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海岸護岸の天端高の設定においては，越波流量を許容値以下に抑えることが最も重要であるが，環境面や景観面から

天端高はできる限り抑えたいという要求もある．護岸の前面海域への拡張に制限がある場合は，消波ブロックを積み上

げて形成される直立消波ブロック護岸が適用される場合がある．しかし，消波ブロックの形状は様々であり，それらの

違いによる越波特性の比較検討はあまり行われていない．本研究では，斜積消波ブロック護岸の越波低減効果について

水理実験により検討する．実験の結果，菱形開口部を有する斜積消波ブロック護岸は，蓋型の天端工にした場合，相対

天端高の値が1.0よりも大きい条件において越波低減効果に期待ができることがわかった．また，反射率と打上げ高につ

いても検討した結果，直立護岸に比べて反射率は低くなり，最大打上げ高を小さく抑えられることがわかった． 
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1. はじめに 

 海岸護岸の天端高の設定においては，越波流量を許容値

以下に抑えることが最も重要であるが，環境面や景観面か

ら天端高をできる限り抑えたいという要求もある．これま

でに様々な消波護岸が開発されてきたが，その中の一つに，

消波ブロックを積み上げることにより形成される直立消波

ブロック護岸がある．異型ブロックを前面に積み上げて設

置する一般的な消波護岸のように海域を占有することがな

いため，直立消波ブロック護岸は，主に，航路や泊地が狭

隘で前面海域に制約のある港湾や漁港内で，消波機能が必

要な場合に適用されている．直立消波ブロック護岸の特徴

は，ブロックの空隙により波エネルギーの吸収を期待でき

ること，規格化された型枠を使うのでブロックの製作が容

易であること，ブロックを単純に積み上げていくので施工

が容易であることなどである．さらに，消波ブロックを斜

積みにする構造の場合には，土圧を軽減し安定性のある構

造体となる． 

 海岸護岸の設計は，合田ら 1) の越波流量算定図や高山ら
2) による越波流量算定式を用いた許容越波流量の概念に基

づいて行われるが，直立護岸と異形ブロック積み消波護岸

に限定されている．直立消波ブロック護岸にも，ある程度

の一般的な目標範囲は設定されているが，個々の消波ブロ

ックの形状が異なるため，水理模型実験等により検討を行

う必要がある．例えば，島田ら 3) は六角形開口部を有する

直立消波ブロック護岸の水理模型実験を行い，越波特性と

打上げ高について直立護岸の実験結果と比較することで，

消波性能を評価しているが，他の直立消波ブロック護岸と

の比較はなされていない．一方で，竹田ら 4) は，直立壁堤，

4 種類の消波ブロックを使用した直立消波構造堤，および

異形ブロック被覆堤の計 6種類の消波特性について検討し

ているが，防波堤に適用する際の共通の設計法の確立を目

的としている．越波流量についての評価はされていないた

め，得られた結果を海岸護岸の設計に用いることは難しい． 

 本研究では，菱形開口部を有する斜積消波ブロック護岸 

(以下，Block-D) の越波実験を行い，施工事例の多い六角

形開口部を有する斜積消波ブロック護岸 (以下，Block-W) 

および直立護岸との比較を通じて，越波性能の評価をする

ことを目的とする．さらに，護岸天端工の種類について，

通常のパラペット後退型と蓋型 (以下，Block-D-lid) の比較

も行う．また，越波流量ではなく，打上げ高に基づいて護

岸の天端高を決定することもあるため，打上げ高の実験を

同時に実施し，間瀬ら 5) により提案された打上げ・越波統

合算定モデルを用いて直立護岸との比較を行うことで，

Block-D護岸の打上げ高の低減効果を評価する． 

 

2. 実験方法 

(1) 模型ブロック 

 実験に使用したBlock-D護岸の正面および断面形状を図

-1 に示す．法面勾配は 0.3 割である．縮尺は 1/15 とした．

また，比較対象としたBlock-W護岸の正面・断面形状を図

-2に示す．法面勾配はBlock-D 護岸と同じ 0.3 割だが，縮

尺は 1/12.5である．図-3にはBlock-Dのパラペット後退型

と蓋型の 2種類の天端工を示す． 

 

 

図-1 Block-D護岸の形状（空隙率：全体 40.1%，上面 32.6%） 

 

 
図-2 Block-W護岸の形状（空隙率：全体38.9%，上面19.5%） 



 

 

