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3.3 L2 津波による揚圧力計算 

3.3.1 計算ケースの設定 

津波が胸壁を越流する場合の L2 津波を対象とした計算ケースを表 3-4 に示す。また、計算諸量

のパラメータを図 3-33 に示す。 

 

表 3-4 計算ケース【L2 津波】 

 

 

 

 

越流計算ケース

Case No. 空隙率 H (m) L (m) hup (m)

B-1 1.28

B-2 2.13

B-3 4.84

B-4 8.71

B-5 1.59

B-6 2.90

B-7 5.61

B-8 8.12

B-9 2.37

B-10 4.71

B-11 7.64

B-12 8.58

B-13 2.94

B-14 5.29

B-15 9.27

B-16 3.25

B-17 5.75

B-18 7.45

B-19 3.62

B-20 6.34

※背後法面勾配は1:0.3

5.0

11.0

13.0

15.0

1.4

2.0

2.9

3.8

4.4

3.0

5.0

8.00.40
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図 3-33 計算諸量のパラメータ【L2 津波】 

 

3.3.2 計算結果 

図 3-34 は、胸壁高 H=5.0m、上流越流水深 hup=2.90m の計算による圧力分布図を示した例であ

る。 

図 3-37 から図 3-46 に底面圧力分布（計算値）を示す。同図中には、上流静水圧分布（赤実

線）、落水圧力分布（青実線、既往調査による推定式（図 3-35 及び図 3-36）より算定）及び上流

と下流の圧力を直線で結んだ直線近似分布（緑実線）を示す。津波が胸壁を越流するケースでは、

動圧による影響のため、上流及び下流で静水圧や落水圧力を上回る計算値が確認できる。このた

め、津波が越流するような場合では、大きな揚圧力が発生する恐れがあることから、胸壁に揚圧力

が発生しないような対策（矢板等による止水対応）を講じる必要がある。 

 

図 3-34 計算による圧力分布の例【H=5.0m、hup=2.90m】 

H

0.5m

L

hup
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図 3-35 関係式のパラメータ 

 

 

図 3-36  hup/H と Pmax/ρgH の関係 
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B-1【H=3.0m、hup=1.28m】         B-2【H=3.0m、hup=2.13m】 

図 3-37 計算による底面圧力分布 

 

  

B-3【H=3.0m、hup=4.84m】         B-4【H=3.0m、hup=8.71m】 

図 3-38 計算による底面圧力分布 

 

  

B-5【H=5.0m、hup=1.59m】         B-6【H=5.0m、hup=2.90m】 

図 3-39 計算による底面圧力分布 
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B-7【H=5.0m、hup=5.61m】         B-8【H=5.0m、hup=8.12m】 

図 3-40 計算による底面圧力分布 

 

  

B-9【H=8.0m、hup=2.37m】         B-10【H=8.0m、hup=4.71m】 

図 3-41 計算による底面圧力分布 

 

  

B-11【H=8.0m、hup=7.64m】         B-12【H=8.0m、hup=8.58m】 

図 3-42 計算による底面圧力分布 
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B-13【H=11.0m、hup=2.94m】         B-14【H=11.0m、hup=5.29m】 

図 3-43 計算による底面圧力分布 

 

  

B-15【H=11.0m、hup=9.27m】         B-16【H=13.0m、hup=3.25m】 

図 3-44 計算による底面圧力分布 

 

  

B-17【H=13.0m、hup=5.75m】         B-18【H=13.0m、hup=7.45m】 

図 3-45 計算による底面圧力分布 
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B-19【H=15.0m、hup=3.62m】         B-20【H=15.0m、hup=6.34m】 

図 3-46 計算による底面圧力分布 
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3.4 上流静水圧による底面圧力分布の無次元化 

各計算における底面圧力分布を対象に、上流水位（hup+H）の静水圧による無自次元化（底面圧

力係数の算出）を行った。各胸壁高に対する底面圧力係数分布図を図 3-47 から図 3-49 に示す。

水深係数の値は、最大で上流水位による静水圧の 1.1 倍のライン（図中の赤色実線）を超えていな

いことが確認できる。 

  

