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まえがき＝フレア護岸TM 注）は，高潮・高波による越波
被害の軽減を目的として開発された海岸構造物であ
る 1 ）～ 3 ）。2004年に初めて高潮対策事業として採用され，
現地施工が実施された（図 1 ）。その後，これまでに約
10件採用されている。それらの採用案件では全て，縮尺
模型を用いた水理実験でその効果を確認しており，実際
の高潮・高波時にも徐々にその効果が確認されつつある。
　しかし，2011年 3 月11日に東北地方太平洋沖地震津波
が発生した際には，多くの海岸構造物やその背後構造
物，背後地盤が被害を受けた。フレア護岸は設置されて
いなかったが，フレア護岸の津波に対する知見はなかっ
たため，その水理特性を評価する目的で数値解析を実施

することにした。護岸形式は，フレア護岸，直立護岸，
および傾斜護岸の 3 形式とし，それらの数値解析結果を
比較して，フレア護岸の津波に対する水理特性を検証し
た。さらに，被害の原因と考えられた洗掘，衝撃力，お
よび津波力に着目して想定被害についても考察した。

1 . 東北地方太平洋沖地震による被害

　2011年 3 月11日に太平洋三陸沖を震源としたM9.0の
巨大地震が発生し，地震とそれに伴って発生した津波に
よって東日本を中心に甚大な被害が発生した。多くの海
岸構造物とその背後構造物，背後地盤も大きな被害を受
けた。本章では，我々が想定した原因ごとに分けて被害
事例を説明する。実際には，これら原因が重なったり，
他の原因もあったと考えられる。
1. 1　洗掘による被害
　津波によって背後地盤が被害を受ける原因の一つに，
津波が越流して洗掘されることが挙げられる。
　加藤ら 4 ） によると，大船渡市の越喜来海岸では，設
置されていた海岸堤防が破堤し，破堤箇所の陸側は大き
く浸食されていた（図 2 ）。また，高橋ら 5 ） によると，
仙台空港前面海岸では護岸背後で大規模な洗掘が生じて
おり，それによって護岸が壊れていたことが示されてい
る。
1. 2　衝撃力による被害
　陸上に越流した津波の衝撃力によって構造物に被害を
与えることがある。
　柿沼ら 6 ） によると，宮城県牡鹿郡女川町ではいくつ
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図 1  広島県呉市倉橋町のフレア護岸
Fig. 1  Flare-shaped seawall at Kurahashi-cho Kure-shi Hiroshima Pref
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もの鉄筋コンクリート構造物が倒壊し，基礎ごと横転し
たものもあることが示されている（図 3 のA）。
1. 3　津波力による被害
　津波が護岸に衝突する際には津波力が生じ，護岸その
ものが損壊することもある。
　柴山ら 7 ） によると，宮城県亘理町阿武隈川右岸河口
に位置する荒浜地区の海沿いにある鳥の海公園では海岸
堤防が損壊した（図 4 ）。また，福島県相馬市の相馬港
周辺では岸壁の一部が損壊し，陸上側に約30m運ばれた。

2 . 数値解析手法と計算条件

2. 1　数値解析による検証の目的
　 1 章で述べた東北地方太平洋沖地震における被害原因
に着目し，フレア護岸の津波に対する水理特性を評価す
ることを目的とした数値解析を実施することとした。
　フレア護岸の津波に対する水理特性を数値解析によっ
て評価するため，直立護岸および傾斜護岸についても同

