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1 業務概要 

1.1 業務目的 

東北地方太平洋沖地震津波において、漁港施設や漁港の海岸保全施設である胸壁についても甚大

な被害を受け、漁港の背後集落に大きな被害が生じた。 

背後集落の生命、財産を守るためには、胸壁においても設計津波以上の津波に対する粘り強さが

必要である。 

胸壁の被災要因は、津波波力によるものや、越流による背後地盤の洗掘によるものが多いとされ

ている中、津波による揚力もその一因と考えられ、揚圧力の作用する胸壁の安定のための検討を行

う必要がある。 

このことから、本調査は、より円滑な事業の推進を図るため、胸壁に作用する揚圧力について、

水理実験で検証された数値シミュレーションにより胸壁の構造様式別に算定法を提案し、設計津波

を超える津波の揚圧力の作用に対し、胸壁が粘り強い構造となるような合理的な構造を提案するこ

とを目的とする。 
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1.2 業務内容 

業務内容を表 1-1 に示す。また、図 1-1 に調査フローを示す。 

 

表 1-1 業務内容 

業務内容 単位 数量 摘要 

計画準備    

既往資料の収集整理 式 1  

津波来襲時の揚圧力の算定 式 1  

粘り強い構造の検討 式 1  

学識経験者等の活用 式 1  

とりまとめ・報告書の作成 式 1  

 

 

図 1-1  調査フロー図 
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2 既往資料の収集整理 

2.1 収集資料のリスト 

海岸保全施設や防波堤などの津波等による被災に関する資料及び波力、揚圧力の特性等に関する

既往知見を収集した。以下に収集した資料リストを示す。 

◯ 水産庁が実施した調査報告 

・水産庁：平成 23 年度 海岸保全施設設計条件等緊急調査 報告書（平成 24 年 3 月） 

・水産庁：平成 24 年度 漁港漁場施設の性能規定化等技術検討調査事業 報告書（平成 25 年 3 月） 

・水産庁：平成 25 年度 海岸保全施設設計等技術検討調査委託事業 報告書（平成 26 年 3 月） 

・水産庁：平成 28 年度 海岸保全施設設計等技術検討調査委託事業 報告書（平成 29 年 3 月） 

◯ その他基準及び研究論文 

・日本建築学会：建築物荷重指針・同解説（2015）（平成 27 年 2 月） 

・(財)港湾空間高度化センター港湾・海域環境研究所 

：管理型廃棄埋立護岸設計・施工・管理マニュアル（平成 12 年 11 月） 

・松島健一・毛利栄征・大串和紀・川邉翔平・龍岡文夫：段波津波に粘り強く抵抗する被覆ブロッ

ク式防潮堤の提案, ジオシンセティック論文集, 第 29 巻, pp.87-94, 2014. 

・決得元基・松冨英夫・藤井俊典・富井達也：RC 造建築物に作用する津波鉛直力とその低減法, 

土木学会論文集 B2（海岸工学）, Vol.71, No.2, pp.I_367- I_372, 2015. 

・桑村 仁：氾濫流に建つ直方体構造物の抵抗と揚圧力-河川事前流を用いた水理研究 その２-, 

日本建築学会構造系論文集, 第 81 巻, 第 720 号, pp.219-277, 2016. 

また、参考として、以下の資料を収集した。 

・(社)全国漁港漁場協会：漁港海岸事業設計の手引（平成 25 年度版） 

・(社)全国漁港漁場協会：漁港・漁場の施設の設計参考図書（2015 年版） 

・(社)日本港湾協会：港湾の施設の技術上の基準・同解説（平成 30 年 5 月） 

・全国農地海岸保全協会他：海岸保全施設の技術上の基準・同解説（平成 30 年 8 月） 

 



4 

 

