

学＝O.01 0. 02 
L。 1

＼ 
0. 03 0.05 0. 06 0.08 

0. 5 

。
0. 02 0. 04 0. 06 0. 08 0. 10 0. 12 0. 14 0. 16 

h/lo 

らわかあように， h/Loのある値 （Ha/La=steepness の値によって異なるが）で

R/Hoが最大；こなっている。第2図は堤防の設置位置が汀線より沖側に ある

場合 （h/La>O）の突験値であるが，汀線より 陸側にある場合（h/Laく 0）につ

いても，宍験結果が導かれている。

以上の仁うにして波の打上げ高がわかれば，先；こ述べた計画潮位に打上げ

高を加え3 場合によっては若干の余裕高を加えて堤高をきめるわけである。

堤高がこのようにして定められた高さより高ければp 越波状態は生じない

が， 飛i~＇がかなり多量に越える。さらに十分に堤防を高くすれば飛沫も越え

ない状態になる。 しかし，ここ まで堤高を上げることは建設費がかさんで実

施は困難である。反対に，越波状態が生ずるほど堤高をイ尽くすると，堤防の

構造がよほど強固なものでない限り越波にたたかれて破壊する危険があり，

また堤防はこわれなし、にしても，堤防の近くに家屋がある場合には家屋が破

壊され，またあまり多量の海水が堤内に，；：l、ると，それを排除するのに困難

をぎたすことが多し、。 したがって堤高としては，特殊な場合を除いて，飛沫
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は越えても越波状態が生じない高さをとるのが適当と思われる。伊勢湾高潮

の際にも， 上記のような堤高の不足による堤防の被害が生じた所が方々にあ

ったが，その一例をゐげるとつぎのようである。長良川河口左岸には長島，

右岸には城南と L、う海岸堤防がある。被災前の両者の構造は大休類似してお

り，高さだけが異なっていて，長島堤防が T.P. 6.5m，城南堤防が T.P. 5.5m 

であった。また堤防前面の海底地形もほとんど一致してレるので，潮位3 波

も大休等しし、と思われる。 しかし写真 1- oに示すように，城南堤防は：三と

んど全線にわたって壊滅したにもかかわらず，長島堤防は写真 1 b ~こ示す

ように，越波により堤土がかなり流失して危険な状態にな円て：じ、るが，笑

写真 1-a 城南堤防の被災状況

写真 l b 長島堤防の被災状兄
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際に破堤したのは全長 l.5kmのうち，約 200mにすぎなし、。 これは堤高によ

る被害状況の差をかなり明療に示した一例と考えられる。この付近の潮位は

T. P. 3.5m, 波高は約 2mであったから，最大波頂高（潮位＋打上げ高）を計

算すると T.P. 6.5mとなり ，したがって城南堤防は常にかなりの越波をうけた

が，長島堤防は飛沫によってたたかれた程度であると考えられる。つぎJこ鈴

鹿川右岸の石原海岸堤防の背後にある家屋は越波のためにはなはだしく破壊

された。堤防は一部に多少の被害を受けたが3 ほとんど原形のまま残存して

L、た。堤防の天端および裏のりは強固に被覆されており，前と同様に最大波

頂高を計算すると T.P. 7.7mで，一方天端高は T.P. 4.5mであった。 この例

からわかるよ うに，天端および裏のりを強固に被覆した堤防は越波に対する

抵抗をいちじるしく増すものであるが，堤防の裏側に接して人家が密集する

ところでは，堤防の高さを高くして越波による家屋の被害を防ぐことが必要

である。

以上は高潮または暴風時の波浪対策としての海岸堤防について述べたので

あるが，津波を防ぐための堤防に対してはつぎのように考えねばならなし、。

高潮は天気図から気象状態を推定してある程度予知する ことができるが，津

波は地震あるいは海底火山の爆発などが原因で、あるから，予知することがほ

とんど不可能であり 3 したがって突発的に発生すること，数分ないし数十分

の周期で3 波高が lOm以上時には 20mにも達するような大きな波であるの

でP それによって蒙る被筈は著しく大きし、。すなわち津波は高潮に較べて波

としての性質が著しいので，波高は地形の影響を受ける ことが大きく p とく

に海底の水深変化，湾の平面形状の変化によって著しく増大することがあ

る。波高と地形との聞の関係式にはグリ ーンの式等があるが3 これは海底の

摩擦の影響を無視した近似的なものであるし，また津波の周期と湾の固有振

動周期との関係によって共振現象を生ずることがあるので，厳密な式によっ

て検討しなければならない。このように津・波の波高は波の性質と地形によっ

て著しく異なる場合があって， したがって，高潮の場合の ように計画波高を

正確に定める こと はなかなか難かしい。また津波が堤防に衝突した場合の打

上げ高に関する笑験資料が風浪のそれに較べて少なく，現在では K.Kaplanが

ハワイの津波対策として行なった笑験結果がゐる だけである。それによれ

ば，汀綜に堤防を設けた時，津波が越えない堤防高 Rt丸
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会＝0.436 （干）日出 （表法2剖の堤防）