様の数値解析を行い，それらの結果を比較することとした。
2. 2　数値解析手法
　数値解析手法としては，直交差分法に基づく数値波動
水路CADMAS-SURF8），9 ）が挙げられる。近年は実務で
も実施されつつあり，計算事例として津波の実験と計算
の比較が実施されている。また勝田ら10）は，有限体積
法に基づくFLUENT11）を用いてフレア護岸の波浪にお
ける水理特性の評価を実施した。
　本稿では，汎用流体解析ソフトであるFluent12を用い
た。解析には， 2 次元非定常のNavier-Stokes方程式，
波の形状を表すために空気－水 2 相流モデルの自由表面
流解析（Volume of Fluid：VOF法）11），乱流モデルとし
てk-εの 2 方程式モデルを使用した。
　直交差分法ではフレア前面の曲線形状が凹凸に表現さ
れてしまうため，要素サイズが計算結果に与える影響が
大きくなることが懸念された12）。このため本稿では，フ
レア前面の曲線形状を滑らかに表現できる有限体積法を
用いた。
2. 3　数値解析計算モデル
　フレア護岸を中心とする計算領域の概略を図 5 に示
す。護岸高さは 7 m，静水深は 3 mとした。護岸の上方
はフレア部として海側へ 5 m張り出した。なお，フレア
護岸下部のフーチングはモデル化しなかった。計算時間
を考慮して，護岸から300m海側の位置を入力境界とし，
護岸背後の陸上部は護岸から500mの範囲を計算領域と
した。越流した津波をためるための貯水枡を背後に設け
た。枡の大きさは，深さ100m，幅500mとした。海底勾
配は水平とした。
　直立護岸および傾斜護岸の計算モデルに対しても，護
岸高さ，水深，海底勾配などの条件は同じとした。傾斜
護岸の勾配は 1 ： 1 とした。
　フレア護岸周辺領域の要素分割図を図 6 に示す。要素
分割数は約71,000である。直立護岸では70,000，傾斜護

図 4  亘理町荒浜地区における海岸堤防の被害
Fig. 4  Collapsed sea embankment of shore of Arahama area, Watari-

cho

図 3  女川町における鉄筋コンクリート建造物の倒壊
Fig. 3  Collapsed reinforced-concrete structure in Onagawa-cho

図 2  大船渡市越喜来海岸の破堤部
Fig. 2  Broken sea embankment of shore of Okirai, Ohfunato-shi

図 6  フレア護岸周辺領域の要素分割図
Fig. 6  Mesh layout around flare-shaped seawall

図 5  数値計算領域の概略図
Fig. 5  Schematics of numerical analysis area
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岸では72,000である。なお，最小要素幅は100mmである。
　非定常計算での時間刻み幅⊿tは0.001sと設定し，計算
時間はどの護岸に対しても300秒間とした。
2. 4　計算条件
　津波のモデル化にあたっては，入力条件の簡略化のた
め，図 5 に示した入力境界に津波高さと流速を一様に与
えた。入力する津波は段波とし，この段波の入力速度は，
福井ら13）の導いた段波に関する式を参照し，式（ 1 ）
を用いて算出した。

　　　  　　　　　　　　　 …………………………（ 1 ）

ここに，
　　U：津波流速（m/s），c：Bore流速（m/s），
　　ζ：Bore高さ（m），H：津波高さ（m）， 
　　g：重力加速度（m/s2），h：静水深（m），
　　η：段波の全水深と静水深の比に関する係数
　式中の各変数は図 7 に示したとおりである。なお，静
水深部の流速u≒0（m/s）である。津波高さHは 5 mと
7 mの 2 種類とし，ηは福井ら13）の結果より1.03とした。
　式（ 1 ）により求めた 2 種類の津波高さでの津波流速
およびBore流速を表 1 に示す。解析の入力条件は，
図 5 に示した入力境界における津波高さ全体に対して津
波流速を一様に与えた。

3 . 解析結果

3. 1　津波の進行と流速
　津波高さ 5 mの場合の津波の進行の様子を図 8 に，護
岸から陸側への距離10m，水深0.5mの位置における，
津波の流速（ここでいう流速とは，速度の大きさ：
　　　　　を表す）の時刻歴を図 9 に示す。直立護岸
では，護岸に衝突した津波が鉛直に打ち上がっている。
傾斜護岸では津波が打ち上がらず，護岸をそのまま遡上
している。フレア護岸では，津波を海側へ返しており，
打ち上がりの高さも直立護岸に比べて低くなっている。
　各護岸に津波が到達した直後の流速は，傾斜護岸，直