2.2 漁港海岸被災【水産庁平成 23 年度調査】 

水産庁が実施した「平成 23 年度海岸保全施設設計条件等緊急調査 報告書」（平成 24 年 3 月）

では、平成 23 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震による漁港施設の津波被災状況の整

理を行い、周辺地形や、施設の種類毎の被災概要を把握した上で、現地踏査からより詳細な状況を

確認している。 

表 2-1 は、胸壁の被災状況を示す。胸壁は、防波堤や護岸に比べ被災比率は小さいものの、被災

に占める全壊率は他の施設に比べ非常に大きい結果となっていることが特徴である。図 2-1 は、胸

壁の被災パターンを示したものである。被災パターンとしては、主に押し波及び引き波による胸壁

への作用と津波越流に伴う背後や前面における洗掘の発生により、胸壁が被災するケースが想定さ

れている。特に洗掘が発生していない場合で胸壁が被災を受けているパターンは、胸壁下での津波

浸透流による揚圧力の作用により、滑動や転倒が発生したものと推測できる。 

表 2-1 胸壁の被災状況（同報告書より引用） 

 

 

図 2-1 胸壁の被災パターン（同報告書より引用） 
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平成 25 年度に開催された「平成２５年度海岸保全施設設計等技術検討調査委託事業技術検討委

員会」（座長：防衛大学校 藤間功司教授）による「第 1 回委員会（平成 25 年 11 月 22 日開催）

では、今次津波による主な漁港における胸壁の被災状況（洗掘なし+押し波）として、山田漁港を

提示している。山田漁港では、胸壁前後で顕著な洗掘が発生していなかったにもかかわらず、図 

2-2 に示すように胸壁の転倒被災が発生している。その主な要因としては、津波の浸透流が発生

し、胸壁に鉛直上向きの揚圧力作用が加わったことにより、被災が助長されたものと推測できる。

通常、設計津波に対する従来の胸壁設計では、津波の浸透流は考慮していないため、揚圧力の作用

は考慮しない。一方で、揚圧力が発生し胸壁へ作用することにより、胸壁の安定性は低下するた

め、胸壁が被災しやすい状況となる恐れがある。 

 

 

図 2-2 ①山田漁港（洗掘なし+押し波）の胸壁被災事例 

（平成 25 年度海岸保全施設設計等技術検討調査委託事業 第 1 回検討会資料 より） 
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2.3 防波堤の津波外力算定手法【水産庁平成 24 年度調査】 

水産庁の「平成 24 年度 漁港漁場施設の性能規定化等技術検討調査事業 報告書」（平成 25 年

3 月）では、海中に位置する防波堤について、以下のように示されている。 

 

2.3.1 非越流時【谷本式】 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       図 2-3 谷本式の波圧分布図（非越流の場合） 

2.3.2 越流時【水工研式】 

 

 



7 

 

 

                     図 2-4 防波堤に作用する波力分布図（水工研式） 
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2.4 胸壁の津波外力算定方法【水産庁平成 25 年度調査】 

水産庁の「平成 25 年度 海岸保全施設設計等技術検討調査委託事業 報告書」（平成 26 年 3

月）では、水理模型実験と数値波動水路（CADMAS-SURF/2D）による数値シミュレーションか

ら、胸壁に作用する津波波力として、非越流時と越流時の 2 つのパターンによる水平波力の算定方

法を検討した。以下に津波の動水圧を考慮した外力の算定方法について示す。 

 

2.4.1 非越流時 

（1） フルード数による方法 

  
𝑃max

𝜌𝑔𝜂max
= 𝛼 (1 −

𝑍

𝛼′𝜂max
)   0 ≤

𝑍

𝜂max
≤ 𝛼′ 

無次元波圧作用高さ：𝛼′ = 𝑚𝑎𝑥 {3, 𝛼} 

max：進行波の最大遡上水深、Z：波圧作用位置の地盤からの高さ 

      pmax：最大波圧、：海水の密度、g：重力加速度 

無次元波圧を以下の関数として表示。 

① 進行波のフルード数 Fr 

        𝛼 = 1.0 + 1.35𝐹𝑟2     ； 0.0≦Fr≦1.3 

② フルード数等が不明の場合 

      水深maxとして汀線際（0m 位置）の最大水深0maxを使用し、谷本式（=2.2）を適

用。 

 

