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まえがき＝全国の海岸堤防等のうち，築後50年以上経過
した施設は2010年時点では約 4 割，2030年には約 7 割に
達する見込みであり，老朽化した施設が急増している。
これらの施設は経年により，建設当初より設計波高が増
大している場合や設計潮位が上昇している場合がある。
さらに，台風や冬季風浪などの厳しい環境にさらされて
構造的に老朽化していると，一度の波浪の作用によって
大きな破壊が生じ，甚大な被害が発生する可能性があ
る。このような施設の越波対策としての既設護岸改良工
法は，護岸のかさ上げや，消波ブロックで護岸前面を被
覆する工法が一般的である。これら従来工法は，背後か
らの眺望が損なわれることや砂浜が消失するといった景
観や環境，利用の観点に配慮されていないことが多い。
　一方で，当社が開発したオンリーワン製品であるフレ
ア護岸TM 注）は，護岸上面を大きく沖に張り出した独自
の曲線形状によって波を滑らかに沖に返すため，低天端
でありながら越波流量を大幅に低減できるうえに，背後
からの眺望を確保できる。さらに，消波ブロックを使用
しないため砂浜が消失することがなく，天端上を遊歩道
や道路拡幅などに利用できるため，沿岸の環境や利用の
観点に配慮できる特長がある。
　そこで，フレア護岸を用いた既設護岸改良工法の提案
に取り組むこととした。このフレア護岸の水理特性につ
いては過去に研究開発を進め，水理実験によって越波阻
止機能や作用波圧を明らかにし 1 ）～ 3 ），直立護岸用の越
波流量推定線図 4 ）と同様の手法でフレア護岸用の越波
流量推定線図を作成した 5 ）。2004年には，国内で初めて
広島県倉橋町大迫港の高潮対策事業として採用され，そ

の後，大分県，沖縄県（図 1 ），岡山県，愛知県などで
採用となり，現在は約10件の施工事例がある。
　一方でフレア護岸は，既設護岸の前面に設置すること
で既設護岸の改良を行うため，日本海側のような高波浪
地域においてはフレア護岸が大型化するため，工費面に
おいて適用が困難となる場合があった。そこで2011年よ
り，フレア護岸で得た技術を基に，上部フレア護岸の開
発を進めてきた。上部フレア護岸は，コンパクトなサイ
ズであるため高波浪地域においても工費が安く，経済的
な越波対策が可能である。また，既設護岸上部に設置す
ることや，既設護岸前面に構築した擁壁上に設置するこ
とが可能であり，老朽化対策としての既設護岸改良工法
にも適していると考えられる。
　しかしながら，サイズがコンパクトであるため，通常
のフレア護岸よりも越波阻止性能が劣ると考えられ，そ
れを確認するために水理実験で検証を行ってきた。ま
た，高波浪地域のようなフレア護岸の採用が困難な場所
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図 1  沖縄県におけるフレア護岸設置状況
Fig. 1  Installation of flare-shaped seawall in Okinawa prefecture
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でも採用可能な上部フレア護岸を用いた既設護岸改良工
法を提案し，この工法が2013年に日本海側の山形県で初
採用された。
　そこで本稿では，上部フレア護岸の特長や既設護岸改
良工法，設計手法，施工事例について報告する。

1 . 新工法の提案

1. 1　上部フレアの開発経緯
　上部フレア護岸は，フレア護岸上部の波返しの部分の
みを用いるものである。上部フレア護岸を用いた過去の
事例としては，2011年に竣工した国道10号別府－大分間
拡幅事業の高崎山地区がある（図 2 ）。本事業では通常
のフレア護岸が採用されており，急峻な地形となってい
る高崎山地区では上部フレア護岸が採用された。上部フ
レア護岸の越波阻止性能をフレア護岸と同等とするため
には，上部フレア護岸の波返し部の高さは約4.1mとな
り，コンパクトなサイズではなかった。そこで，高さ 1
～ 3 m程度のコンパクトな上部フレア護岸を開発するこ
とにした。高波浪地域でフレア護岸が大型化する場合で
も，陸上輸送や陸上施工が可能な上部フレア護岸を提案
することで工費が安価となり，採用実績が増加すること
が期待される。
1. 2　上部フレアの水理特性
　上部フレア護岸の設計においては越波流量を推定する
ことが重要である。従来のフレア護岸に対して越波流量
を推定する際には図 3 に示す越波流量推定線図が用い
られ，水深h，海底勾配 i，換算沖波波高Ho'，波長Lo，
重力加速度g，設計潮位からの天端高さhcを用いて越波
流量qが算出できる。しかしながら，上部フレア護岸の