立護岸，フレア護岸の順に大きい。津波が到達するまで
の時間は，傾斜護岸，直立護岸，フレア護岸の順に早く，
傾斜護岸とフレア護岸で到達時間の差は約 3 sである。
　津波高さ 7 mの場合の津波の進行の様子を図10に，護
岸から陸側への距離10m，水深0.5mの位置における津波
の流速の時刻歴を図11に示す。直立護岸では，護岸に
衝突した津波が上方約10mまで高く打ち上がり，その
後，陸側の地面に打ち付けるようにして越流していく。
傾斜護岸では，津波は護岸に衝突した後，陸側へ飛び出

U＝cζ
H 

g（H＋h）
2H（H－ηζ） ＝ζ

u＝ ux
2＋uy

2

図10  津波の進行の様子（津波高さ： 7 m）
Fig.10  Movement of tsunami (tsunami height: 7 m)

図 9  津波の流速の時刻歴（津波高さ： 5 m，護岸からの距離：10m）
Fig. 9  Time history of tsunami velocity (tsunami height; 5 m, 

distance from sea walls: 10m)

図 8  津波の進行の様子（津波高さ： 5 m）
Fig. 8  Movement of tsunami (tsunami height: 5 m)

図11  津波の流速の時刻歴（津波高さ： 7 m，護岸からの距離：10m）
Fig.11 Time history of tsunami velocity (tsunami height; 7 m, 

distance from walls: 10m)

図 7  式（ 1 ）中の変数の意味
Fig. 7  Definition of variables in equation ( 1 )

表 1  各津波高さにおける津波速度，Bore速度
Table 1  Tsunami velocity and Bore velocity of each case
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すように越流する。打ち上がりの高さは直立護岸と比べ
ると低い。フレア護岸では，津波を海側へ返すような様
子はなく，打ち上がりの高さは直立護岸と比べるとやや
低いが，傾斜護岸と比べると高い。津波が到達した直後
の流速には各護岸でほとんど差がないが，直立護岸では
流速が 2 度大きくなっており，流れが大きく乱れている
と考えられる。津波が到達するまでの時間に差はある
が，その差は約0.5sである。
3. 2　津波の衝撃力
　津波の衝撃力の評価においては，護岸が越流した津波
が構造物に当たった時に発生する衝撃力とし，その算出
には平石14）が提案している式（ 2 ）を用いた。

　　I＝　ρCD（Du2）max ………………………………（ 2 ）

ここに，
　　I：衝撃力（kN/m），ρ：海水の密度（t/m3）
　　CD：抵抗係数，D：全水深（m）
　　u：津波先端断面での最高流速（m/s）
なお，海水の密度ρ＝1.03（t/m3），抵抗係数CDは平板と
して2.0とした。
　津波高さ 5 mの場合の護岸からの距離と津波先端の最
大流速の関係を図12に，護岸からの距離と津波先端の
浸水水深の関係を図13に，護岸からの距離と津波先端
の衝撃力の関係を図14に示す。これらの結果より，衝

撃力はフレア護岸の場合に小さく，護岸直後（図12～図
14における横軸の 5 mの位置）では直立護岸の約半分に
なる。これは，護岸直後の浸水水深が，フレア護岸では
約0.65m，直立護岸では約0.9m，傾斜護岸では約0.95m
であり，フレア護岸の場合に最も小さいことが影響して
いると考えられる。
　また，津波高さ 7 mの場合の護岸からの距離と津波先
端最大流速の関係を図15，護岸からの距離と津波先端
浸水水深の関係を図16，護岸からの距離と津波先端衝

1
2

図16  護岸からの距離と津波先端浸水水深の関係（津波高さ： 7 m）
Fig.16 Relationship between distance from seawalls and flood depth 

of tsunami tip (tsunami height: 7 m)

図15  護岸からの距離と津波先端最大流速の関係（津波高さ： 7 m）
Fig.15 Relationship between distance from seawalls and maximum 

velocity of tsunami tip (tsunami height: 7 m)

図14  護岸からの距離と津波先端衝撃力の関係（津波高さ： 5 m）
Fig.14 Relationship between distance from seawalls and impact of 

tsunami tip (tsunami height: 5 m)

図13  護岸からの距離と津波先端浸水水深の関係（津波高さ： 5 m）
Fig.13 Relationship between distance from seawalls and flood depth 

of tsunami tip (tsunami height: 5 m)