胸壁高 H=3.0m                          胸壁高 H=5.0m 

図 3-47 底面圧力係数分布図【上流静水圧による規格化】 

  

胸壁高 H=8.0m                          胸壁高 H=11.0m 

図 3-48 底面圧力係数分布図【上流静水圧による規格化】 

  

胸壁高 H=13.0m                          胸壁高 H=15.0m 

図 3-49 底面圧力係数分布図【上流静水圧による規格化】 
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3.5 胸壁高と直背後の圧力係数の関係 

越流時の底面圧力分布図である図 3-37 から図 3-46 の一部において、胸壁直背後の底面圧力

が、落水圧力よりも大きくなる場合（落水圧力 ＜ 計算圧力）が確認できる。その一例として、ケ

ース B-16 及びケース B-19 の例を図 3-50 に再掲する。 

それぞれの計算による圧力分布図を、図 3-51 に示す。胸壁を越流した津波は、落水後上流側と

胸壁背後へ分かれて流れが生じる。この時、胸壁背後側への流れは、堰上げ効果により胸壁直背後

で水位が急激に上昇していることが確認できる。この水位上昇により、落水地点の圧力よりも底面

圧力が大きくなったものである。 

なお、津波が胸壁を越流した場合の直背後地点における圧力係数は、胸壁高 H に比べ越流水深

が小さい時に 1.0 を越える傾向がある。ここでは、その傾向は確認するため、越流水深（hup）胸壁

高 H との比（hup / H）と胸壁直背後地点における圧力係数（底面圧力 / 推定式による落水圧力）

の関係を確認した。図 3-53 は、hup / H と落水圧力 Pmaxによる圧力係数をプロットした図面であ

る。同図より、胸壁高 H が 10m を越える場合で、かつ hup / H が小さい、すなわち、越流水深が

小さい場合（0.6 程度以下）では、胸壁背後の落水圧力 Pmaxによる圧力係数は、1.0 を大きく越え

る傾向にあることが確認できる。 

以上より、津波が胸壁を越流するような場合では、胸壁直背後の底面圧力は、津波の流況により

落水圧力の算定式から推測される圧力よりも大きくなることに留意に必要である。 

 

   

【H=13.0m、hup=3.25m】               【H=15.0m、hup=3.62m】 

図 3-50 計算による底面圧力分布 

落水圧力 ＜ 計算圧力 

落水圧力 ＜ 計算圧力 
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【H=13.0m、hup=3.25m】           【H=15.0m、hup=3.62m】 

図 3-51 計算による圧力分布の例 

 

図 3-52 関係式のパラメータ 

 

図 3-53  hup / H と直背後地点の圧力係数の関係 
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4 粘り強い構造の検討 

4.1 胸壁に作用する揚圧力分布の算定方法 

4.1.1 L1 津波に対する揚圧力分布の算定方法 

 L1 津波（及びそれ以下）による胸壁の揚圧力分布は、以下のとおり算出することを提案する。 

 胸壁前面地点の揚圧力 p1は、非越流時の胸壁に作用する水平波力と同様に前面の浸水深から算

定する。 

p1 = 1.1 ρ0 g η 

ただし、前面の水平波力 p1を進行波の最大遡上浸水深 ηmaxから算出した場合は、その値と同じ

とする。 

胸壁背後地点の揚圧力はゼロとする。 

 胸壁全体に作用する揚圧力は、p1とゼロを直線で近似した三角形分布を仮定する。 

 

 

図 4-1 L1 津波に対する揚圧力分布のイメージ【非越流の場合】 
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4.1.2 L2 津波に対する揚圧力分布の算定方法 