図 2-5 非越流時における津波波力分布（フルード数による方法） 

'max

gmax

max（進行波）
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ここに、ηmax：進行波の最大遡上水深、Z：圧作用位置の地盤からの高さ、Pmax：最大波圧、

ρ：水の密度、g：重力加速度、Fr：フルード数、U：最大水深 ηmaxと同時刻の水平流速 U、α：

波圧係数である。 

 

（2） 遡上水深による方法 

静水圧の波圧係数 I =1.1 

   𝑝
1

= 𝜌𝑔𝜂 × 𝑎𝐼 

：堤体設置時の遡上水深 

p1：下端部における波圧、I：静水圧の波圧係数 

※ただし、堤体基部側では、静水圧を大幅に上回る最大波圧が発生することがある。 

砕波段波が発生する場合、波圧は 1.1 倍を上回ることがある。 

 

 

図 2-6 非越流時の津波波力算定式概念図（遡上水深による方法） 

 

津波波力算定式は、設計条件等を踏まえ選択し使用する。 
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2.4.2 越流時 

静水圧×波圧係数として算定する。 

・前面波圧 

   𝑝1 = 𝜌0𝑔𝜂 × 𝑎𝐼 ,  𝑝2 = 𝑝1(𝜂 − ℎ𝐶)/𝜂 

   𝑃𝐼 =
1

2
(𝑝1 + 𝑝2)ℎ𝐶 

(1) 前面法先水深を使用

0.4 ≦ hc / ＜ 1.0：波圧係数 aⅠ  = - 0.17 hc /  + 1.27 

(2) 前面沖側（水面変動の小さい位置）の水深0を使用 

波圧係数 aI = 1.1 

 

・背面波圧 

         𝑝3 = 𝜌0𝑔𝜂∗ × 𝑎𝐼𝐵 ,  𝑝4 = 𝑝3(𝜂∗ − ℎ𝐶𝐵
∗)/𝜂∗      ℎ𝐶𝐵

∗ = min (𝜂∗, ℎ𝐶) 

         𝑃𝐵 =
1

2
(𝑝3 + 𝑝4)ℎ𝐶𝐵

∗ 

水深*として、背後水深B使用 

      hc/B＜0.8         ： 波圧係数 aⅠB=0.4 

  hc/B≧0.8（越流少）： 波圧係数 aⅠB=0（背面波圧を考慮しない） 

（参考）水深*として、天端上水深2使用（本間式による算出） 

      hc/2＜0.8         ： 波圧係数 aⅠB=0.4 

  hc/2≧0.8（越流少）： 波圧係数 aⅠB=0（背面波圧を考慮しない） 

   ※背面波圧は、背後の地形等の影響により異なるため留意が必要。 

 

設計での波力の評価においては、越流開始前から越流時までの波力を算定し、高い波力を採

用する。 
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図 2-7 越流時の津波波力算定式概念図（静水圧の波圧係数） 
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2.5 胸壁を越流する津波波力算定【水産庁平成 28 年度調査】 

水産庁の「平成 28 年度 海岸保全施設設計等技術検討調査委託事業 報告書」（平成 29 年 3

月）では、数値波動水路（CADMAS/SURF-2D）による津波の定常流を想定した数値シミュレーシ

ョンより、胸壁を津波が越流した際に作用する胸壁背後の落水距離や作用圧力について検討を行っ

ている。以下に、胸壁からの津波越流に伴う最大作用圧力距離、落水距離及び落水作用圧力のそれ

ぞれと越流水深、上流水位との関係についての整理結果を示す。 

 

