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1. はじめに 

2019 年 8 月 28 日に発生した台風 21 号 (Jebi) は，第 2 室

戸台風に近い経路をとり，9 月 4 日に淡路島，神戸を通過

した．上陸時の移動速度も速かったため，近年にない強風，

高潮，高波をもたらした．第 2 室戸台風に基づいて想定さ

れた高潮水位を超えたため，堤外地には大きな浸水被害を

もたらしたが，防潮対策の高さ不足による市街地への高潮

の越流はほとんど確認されなかった．ウォーターフロント

開発に伴い，防潮ラインの外側，いわゆる堤外地に商業施

設が設けられることがある．台風 21 号来襲時に，海沿いに

整備されたボードウォーク背後にある煉瓦倉庫を再利用し

たレストランや，フェリーターミナル跡地に建てられたシ

ョッピング施設において，高潮による浸水被害が発生した． 
本研究の対象地域としたベルギーは，北海に隣接してお

り，冬には高潮や北西風による冬季風浪が発生する．海岸

沿いの町では，広い砂浜や海辺の景観を利用した観光業が

盛んで，遊歩道にはホテルやレストラン，ショップが建ち

並び，リゾート施設も充実している．さらに，人々は，海

辺の遊歩道に沿って建てられたマンションに住んでいる．

室内からの景観を重視するため，ベルギーの家の窓は大き

な掃き出し窓であることが多い．堤防を越波した海水が，

遊歩道沿いの建物に届く可能性があるが，窓や出入り口か

ら流入した場合の，屋内での越波水の挙動や波力について

検討された事例は見当たらない．越波の低減方法として，

消波ブロックなどの消波工を設置することは簡単だが，景

観を阻害してしまうため，そうした対策を取ることができ

ない．そのため，越波の低減方法として，遊歩道にベンチ

が設置されている． 
本研究では，水理模型実験を行うことで，天端の広い親

水堤防を越波した流れが，天端上に建てられた建物の外壁

および屋内壁面に作用する際の波力を調べることを目的と

する．さらに，堤防天端上設置したベンチによる越波水の

波力低減効果について評価する． 
 
2. 実験概要 

 水理模型実験には，長さ 30 m×幅 0.7 m×深さ 1.0 m の 2
次元造波水路を使用した．1/30 勾配の斜面を設け，高さ 0.6 
m の位置から天端の広い堤防模型を設置した．堤防模型は

図-1 に示すように，法面勾配が 1:2 で 0.50 m の遊歩道を有

する．また，遊歩道を板で仕切ることで，越波量と建物に

作用する波力データを同時に収集できるようにした．越波

量は幅 10 cm のシュートの容器を用いて収集した．越波力

のデータ収集には，波圧計を使用した．建物模型はマンシ

ョンの 1 階部分を想定し，写真-1 に示すように，高さ 82.5 
mm×幅 250 mm×奥行き 200 mm，天井高 67.5 mm の直方

体形状とした．開口がない場合とある場合とを考えた計 3
パターンを使用した．波圧計は，close モデルでは計 8 個，

底から 0 mm，25 mm，50 mm の位置に，open モデルでは，

外壁に 2 個，内壁に 7 個設置した．内壁のうち 2 個は天井

に設置した．建物前面の開口のパターンを図-2 に示す．実

験条件は，一様水深は 55.75 cm，57.0 cm，58.25 cmの 3 種

類，波高は 7.5 cm，10 cm，12.5 cm の 3 種類である．実験

には不規則波を用い，周期を 1.9 s とした． 
 
3. 実験結果 

 図-3 に，closed モデルでの建物外壁に作用する波圧分布

の 1 例を示す．縦軸を波圧計の設置高さ，横軸を波圧計で

測定された圧力の最大値，破線は静水圧分布である．波圧

計で測定された波圧分布と静水圧分布完全に一致していな

いものの，概ね近い分布がみとめられ，静水圧分布を基準

とした評価が可能であることがわかった． 
 図-4 に，open モデルでの，建物外壁，内壁に作用する波

圧計の 1 例を示す．縦軸は波圧計で測定した上位 2%平均

値，横軸は堤防法肩から波圧計までの距離である．すなわ

ち，50cmが建物前面，69cm が後面であり，天井は 68cm に

+で示している．建物外壁と内壁の圧力は，内壁の圧力計の

方が大きい値になっていることがわかる．case5 以降の実験

条件で，天井に設置した波圧計が応答した．ただし，case7
では，天井の波圧計は応答していない．このことから，一

様水深の変化よりも波高の変化の方が，建物内部の波圧計

に影響を与えやすいと考えられる． 
 図-5 に，遊歩道上のベンチによる越波の低減効果につい

て示す．縦軸をベンチ無し，横軸をベンチ有りの場合の 2%
最大波圧である．赤線は全ての近似線で，その数式も併せ

て示した．いずれの建物モデルでも 1 対 1 の黒線よりも概

ね下回っており，近似線の傾きについても 1 以下を示して

いる．このことから，どの条件でもベンチによる越波低減

効果があることがわかった． 
 図-6 に，ベンチ無しの越波流量を基準として，ベンチ有

りと遊歩道無しの越波流量との比を示す．縦軸は越波流量

の比，横軸は相対堤防天端高 hc/H0'である．相対天端高が大

きい時は，ベンチを設置することで十分な低減効果がみら

れる．一方で，相対天端高が小さくなるにつれて，ベンチ

の設置による低減効果が小さくなっていることがわかった．

遊歩道の効果については，ベンチの設置よりも大きな低減

効果がみられるが，相対天端高が小さくなるにつれて，遊

歩道無しの条件と越波流量はほとんど変わらなくなること

がわかった． 
 
4. 結論 

・ closed モデルに作用する越波力は，静水圧分布として

評価が可能であると示された．このことは，ベンチを

設置した条件でも同じことが言える． 
・ 開口を有する建物に作用する越波力は，建物前面に作

用する越波力と，背面に作用する越波力について概ね

一致していたが，一様水深や沖波有義波高が小さいと，

建物背面の越波力が大きい傾向がみられた． 
・ ベンチを設置することで，建物に作用する越波力は

20%程低減されることがわかった．一方で，越波流量

に関しては，相対堤防天端高が減少するにつれて，越

波流量の越波低減効果が減少していることが示された．

このことから，波高が高いと堤防を越波した波のほと



んどがベンチを乗り越えて越流してしまうため，低減

効果が薄れてしまうと考えられる． 
 

 

図-1 堤防および建物模型断面図 
 

 
写真-1 建物模型（H 82.5 mm×W 250 mm×L 200 mm） 

 

 
図-2 建物模型前面の開口パターン（白：開口部，斜線：

受圧面） 

 
 

 
図-5 建物に作用する波圧に及ぼすベンチの効果 

 
図-6 越波流量比と相対堤防天端高の関係 
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図-4 波圧計設置位置の違いによる波圧の測定結果 

 
図-3 close モデルの外壁に作用する最大波圧と静水圧

分布の関係（case5-8） 