図12  護岸からの距離と津波先端最大流速の関係（津波高さ： 5 m）
Fig.12 Relationship between distance from seawalls and maximum 

velocity of tsunami tip (tsunami height: 5 m)
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撃力の関係を図17に示す。
　これらの解析結果より，フレア護岸と直立護岸の衝撃
力が同等で大きいことが分かる。護岸からの距離が約
15mの位置で最も大きく，フレア護岸では傾斜護岸の約
4.5倍になる。これは，流速がフレア護岸では約23m/sに
対し，傾斜護岸では13m/sであること，および浸水水深
がフレア護岸では約1.8mに対して傾斜護岸では1.2mで
あることが影響している。フレア護岸と直立護岸で流速
が大きくなるのは，図10に示したように，打ち上がった
津波の落下による流速と，津波の水平方向の流速が相乗
されたことが原因であると考える。簡易的に，エネルギ
ー保存則で位置エネルギーが運動エネルギーとなったと
考えると，打ち上げ高さが10mの場合の地上面での自由
落下速度は14m/sであり，津波の水平方向の速度を傾斜
護岸の速度と同等と考え，約13m/sとすると，相乗した
速度は約19m/sで，これは図15の最大流速のグラフにお
ける，約20m/sに近い。
　津波高さ 5 mの場合の，直立護岸とフレア護岸の前面
における時刻35秒での流速ベクトル図を図18に示す。
両護岸とも前面に渦が発生しているが，直立護岸では渦
が非常に小さいのに対し，フレア護岸では渦がフレアの
形状に沿って大きくなっている。この渦の発生に伴い，
津波が護岸に衝突して水面が盛り上がる位置が直立護岸
よりも海側に移動している。また，この渦の発生によっ
てエネルギーの減衰が発生し，津波高さ 5 mの場合には
越流した津波の衝撃力が低下したのではないかと考え
る。津波高さ 7 mの場合にも同様に渦が発生するが，そ
の渦高さの倍以上高く津波が越流したため，同様の効果
を得ることができなかったと考える。
3. 3　津波力
　津波力に関しては，時刻歴から判断して津波先端が護
岸に衝突する時に作用する衝撃的波力と津波が越流して
護岸に定常的に作用する静的波力とに分けた。
　津波高さ 5 mと 7 mにおいて，各護岸に作用する衝撃
的波力と定常的な静的波力の大きさを表 2 に示す。この
津波力は，護岸面に鉛直に作用する力を示す。また，式

（ 3 ），（ 4 ）の港湾の基準15）に示されている津波の波力
を算出し，表 2 に示した。

　　η*＝3.0aI …………………………………………（ 3 ）
　　p1＝2.2ρ0 gaI ………………………………………（ 4 ）
ここに，η*：静水面上の波圧作用高さ（m）
　　　　aI：入射津波の静水面上の高さ（振幅）（m）
　　　　ρ0 g：海水の単位体積重量（kN/m3）
　　　　p1：静水面における波圧強度（kN/m2）
　解析結果による衝撃的波力および静的波力の大きさは
ともに，フレア護岸，直立護岸，傾斜護岸の順に大きい。
また，解析結果による衝撃的波力と基準による津波波力
を比較すると，各護岸とも解析による衝撃的波力の方が
非常に大きい。これは，解析で得られた衝撃的波力は瞬
間的なピーク値であり，計算時間刻みの影響を受けるこ
とが原因である。実際に設計を行う際，数値解析での衝
撃的波力の扱い方は今後の課題であると考える。
　解析結果による越流後の津波の静的波力は，基準によ
る津波波力に比べて非常に小さい。基準による津波波力
は約300～600（kN/m）であり，これは通常，フレア護
岸の設計において採用している押し波波力と同等であ
る。

図18  護岸前面の流速ベクトル図（津波高さ： 5 m）
Fig.18  Vector field of fluid velocity (tsunami height: 5 m)

表 2  各護岸に作用する津波波力
Table 2  Tsunami power acting on each seawalls

図17  護岸からの距離と津波先端衝撃力の関係（津波高さ： 7 m）
Fig.17 Relationship between distance from seawalls and impact of 

tsunami tip (tsunami height: 7 m)
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4 . 考察