(2) 越波実験 

 実験は，図-4に示すように，長さ 30 m×幅 0.7 m×高さ

1.0 mの二次元造波水路内に，勾配が 1/30もしくは 1/10の

斜面を設け，その上に斜積消波ブロック護岸を設置して行

った．ブロックの段数は 2～5段とした．入射波には，修正

Bretschneider-光易型スペクトルの不規則波を用いた．波高，

周期，水深等の諸条件は，表-1に示すように，合田の越波

流量算定図と同様の相対天端高，相対水深，波形勾配とな

るように設定した．作用波数は 1000波とした． 

 越波量の測定は，模型護岸の天端に幅 10 cmのシュート

を設置し，その後方にコンテナを取り付けて，そこに流れ

込んだ越波水を採取して測定した．越波量の測定結果をシ

ュート幅と計測時間で割ることにより，単位幅・単位時間

当たりの平均越波流量 q (cm3/cm･s) を算出した． 

(3) 打上げ高および反射率実験 

 打上げ高実験は，越波実験と同様の波浪条件で，海底勾

配が 1/30 の場合には入射波の作用波数を 200～600 波，海

底勾配が 1/10 の場合には作用波数を 1000 波とし，ブロッ

クの段数を 3～5段とした．打上げ高は，模型護岸の法面を

延長するように板を設置し，その板に沿うように設置した

波高計 (WG.5) によって計測した．板と波高計の間隔は3 ~ 

5 mmである． 

 反射率については，護岸から 1波長離した位置に設置し

た波高計 (WG.4) と，もう一つ沖側の波高計 (WG.3) を用

いて，入反射波分離法で算定した．波高計間隔は，沖側の

一様水深に設置した 2つの波高計 (WG.1と 2) を，波浪条

件に応じて，スペクトル幅に合わせて変えた間隔と同じに

設定した． 

 

3. 越波流量 

(1) 各種消波護岸と直立護岸の無次元越波流量 

 図-5に，波形勾配H0'/L0 = 0.036の際の各消波護岸の越波

流量と相対水深の関係を示す．消波護岸の種類と相対天端

高は凡例に示すとおりである．実線と破線は，合田ら 1) に

より作成された直立護岸および異形ブロック積み消波護岸 

(以下，Block-mounted) の越波流量算定図の値をそれぞれ用

いている．縦軸は無次元越波流量，横軸は相対水深 h/H0'

である．なお，同じ条件で 2つ以上のプロットがあるのは，

ブロック段数の違いによるものである． 

 越波流量の低減効果は，消波護岸の種類，海底勾配に関

わらず，相対天端高 hc /H0' が大きいほど顕著にあらわれて

いる．海底勾配 1/30の場合には，h/H0' の値が大きくなるほ

ど越波低減効果が大きく，Block-mountedと同等かそれを上

回っているが，海底勾配 1/10の場合には，h/H0' の値が大き

くなっても越波低減効果が大きくなる傾向はみられなかっ

た．紙面の制約上，ここではH0'/L0 = 0.036の結果しか図示

実線：直立護岸 破線：異形消波ブロック護岸
○：Block-D ☓：Block-W △：Block-D-lid

hc/H0’=0.5

hc/H0’=1.0
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hc/H0’=2.0

i = 1/30

H0’/L0=0.036

 
(a) 海底勾配 1/30 

hc/H0’=0.5

hc/H0’=1.0

hc/H0’=1.5

hc/H0’=2.0

実線：直立護岸 破線：異形消波ブロック護岸
○：Block-D ☓：Block-W △：Block-D-lid

i = 1/10

H0’/L0=0.036

 
(b) 海底勾配 1/10 

図-5 各種消波護岸と直立護岸の無次元越波流量の比較 

 

 
図-4 実験水路断面図（ブロック段数 5段の場合） 

 

 
(a) 後退型 (Block-D) 

 
(b) 蓋型 (Block-D-lid) 

図-3 Block-D護岸の天端工 

 

表-1 実験条件 

 Block-D Block-W 

実験縮尺 1/15 1/12.5 

周波数スペクトル 修正Bretschneider-光易型 

作用波数 1000 200 ~ 400 

堤前水深 (h) 2.57 ~ 25.56 cm 11.2 ~ 50.5 cm 

沖波周期 (T0)  0.77 ~ 2.26 sec 1.19~2.63 sec 

換算沖波波高 (H0' ) 3.20 ~ 12.11 cm 7.78 ~ 15.02 cm 

波形勾配 (H0'/L0) 0.012, 0.017, 0.036 

相対水深 (h /H0' ) 0.5 ~ 7.0 0.5 ~ 5.0 

相対天端高 (hc /H0' ) 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 

ブロック段数 2 ~ 5段 2 ~ 6段 

海底勾配 1/30, 1/10 

 



 

 