f =o.川千）－0.283 （直立桜）

となっている。 ここで， H l土波高， L （主波長である3 いま 3 H = 81.9 ft, 

L = 3.88×l 0' ftとすると p 2割堤の場合には R=37.5 ftとなる。 しかし，こ

のような高い堤防は笑際：こは造りえなし、から，堤高を下げて津波の一部が堤

防を越えるようにせざるをえなL、。あるいは堤防の位置をさらに陸地（こ後返

させるか，他の防禦方法を用いることが必要であるつ上式の基になった実験

資料を調べてみると 3 津波の steepness(H / l）の値はすべて 0.001より大き

く， したがってチリ地震津波の場合のよ うに steepnessが非常に緩い場合！こ

は適用で主ないし，また堤防の位置が汀線よりさらに後返している場合につ

いての実験資料はなし、。これらの点に関して，土木研究所では近く津波発生

装置を設けて実験を行なう予定である。

( 2）桔造

堤防に作用する外力は主として高潮3 波i良，淳一波における水粒子の運動に

よるものである。波浪が構造物：こ衝突して生ずる圧力二ついては3 防波堤の

ように壁体が垂直な場合に対してはかなり多くの研究結果があるが，砕波の

圧力についてはなお未解決の点が多し、。まして海岸堤防のように，表のり面

が傾斜している場合の泣圧につし、てはまったく不明であって，これについて

も現在当所で笑験を行なっている。外力が既知であれば，あとは構造力学的

もしくは土質力学的な検討を加えて設計すればよいわけで唱あるが，傾斜型も

しくは盛土式の堤防の場合！二（土受動土圧の問題が未知であるし，その他被覆

工の応力の解析等についても不明の点があって，現在でばまだ正確な力学的

設計を行なう段階：こL、たっていなし、。したがって従来の経験によって，のり

面のこう配，被覆工の厚さ 3 ヲミ端幅等をきめているにすぎない状態である。

その他，堤防前面の海底の洗掘を防止するための基礎，根固めの問題，海水

が堤休中を惨透して堤土が流失するのを防止する方法，被覆工の構造，材料

の選定など多くの問題が残されている。 傾斜型の堤防は盛土を行なってから

月日が経つにしたがって盛土が圧密沈下をおこして被覆工との聞に空隙を生

じ，大三？な波が襲来した時に急激に破壊される危険性がある（第 3図）。した



がって圧密をおこしやすいような土

質，と くに軟弱地盤の場合には，盛

土を行なってからなるべく長レ期間

にわたって被覆を施さないで放置 し

ておき 3 安定してから被覆工を地工

特集荊R'il' 港岸堤防につヤて 169 

第 3図 i疋土の圧蜜沈下

／ヘ
するのがよし、。しかし急レで被覆工会行なう必要がある場合には，ILi[覆工が

盛土の沈下に順応して下がるような処置を講じておくことが必要で，こうす

れば常時堤防の管理を十分に行なう ことができる。その他伊勢湾高潮の際に

は3 波力を受けてパラペッ トが倒壊した例が至る所にあった。 これはパラペ

ットが高かったり，霊量が大きかったりしたために波庄のためにパラペッ ト

写真 2 パラベットの倒壊状況

第 4図伊勢湾の復旧l足1;.ljl祈jjjj1"1 

捨石 250kg
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の根本が折れて後方：こ転倒したものである。写真2は伊勢湾奥‘二あゐ海叡海

岸堤防のパラペットが倒壊した状態を示している。

以上のような構造上の問題点を考~.~：して 3 伊勢湾沿岸の災害復旧堤防 （第

4図）を設計するにあたって，っさごの点を三号！をした。すなわち，

( i ) 波返しはでぎるだ：十終量‘二し，鉄筋仕入れて波圧及び土圧に耐えう

るようにし；三。

( ii ) 海水の揚圧力：ニ備えて衰のり被覆工と基礎フロ y クとを鉄筋て連絡

しアニ。

(iii) 基礎ブロックの先端：こ矢板を打って堤内の海水の流重うをおさえ，支

のり被覆工の下部（こ空洞のできる ことを防止したコ

(iv) 天端及び裏のり被覆を盛土後に直ちに施工するため3 パイプロ ・フ

ローティショ ン工法によって堤土を十分に締め固め，堤f本の沈下を最小

限；に杓1えるようにした。

( v ) 裏のりの基礎にも矢板を用い浸透水の流出をおさえて堤土の流失を

防止した。

(vi) 裏のり尻の基礎の横抵抗をますために，基礎が直接潮遊ひ・などの水

路に接しないようにした。

以上は主として高潮，波i良を防ぐための海岸堤防の構造上の問題点につい

て述べたのであるが，津波の場合にはとくに周期が短かく波高が大きな津波

では波力が著しく大きいので，堤防は強固な構造lこしておかねば、ならない。

また海水が堤防上を溢流しても破壊しないように被覆上を強固にし，堤防の

陸側及び海倶I)（堤内地：こ氾濫した水が引き波の際に堤防を越えて？毎へ戻る今よ対処

して海側にも必要である）の基礎 松田めを十分に施工して堤防が倒壊しない

ようにしておかねばならな I,,o 津波の圧力についても当所で笑里会を行なう予

定である。

以上で海岸堤防の役割，設計の方法についての概略を述ペ7ニのであるが，

見非常に簡単な構造物のよう；ニ見える海岸堤防であってら，ほとんど全部

未知の問題ばかりであって，安くて 三われない堤防全つくる二とがで主るよ

うに急いで科学的検討を行なわねばならない。

（建設省二l木研究明海岸研究室長）
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