越波流量推定線図は存在しないため，フレア護岸の越波
流量推定線図を流用することによって上部フレア護岸の
越波流量を算出することが可能であるかを検討した。
　実施した水槽実験の条件を表 1 に，水槽実験の概要を
図 4 に示す。水槽実験は， 2 次元吸収制御式造波水槽中
に海底勾配を模擬した不透過斜面を設置し，その斜面上
に護岸モデルを設置して実施した。実験に用いる波高を
4 種類，水深を合計 8 種類に変化させて，各条件におい
てフレア護岸と上部フレア護岸の越波流量の比較を行っ
た。また，上部フレア護岸のサイズは，フレア護岸と同
一としたモデルに加えて，徐々に小さくしたモデルの合
計 4 種類とした。上部フレア護岸の各モデルとフレア護
岸との張り出し部の面積比率を表 2 に示す。
　これらのモデルを用いて越波流量を測定した（表 3 ）。
上部フレア護岸の越波流量は，設計潮位より上方の張り
出し部の面積が同一であればフレア護岸と同程度であ
り，その面積が小さくなるにつれて越波流量が増加する
ことがわかった。このことから、上部フレア護岸の越波
流量を算出する場合は，フレア護岸の越波流量推定線図
を用いることができる。ただし，最終的には水理実験に
より確認することが望ましいと考えられる。
1. 3　既設護岸改良工法
　図 5 に上部フレア護岸を用いて検討した既設護岸改

図 3  越波流量推定線図（波形勾：0.036，海底勾配： 1 /10）
Fig. 3  Estimating chart diagram of wave overtopping rate

(wave steepness: 0.036, slope: 1/10)

図 2  大分県における上部フレア護岸の設置状況
Fig. 2  Installation of upper flare-shaped seawall in Oita prefecture

図 4  実験概要 
Fig. 4  Equipment of experiment

表 2  実験モデル
Table 2  Model of experiment

表 3  実験結果
Table 3  Results of experiment

表 1  実験条件
Table 1  Experimental condition
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良工法を示す。Case-Aは，既設護岸の一部を撤去し，
現場打ちコンクリートで構築した底版上に設置すること
によって安定性を確保する案である。既設護岸が強度を
有しており，護岸の前出しを行わない場合に適用でき
る。Case-Bは同様に，既設護岸の一部を撤去して背後
に打設した杭上に上部フレア護岸を設置する案である。
既設護岸が強度を有しておらず，護岸の前出しを行わな
い場合に適用できる。杭で支持することにより，地震力
や津波力に抵抗できるねばり強い構造となる。Case-C
は，既設護岸の前面に腹付けした新設擁壁上に上部フレ
ア護岸を設置する案である。既設護岸が強度を有してお
らず，護岸前面をコンクリートで補強する場合に適用で
きる。Case-Dは，既設護岸がかなり劣化しており，取
り壊しが望ましい場合で，既設護岸の護岸前面に構築し
た新設擁壁上に上部フレア護岸を設置する案である。各
工法においては，上部フレア護岸施工後に背面コンクリ
ートを施工して下部構造物と一体化できる。
　この上部フレア護岸を用いた既設護岸改良工法の特長
は，①既設護岸の上部や既設護岸前面に構築する新設擁
壁上に設置するなど，老朽化対策に適用可能，②高波浪
域でもコンパクトなブロックサイズで越波対策が可能，
③陸上施工が可能，④工費低減が可能，⑤既存の消波ブ
ロックの存置が可能，⑥天端高を低減して背後からの眺
望が可能，などである。