2.5.1 越流水深による整理 

（1） 最大作用圧力点距離 

図 2-8 は、横軸に越流水深 hcを胸壁高 H で除した無次元量 hc/H と縦軸に Pmaxまでの落水距離

L(Pmax)を胸壁高 H で除した無次元量 L(Pmax)/H の関係を整理した結果である。計算値は、Hong et 

al.（2010）の半理論関係式に近い分布となっている。なお、小泉・松冨（2017）の落水位置は、

最大水面曲率位置で定義していることに留意する。 

（2） 越流落水の影響範囲 

図 2-9 は、横軸に越流水深 hcを胸壁高 H で除した無次元量 hc/H と縦軸に落水距離 L（水面形状

の変曲点接戦と下流水面延長線との交点で定義）を胸壁高 H で除した無次元量 L/H の関係を整理

した結果である。計算値と実験値の関係は、ほぼ一致している。ただし、実験による落水距離は水

面曲率最大位置で定義したものである。 

（3） 落水の最大作用圧力 

 図 2-10 は、横軸に越流水深 hcと胸壁高 H で除した無次元量 hc/H と縦軸に最大の落水作用圧力

Pmaxと胸壁高 H の静水圧 ρgh で除した無次元量 Pmax/ρgh の関係を整理した結果である。また、同

図中に回帰式を示す。 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

   

図 2-8 関係式のパラメータ（左図）と関係図（右図） 

   

図 2-9 関係式のパラメータ（左図）と関係図（右図） 

   

図 2-10 関係式のパラメータ（左図）と関係図（右図） 
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2.5.2 上流水位による整理 

（1） 最大作用圧力点距離 

図 2-11 は、横軸に越流水深 hupを胸壁高 H で除した無次元量 hup/H と縦軸に Pmaxまでの落水距

離 L(Pmax)を胸壁高 H で除した無次元量 L(Pmax)/H の関係を整理した結果である。 

（2） 越流落水の影響範囲 

 図 2-12 は、横軸に越流水深 hupを胸壁高 H で除した無次元量 hup/H と縦軸に落水距離 L（水面

形状の変曲点接戦と下流水面延長線との交点で定義）を胸壁高 H で除した無次元量 L/H の関係を

整理した結果である。計算値と実験値の関係は、落水距離を L(Pmax)とした場合に比べて近くなっ

ている。2.5.1 の関係式に比べ、この関係式は、胸壁前面の津波越流水深を使用していることか

ら、津波シミュレーションの結果を適用し易い。 

（3） 落水の最大作用圧力 

図 2-13 は、横軸に越流水深 hupと胸壁高 H で除した無次元量 hup/H と縦軸に最大の落水作用圧

力 Pmaxと胸壁高 H の静水圧 ρgh で除した無次元量 Pmax/ρgh の関係を整理した結果である。また、

同図中に回帰式を示す。3.3.3 の関係式に比べ、この関係式は、胸壁前面の津波越流水深を使用し

ていることから、津波シミュレーションの結果を適用し易い。よって、最大の落水作用圧力の算定

では、この関係式を使用する。 

 

 



15 

 

   

図 2-11 関係式のパラメータ（左図）と関係図（右図） 

   

図 2-12 関係式のパラメータ（左図）と関係図（右図） 

    

図 2-13 関係式のパラメータ（左図）と関係図（右図） 
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2.5.3 算定図の作成 

 設計実務での使いやすさを勘案し、各関係式に対する算定図の作成を行っている。なお、落水距

離 L に関する算定図の作成においては、①小泉・松冨の式【線形型】、②本調査による近似式、③

①と②を組み合わせたハイブリッド式の 3 種類の算定図を以下に示す。 

 

1）作用圧力 Pmaxの算定図 

胸壁高 H［cm］と上流側の越流水深 hup［cm］による Pmax［kN/m2］の算定図を図 2-14 に示

す。 

 

図 2-14  H と hupとによる Pmaxの算定図 

 

2）落水距離 L の算定図 

胸壁高 H［cm］と上流側の越流水深 hup［cm］による L［m］の算定図を図 2-15 から図 2-17

に示す。 
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図 2-15  H と hupとによる L の算定図【①小泉・松冨の式】 

 

 

図 2-16  H と hupとによる L の算定図【②本調査の近似式】 
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図 2-17  H と hupとによる L の算定図【③ハイブリッド型】 
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2.6 その他構造物に対する津波作用 