 L2 津波による胸壁の揚圧力分布は、以下のとおり算出することを提案する。 

 胸壁の前面地点の揚圧力 p1は、越流時の胸壁に作用する水平波力と同様に前面沖合の浸水深 η0

から算出する。 

p1 = 1.1 ρ0 g η0 

 ただし、前面の水平波力 p1を前面法先の浸水深 η から算出した場合は、その値と同じとする。 

胸壁の背後地点の揚圧力 p3は、越流時の水平波力の算定方法に習い、胸壁高 hcと背後水位 ηBの

比率 hc / ηBで場合分けする。 

hc / ηB ＜ 0.8 の場合は、p3 = 0.4 ρ0 g ηB 

   hc / ηB ≧ 0.8 の場合は、p3 = 1.41 ρ0 g ηB ( (η0－hc) / hc )0.72【越流による落水圧力算定式】 

 胸壁全体に作用する揚圧力は、p1と p3を直線で近似した台形分布を仮定する。ここで、台形近

似を仮定した圧力分布（P1及び P3）には胸壁浮力も含まれていることに留意し、安定計算におい

ては浮力の取扱を適切に行う必要がある。 

 

 

図 4-2 L2 津波に対する揚圧力分布のイメージ【越流する場合】 
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4.2 揚圧力を反映した安定計算例 

4.2.1 L1 津波に対する安定計算 

 図 4-3 に示す胸壁に対し、設計津波水位による揚圧力を考慮しない場合の安定計算の結果を表 

4-1 に示す。安定計算は、滑動、転倒及び底面反力のいずれも胸壁の安定が確保できる。 

 

 

図 4-3 仮想胸壁の設計津波水位（L1 津波）に対する安定計算 

 

表 4-1 設計津波水位（L1 津波）に対する仮想胸壁の安定計算結果 

非越流時 滑動 転倒 
底面反力

(qa=400kN/m2) 
計算結果 

胸壁 1.116≧1.0 1.929≧1.0 

p1=297.931 kN/m2 

p2=0.00kN/m2 

B=5.712m 

滑動 OK 

転倒 OK 

底面反力 OK 
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 図 4-3 に示す胸壁に揚圧力を反映した安定計算（図 4-4）の結果を表 4-2 に示す。なお、揚圧

力分布は前面水位（設計水位 D.L.+11.0m）の 1.1 倍静水圧と背後水位（ゼロと仮定）の静水圧を

直線で結ぶ三角形分布と仮定した。表 4-2 より、揚圧力を反映した安定計算では、滑動と底面反力

は NG となり、安定性がさらに悪くなる。 

 

 

図 4-4 揚圧力を反映した胸壁の設計津波水位（L1 津波）に対する安定計算 

 

表 4-2 揚圧力を反映した設計津波水位（L1 津波）に対する仮想胸壁の安定計算結果 

非越流時 滑動 転倒 
底面反力

(qa=400kN/m2) 
計算結果 

胸壁 0.087＜1.0 1.179≧1.0 

p1=585.294 kN/m2 

p2=0.00kN/m2 

B=1.791m 

滑動 NG 

転倒 OK 

底面反力 NG 
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4.2.2 L2 津波に対する安定計算 

図 4-5 に示す胸壁に対し、設計津波水位による揚圧力を考慮しない場合の安定計算の結果を表 

4-3 に示す。津波が越流すると滑動で安定が確保できない。 

 

 

 

図 4-5 胸壁の越流津波（L2 津波）に対する安定計算 

 

表 4-3 胸壁の越流津波（L2 津波）に対する安定計算結果 

非越流時 滑動 転倒 
底面反力

(qa=400kN/m2) 
計算結果 

胸壁 0.680＜1.0 1.335≧1.0 

p1=306.732 kN/m2 

p2=0.00kN/m2 

B=2.763m 

滑動 NG 

転倒 OK 

底面反力 OK 
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 図 4-5 に示す胸壁に揚圧力を反映した安定計算（図 4-6）の結果を表 4-4 に示す。胸壁下に作

用する底面圧力分布は台形分布とした仮定とした。さらに、ここから胸壁本体の浮力を除いた揚圧

力分布を作用させた。表 4-4 より、揚圧力を反映した安定計算では、滑動、転倒及び底面反力が全

て NG となり、安定性がさらに悪くなる。ただし、本計算の例では、津波越流水深が大きく、胸壁

天端に作用する水圧が無視できない大きさであると考えられるため、想定した揚圧力は大きめで算

定していることに留意が必要である。 

 