4. 1　フレア護岸での津波の想定被害
4. 1. 1　洗掘による想定被害
　東北地方太平洋沖地震での津波では護岸背後の地盤が
洗掘された。洗掘の被害の原因として本稿では，越流時
の流速を取り上げることとした。数値解析の結果，津波
高さが護岸高さを大幅に上回っている場合，フレア護岸
での流速は直立護岸や傾斜護岸と同程度となるため，大
きな効果は期待できないと考える。一方，津波高さが護
岸高さと同程度の場合には，フレア護岸での流速は直立
護岸や傾斜護岸に比べて減少するため，洗掘による被害
を軽減できる可能性があると考える。
4. 1. 2　衝撃力による想定被害
　東北地方太平洋沖地震での津波では，護岸を越流した
津波によって，背後構造物に被害が発生した。数値解析
の結果，津波高さが護岸高さを大幅に上回っている場
合，フレア護岸と直立護岸の場合で背後構造物への衝撃
力は同程度であるため，大きな効果は期待できないと考
えられる。しかしながら，津波高さが護岸高さと同程度
の場合には，直立護岸に比べて，フレア護岸での衝撃力
は護岸直後で約半分となり，背後構造物に与える衝撃力
が大幅に軽減され，被害も軽減できると考えられる。
4. 1. 3　津波力による想定被害
　東北地方太平洋沖地震による津波では護岸そのものも
損壊した。フレア護岸では，直立護岸や傾斜護岸に比べ
て護岸に作用する津波力が大きくなる傾向があり，護岸
自身の被害は受けやすいと考えられる。したがって，そ
の津波力に抵抗する構造設計が重要である。
4. 2　フレア護岸の提案構造と今後の課題
　高潮・高波対策に加え，津波対策護岸に向けたフレア
護岸の提案としては図19のような構造を考える。この
構造の特長は，フレア部で高潮・高波による越波を抑え，
さらに津波にも対抗する。そして前述の考察で示したよ
うに，フレア護岸は津波力が大きくなる傾向にあること
から，鋼管杭によって抵抗する。さらに，鋼管杭によっ
て地震による水平力，地盤沈下にも抵抗できる粘り強い
構造となる。また，前述の考察より，フレア護岸の想定
被害が直立護岸よりも大きく低減できるとはいえないた
め，高潮・高波対策として必要な護岸高さと設計津波高

さが同程度であることが望ましいと考える。
　実際の津波を考慮した護岸設計においては，想定され
る津波高さよりも護岸高さを高くし，越流させないこと
が基本である。したがって，津波を越流させないとした
場合のフレア護岸の水理特性を，実験や数値解析で検証
することが今後の課題であると認識している。

むすび＝東北地方太平洋沖地震津波による被害の原因と
考えた洗掘，衝撃力，および津波力に着目し，数値解析
を用いてフレア護岸の津波に対する水理特性を検討し
た。直立護岸および傾斜護岸と比較して以下のようなこ
とが分かった。なお，護岸高さは 7 mとしている。
・津波高さ 5 mでは，フレア護岸の場合，他の護岸形式

に比べて，津波が護岸を越流して背後構造物に衝突し
た時の衝撃力を大きく低減できることが分かった。こ
れは，フレア護岸前面に発生する渦による影響のた
め，流速が抑えられるためと考えられる。

・津波高さ 7 mでは，フレア護岸背後の衝撃力は直立護
岸に比べると小さいものの，低減効果はそれほど大き
くなく，傾斜護岸での衝撃力がより小さくなることが
分かった。これは，フレア護岸，直立護岸ともに打ち
上がった波の落下による速度上昇の影響によるものと
考えられる。

・護岸に作用する津波力は，直立護岸や傾斜護岸に比べ
フレア護岸で大きくなる傾向があり，構造の安定性の
検討の際には留意が必要である。 

・津波が越流した時のフレア護岸の想定被害は，津波高
さが護岸高さと同程度であれば背後構造物に関しては
抑えられる一方，津波高さが高くなると直立護岸と変
わらないと考えられる。
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図19  フレア護岸の提案パース図
Fig.19  Proposed perspective drawing of flare shaped seawall