2.6.1 陸上構造物に作用する津波荷重【建築物荷重指針・同解説 2015】 

日本建築学会では、2011 年の東北地方太平洋沖地震による建築物の津波被災を機に、同指針・

解説書に「津波荷重」を新たに追加した「建築物荷重指針・同解説（2015）」（平成 27 年 2 月）

を刊行した。同指針で対象とする構造物は、陸上に設置された建築物や工作物であり、津波荷重

（フルード数が 2 程度まで）として「押し波（先端部・非先端部）」と「引き波（非先端部）」に

分けて津波荷重（波力）を算定するものとしている。「押し波」及び「引き波」による津波波力の

イメージを図 2-18 に示す。また、押し波の津波荷重算定フロー図を図 2-19 に示す。 

 同基準では、津波荷重の水平波力だけでなく、鉛直力に対しても、建築物や地盤等の状況に応じ

て適切に評価することが求められている。図 2-20 は建築物に作用する津波の主な波力と波圧の成

分を示したものである。 

 さらに、同解説書では、津波以外の荷重として、漂流物の衝突荷重の評価や、津波による局所的

な洗掘に留意することを求めている。表 2-2 に漂流物の衝突荷重の評価式の一覧を示す。また、以

下に津波による局所洗掘による最大洗掘の推定式の一覧を表 2-3 に示す。 

 

 

図 2-18 押し波と引き波の津波波力のイメージ（同書より引用） 
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図 2-19 押し波の津波荷重算定フロー図（同書より引用） 

 

図 2-20 建築物に作用する津波の主な波力と波圧の成分（同書より引用） 
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表 2-2 漂流物の衝突荷重の評価式（同書より引用） 
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表 2-3 最大洗掘 Zsの推定式（同書より引用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-21 建築物に作用する津波の主な波力と波圧の成分（同書より引用） 
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2.6.2 遮水シートに及ぼす作用【埋立護岸マニュアル】 

「管理型廃棄埋立護岸設計・施工・管理マニュアル」（平成 12 年 11 月）では、埋立護岸の遮水

シートに及ぼす波浪による作用について述べている。 

 

（1） 海面処分場内外の水位差による静水圧 

 

 

 

 

                        図 2-22 処分場内外の水位差により生ずる 

                         静水圧（同書より引用） 

（2） 被覆層による抑え荷重の算定方法 
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図 2-23 建築物に作用する津波の主な波力と波圧の成分（同書より引用） 

 

2.6.3 津波に粘り強い防波堤構造【松島他、2014】 

松島ら（2014）による「段波津波に粘り強く抵抗する被覆ブロック式防潮堤の提案」では、水理

模型実験により従来型三面張堤防の構造的課題を確認し、有効な対策法について検討を行ってい

る。主な結論を以下に示す。 

・従来の堤防は、段波作用時に栗石層に浸透した津波により、強い浸透流によって裏法ブロック

や天端コン押し出される可能性がある。 

・津波衝突時の揚圧力が表法側ブロックを巻き上げ、津波越流時に裏法肩付近の負圧によってグ

ロックが引き剥がされる可能性がある。 

・対策法として、①浸透層の地盤改良による津波侵入の遮断と固結力により吸出し抵抗力を確保

する、②負圧対策としてのブロック同士の連結を行う。 

 

2.6.4 建築物に作用する津波波力【決得他、2015】 

決得ら（2015）による「RC 造建築物に作用する津波鉛直力とその低減法」では、水理模型実験

から RC 造建築部に作用する津波の鉛直力を対象に、その特性と低減法を検討している。主に、胸

壁にも適用が考えられる主な結果を以下に示す。 

・開口率が 0%の場合、奥行きが増すと、鉛直力は非線形的に増加する。 

・基礎杭に転倒防止の役割を持たせる場合、基礎杭は周辺に設けた方がより効果的である。 
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2.6.5 氾濫流内の構造物の揚力【桑村、2016】 

桑村（2016）による「氾濫流に建つ直方体構造物の抵抗と揚圧力」では、水理模型実験から流れ

の中に位置する直方体構造模型に作用する効力と揚圧力について調査を行っている。主に、胸壁に

も適用が考えられる主な結果を以下に示す。 

・揚力は静水中の浮力より小さい。 

・揚圧力係数は主にフルード数に支配される。 

・揚圧力の作用点は長方体底面の中心から前方上流側にある。 
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