 

図 4-6 揚圧力を考慮した胸壁の越流津波（L2 津波）に対する安定計算 

 

表 4-4 揚圧力を考慮した胸壁の越流津波（L2 津波）に対する安定計算結果 

非越流時 滑動 転倒 
底面反力

(qa=400kN/m2) 
計算結果 

胸壁 -0.010＜1.0 -0.161＜1.0 

p1=0.000 kN/m2 

p2=0.024 kN/m2 

B=-572.421m 

滑動 NG 

転倒 NG 

底面反力 NG 
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4.3 揚圧力に対する粘り強い構造の対策提案 

津波浸透流による揚圧力への粘り強い構造の対策提案としては、津波浸透流が発生した際の揚圧

力から如何に粘り強い構造とするかではなく、揚圧力の発生原因となる津波浸透流を生じさせない

構造とすることを対策提案する。 

具体的には、図 4-7 及び表 4-5 に示すように、胸壁前面に「⑦止水矢板等」を設置することに

より、胸壁下に回り込む津波浸透流の発生を防止し、胸壁堤体に及ぼす揚圧力作用を制御するもの

とする。 

なお、既に提案した胸壁背後に設置する「⑥止水矢板等」は、胸壁からの津波越流によって生じ

る洗掘拡大の防止策であると共に、津波の引き波時の胸壁背後からの津波浸透流の防止策となる。

これは、胸壁前面に設置した「⑦止水矢板等」が、引き波時の津波越流による胸壁前面の洗掘拡大

の防止策も兼ねていることを意味するものであり、「津波浸透流防止」と「洗掘拡大防止」2 つの

対策効果（ハイブリッド効果）が期待できると考えられる。止水矢板等の設置によるハイブリッド

構造の効果イメージを図 4-8 に示す。 

また、矢板以外にコンクリート注入などによる基礎と胸壁の一体化する工法がある。 

 

 

図 4-7 粘り強い構造の検討箇所例【津波浸透流の防止策を赤色で追記】 
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表 4-5 粘り強い構造の検討内容例【津波浸透流の防止策を赤字で追記】 

 検討箇所 対策内容 

① 堤体工 ホゾや用心鉄筋により堤体上部の欠損リスクを低減 

② 水叩き工 越流に対する護床工として水叩き舗装厚を強化 

堤体工と一体化させ構造強化 

強制的な跳水（シル、ピア） 

③ 基礎工 杭基礎により堤体の滑動及び転倒の安定性を強化 

④ 基礎工 As 舗装は、路盤の安定処理により洗掘・吸い出しを防止 

⑤ 基礎工 砕石のセメント注入固化などで、基礎の洗堀・吸い出しを防止 

⑥ 洗掘対策工 矢板等を設置して洗掘や吸い出しが堤体直下に及ばないよう制御 

⑦ 浸透流対策工 

・矢板（あるいはコンクリート注入などによる基礎と胸壁の一体化工

法等）を設置して津波浸透流による揚圧力が堤体下に及ばないよ

うに制御 

  ※⑥と⑦は津波の押し波と引き波で役割が入れ替わる。 

 

 

    

図 4-8 津波浸透防止と洗掘拡大防止のハイブリッド構造イメージ 
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5 学識経験者へのヒアリング 

 本業務における調査方針、計算方法及び粘り強い構造の検討内容について、以下に示すように学

識経験者（4 名）へヒアリングを実施した。 

 