2 . 施工事例について

2. 1　工事概要
　上部フレア護岸による既設護岸改良事例として，山形
県鶴岡市 一般国道 7 号温海地区防災工事について紹介
する。本地区では平成24年，爆弾低気圧によって主要道
路である国道 7 号線が約10時間にわたり通行止めとなる
被害が発生した。これを受けて国土交通省東北地方整備
局において緊急越波対策事業が計画され，工法が検討さ
れた結果，総設置延長約660mの範囲で上部フレア護岸

が採用されることとなった。図 6 に現地平面図を，図 7
に上部フレア護岸の概略工程を示す。現地施工は2013年
5 月から12月にかけて実施された。上部フレア護岸は，
過去の製作実績からすると短納期・大量生産が可能で，
約 6 箇月のうちに333基の製作を行った。
2. 2　基本設計
　越波が激しかった区間での制約条件は，道路側から眺
望が望めるように背後道路面からのかさ上げ高を1.5m
以下とし，護岸の前面は漁場や釣堀として利用するため
消波ブロックを設置しないというものであった。
　そこで当社は，これらの制約条件に適している上部フ
レア護岸を用いた護岸改良工法を提案した。必要天端高
については，前述したようにフレア護岸の越波流量推定
線図を用い，上部フレア護岸の張り出し部の面積を考慮
して許容越波流量を満足する天端高を算出して提案を行
った。また，上部フレア護岸は陸上側から施工でき，最
も経済的な工法となったことから，当社の提案の採用が
決定した。
　図 8 にブロック高2.0m工区の標準断面図を示す。ブ
ロック高は，上部フレア護岸の完成時のブロック下面か
ら天端部までの鉛直長さとしている。底版に埋設された
アンカーボルトで上部フレア護岸を固定した後，背後コ
ンクリートを打設して一体化する構造とした。なお，こ
の構造は前出の図 5 に示すCase-Dに該当する。

図 5  既設護岸改良工法
Fig. 5  Improved method of existing seawall

図 8  標準断面図
Fig. 8  Cross sectional view

図 7  概略工程（上部フレア護岸）
Fig. 7  Outline of process (upper flare-shaped blocks)

図 6  施工区域
Fig. 6  Construction area
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2. 3　水理実験
　上記の提案断面に対して，設計波浪条件で水理実験を
実施して，背後道路で許容越波流量を満足することを確
認した。表 4 に実験条件を，図 9 に実験状況を示す。
水槽実験は 2 次元吸収制御式造波水槽を用いて実施し
た。表 5 に水理実験結果を示す。フレア護岸の越波流量
推定線図を用いて算出した天端高＋7.5mに対して，ブロ
ック高2.5mの上部フレア護岸を使用した場合の必要天
端高は＋7.9mとなった。また，上部フレア護岸の必要天
端高＋7.9mを直立護岸の推定天端高＋10.6mと比較する
と2.7m低くなった。これは，上部フレア護岸の曲線部で
波を滑らかに沖側に返し，越波流量を低減した効果によ
るものと考えられる。
　つぎに，上部フレア曲線部の 2 箇所に波圧計を設置し
て作用する波力を測定した（図10）。直立部で打ち上が
った波が，上部フレア曲線部に当たった際に波力が発生
している。上部フレア護岸本体，および下部構造と一体
化するためのアンカーボルトは，この波力を用いて設計

した。
　なお，上部フレア護岸の完成時のブロック下面から天
端部までの距離をブロック高とし，波高が大きい工区で
はブロック高を2.5m，その他工区についてはブロック高
を2.0mとした。
2. 4　部材設計
　上部フレア護岸の曲面の前壁部は，通常のフレア護岸
と同様に，壁厚300mm，背後鋼板板厚 7 mmからなる
鋼・コンクリート合成版である。前壁コンクリートと背
後鋼板とは頭付きスタッドジベルで一体化を図り，背後
の鋼製フレームで支持する構造とした。施工時や完成時
の設計ケースに対して，図11に示すFEMモデルによる解
析結果から部材断面力を把握し，部材設計を実施した。
　基礎部のアンカーボルトについては，各設計ケースに
対して応力照査を実施した結果，アンカーボルト径は
φ25mmとなった。底版内部での押し抜き，引き抜き抵
抗を確保するために，支圧板で一体化してコンクリート
内部に埋設するアンカーフレーム構造とした。
　最終的な上部フレア護岸 1 基は，高さ2.5mタイプがブ
ロック長2.0m，重量約6.3t，高さ2.0mタイプがブロック
長2.0m，重量約 5 tとなり，製作工場から現地まで陸上
輸送が可能である。
2. 5　製作方法
　上部フレア護岸の製作は和歌山県のファブリケータ内
で実施した。製作手順は，鋼殻製作（図12），コンクリ
ート打設ヤードでの鉄筋工・型枠工（図13），コンクリ
ート打設工，ブロック完成（図14）である。フレア護
岸は完成時の状態と同じ縦向き姿勢で製作していたが，
上部フレア護岸は横向き姿勢で製作するものとした。使