表 5-1 ヒアリングの指摘事項と対応 

No. 指摘事項 対応 

1 
格子間隔による感度分析を行った方が良

い。 
格子間隔設定の検討を実施した。 

2 
建築物を対象とした水理実験を行っている

ので参考とすると良い。 

資料収集整理に松島ら（2014）の実験論文

を対象とした。 

3 
シミュレーションでは胸壁下の流速が速く

なるので圧力が小さくなりすぎる。 
胸壁下に透水層モデルを設定した。 

4 シミュレーションで乱流の影響はあるか。 

シミュレーションで乱流モデルを入れると

計算が不安定となるため、今回の計算で考

慮しないこととした。 

5 
胸壁を越流する場合で大きな越流水深の時

には算定式の適用は難しい。 

大きな越流水深時を留意事項として追記し

課題とした。 

6 
水平波力の算定法との整合性を確認するこ

と。 

水平波力における前面静水圧の 1.1 倍との整

合性が取れるように算定法の検討を行っ

た。 

7 
胸壁前面の圧力分布の大きな変化について

確認すること。 

圧力分布の大きな変化は、格子数の急激な

変化に起因することを確認し、使用モデル

の限界であることを確認した。 

8 
建築学会による波力算定等の基準も参考と

すると良い。 

建築学会による基準（2015）について、視

聴収集整理に追加し、波力算定、漂流物衝

突及び洗掘算定に関して報告書内に参考明

記した。 

9 

越流時の胸壁背後では越流水深や利用状況

によって異なるため、想定が難しいと考え

る。 

今回の提案では、既往調査による越流に伴

う津波の落水圧力の算定式で胸壁背後の揚

圧力を算出した。 

10 
この成果を実務へどのように反映をする

か。 

安定計算から揚圧力が作用すると安全性が

大きく低下するため、揚圧力が発生しない

ように止水矢板等を設定することを提案す

る。 
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6 まとめ 

 本業務におけるまとめを以下に示す。 

 

・2011 年東日本大震災では、発生した大津波により三陸沿岸の漁港施設及び海岸保全施設施設で

甚大な被害が発生した。特に胸壁施設に対しては、その被災の一原因として津波浸透流による施

設へ揚圧力が作用したものと推定できる被災事例が確認できた。 

・既往の研究成果より、施設へ作用する揚圧力は、施設幅が長くなるほど大きく作用する。これ

は、施設が揚圧力を受ける面積（受圧面積）増加によって揚力が増大するものと考えられる。 

・数値波動水路（CADMAS-SURF/2D）を用いて、胸壁に対する揚圧力分布（非越流時及び越流

時）を計算し、その圧力分布形が胸壁の前面圧力と背後圧力を結ぶ直線近似で表現できることを

確認した。 

・胸壁の前面圧力は、水平波力と同様に上流水位（非越流時）もしくは上流水位（越流時）の静水

圧を 1.1 倍した圧力で包括できる。 

・非越流時の胸壁の背後圧力は、ゼロとすることができるため、胸壁前面の圧力から三角形分布に

よる揚圧力分布を適用することが可能である。 

・越流時の胸壁の背後圧力は、越流水深が限界水深の場合では、落水圧力の算定式を使用できるこ

とを確認した。ただし、胸壁高が 10m を越え、越流水深が胸壁高の半分程度以下の時は、落水

圧力を越える恐れがある。一方で、越流水深が限界水深を越える場合では、背後水位の静水圧を

用いることができる。この時の揚圧力分布は胸壁前面圧力と背後圧力による台形分布形を適用す

ることが可能である。 

・胸壁の安定計算により、揚圧力が作用すると、胸壁の安定性が著しく低下することを確認した。 

・胸壁に対する揚圧力の対策としては、揚圧力の発生起因となる津波浸透流を防止することであ

り、胸壁下に津波浸透流が発生しないような対策を行う必要がある。 

・胸壁下の津波浸透流の発生を防止する対策としては、止水矢板等の設置により、津波浸透流の侵

入防止を行うことが重要である。 

・胸壁の止水矢板等の対策は、津波浸透流の防止だけでなく、津波越流に伴う洗掘の拡大防止に対

策にもなる。 

・胸壁と基礎について劣化などの隙間が発生しないように点検を行う必要があり、隙間などが発見

された場合には、補修などを行い、揚圧力が発生しないようにすることが望ましい。 
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