図10  波力測定結果
Fig.10  Measured wave pressures

図 9  実験状況
Fig. 9  Situation of experiment

表 4  実験条件
Table 4  Experimental conditions

表 5  実験結果
Table 5  Results of experiment

図12  鋼殻製作
Fig.12  Manufacturing of steel shell

図11  FEM解析モデル図
Fig.11  FEM analysis model
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用したコンクリートは高炉セメントB種を用い，水セメ
ント比が45％以下となる配合である。総製作数333基の
ブロック製作を順次実施し，完成したブロックはトレー
ラにて山形県内まで運搬した（図15）。製作着手から約
6 箇月で全ブロックの納入を完了させることができた。
2. 6　施工方法
　本工事では，陸上からの上部フレア護岸の施工が初め
てであったため，施工方法の検討を事前に入念に行って
施工手順書を作成した。アンカーフレームに対しては，
試験体により製作精度やアンカーボルトの可動量の確認
を行った。また，発注者並びに元請け業者立合いのもと，
上部フレア護岸とアンカーフレームを埋設した試験体と
を用いた施工試験を山形県内において実施した（図16）。
この試験では，ブロックを横向き姿勢から縦向き姿勢に
反転する作業，および上部フレア護岸を設置する作業を
実施することによって一連の作業手順を確認した。
　上部フレア護岸の設置作業は2013年 9 月から12月にか
けて実施された。図17に示す上部フレア護岸据付状況
のとおり，背後道路を 1 車線規制することにより，全て
陸上側から工事が実施された。事前に施工試験を実施し
ていたこともあって各工区で大きなトラブルはなく，計
画どおりのスケジュールで設置作業が実施された。ま
た，海側に大型の足場や施工設備がないことから，施工
期間中においても，既設護岸上に設置した上部フレア護
岸が打ち上がった波を沖側に返し，越波を低減すること
が確認できた（図18）。

図18  波を返す様子
Fig.18  Reflection on high waves

図17  上部フレア護岸据付
Fig.17  Installation of upper flare-shaped seawall

図16  施工試験
Fig.16  Construction test

図15  上部フレアブロックの輸送
Fig.15  Transport of upper flare-shaped blocks

図14  完成した上部フレアブロック
Fig.14  Figure of upper flare-shaped blocks

図13  上部フレアブロックの製作
Fig.13  Manufacturing of upper flare-shaped blocks
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　図19に施工完了状況を示す。現地施工を終えて各工
区の施工業者にヒアリングを行い，今後の工事に反映す
べき課題の抽出も行った。

むすび＝上部フレア護岸による既設護岸改良の提案，実
施工を通して，以下の内容を確認した。
　①上部フレア護岸はコンパクトなサイズであり，工費

が安く経済的な越波対策が可能である。

　②上部フレア護岸の設計においては，フレア護岸の越
波流量推定線図を用い，張り出し部の面積を考慮す
ることによって越波流量を算出できることがわかっ
た。

　③既設護岸の基礎構造の状況に応じて上部フレア護岸
を支持する老朽化対策工法を提案した。

　④山形県の越波対策事業において，上部フレア護岸を
用いた既設護岸改良工法が採用された。

　本稿をまとめるにあたり，国土交通省 東北地方整備局 
酒田河川国道事務所，株式会社復建技術コンサルタン
ト，および温海地区防災工事協議会各社に多くのご指導
をいただいた。ここに記して感謝の意を表す。
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図19  上部フレア護岸据付完了
Fig.19  After installation of upper flare-shaped seawall