していないが，波形勾配が大きくなるにつれて越波低減効

果が大きくなることを確認できた． 

(2) 各種消波護岸の越波低減効果 

 各消波護岸の越波低減効果を，直立護岸の越波流量に対

する比で表した結果の一例を図-6に示す．図-6は海底勾配

1/10，波形勾配H0'/L0 = 0.036，hc /H0' =2.0の場合の結果であ

り，縦軸は各消波護岸の無次元越波流量を直立護岸の無次

元越波流量で除した qA /qV，横軸は相対水深 h/H0' である．

ブロックの種類は凡例に示すとおりである．各消波護岸の

qA /qVの値は 1.0 を下回り，越波低減効果を期待できる．

Block-mountedは，h /H0'に関わらず qA /qVの値にほとんど

変化はみられなかったが，その他の消波護岸は，h 

/H0'=3.0~5.0の領域において qA /qVの値が 1.0を上回ってい

る．Block-D は，Block-W に比べると，全体的に越波低減

効果が低い傾向にある．一方，蓋型のBlock-D-lidの越波低

減効果は，Block-W と比較すると同程度か，条件次第では

Block-Wよりも上回る場合がある．これは，図-1に示した

ように，Block-D は上面の空隙率が 32.6%と大きいのに対

して，図-2 のように Block-W は空隙率が 19.5%と小さい．

そのため，Block-D は遊水室に流入した波が打ち上がって

越波するために，越波低減効果が低くなると考えられる．

このことは，天端工を蓋型にしたBlock-D-lidで，越波低減

効果が大きく改善されたことからもいえる．  

(3) 換算天端高係数 

 図-7は，図-5をもとに，海底勾配 1/10，波形勾配H0'/L0 = 

0.012の際の直立護岸とBlock-D-lidの越波流量の差を天端

高に換算したものである．縦軸は越波流量が等しくなると

きの直立護岸と各種消波護岸の所要天端高の比 hca /hcv，横

軸は相対水深 h/H0' である．h /H0' < 2.0の領域において，hca 

/hcv は相対天端高 hc /H0' に関わらず 0.7 ~ 1.0程度となり，

天端高低減効果を期待できる．しかし，h /H0' > 2.0の領域

においては， h /H0' の値が大きくなるにつれて hca /hcvが大

きくなっていることから，天端高低減効果は期待できない

ことがわかる．また，図-8は，i=1/10，H0'/L0 = 0.012，hc /H0' 

= 0.5の際の直立護岸と各種消波護岸の越波流量の差を，天

端高に換算したものである．縦軸と横軸は図-7と同様であ

る．h /H0' < 2.0の領域において，hca /hcv は消波護岸の種類

に関わらず 0.7 ~ 1.0程度となり，天端高低減効果を期待で

きる．特に，Block-D-lidはBlock-mounted と同等の hca /hcv

の値を示しており，直立護岸よりも所要天端高を低減でき

ることがわかる． 

(4) 斜積ブロックの段数と無次元越波流量の関係 

 図-5において，同一条件にもかかわらず，斜積ブロック

の段数により無次元越波流量に違いが生じていた．この違

いに着目した検討結果の一部を図-9に示す．縦軸は無次元

越波流量，横軸は斜積ブロックの段数であり，パラメータ

は凡例に示すとおりである．直線は，各相対天端高の結果

を一次近似したものである．相対天端高が 1.5 以上の場合

には，段数が増えるにつれて無次元越波流量は増加してい

るが，1.0以下の場合には横ばいもしくは微減している結果

が得られた．紙面の制約上，ここでは図示していないが，

いずれの波形勾配においてもほぼすべてのケースで同様の

傾向が確認できた．Block-D-lidの越波流量算定図を作成す

る際には，本節で求めた一次近似式を用いることでブロッ

クの段数に応じた越波流量を算定することができる． 

 

4. 反射率 

 図-10は，海底勾配1/30の際の反射率と波形勾配の関係を示し

たものであり，縦軸は反射率，横軸は波形勾配である．黒塗りの

点は，各波形勾配の反射率の平均値である．堤前で砕波する条件

は，反射率が著しく低下したため，除外した．波形勾配が大きく

なるにつれて反射率の平均値は低下しているものの，大きな変化

はみられなかった．各波形勾配において反射率にばらつきがみら

れたため，相対水深と反射率の関係を調べた結果を図-11に示す．

H0'/L0 = 0.012，H0'/L0 = 0.017の場合は，相対水深が大きくなるにつ

れて反射率も大きくなる傾向がある．これは，相対水深が大きく

○ ：Block-D

☓ ：Block-W

△ ：Block-D-lid

破線：Block-mounted

i = 1/10

H0’/L0=0.012

hc/H0’=2.0

 
図-6 直立護岸に対する各種消波護岸の越波低減効果 
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△：4段 ○：5段

i = 1/10

H0’/L0=0.012

 
図-7 換算天端高係数 (Block-D-lid) 

 

：Block-D

：Block-W

：Block-D –lid

：Block-mounted

▽：2段 □：3段
△：4段 ○：5段

i = 1/10

H0’/L0=0.012

hc/H0’=2.0

 
図-8 各種消波護岸の換算天端高係数 

 

：hc/H0’=0.5

：hc/H0’=1.0

：hc/H0’=1.5

：hc/H0’=2.0

i = 1/10

H0’/L0=0.012

hc/H0’=2.0

 
図-9 斜積ブロックの段数と無次元越波流量の関係 



 

 

なるにつれて越波流量が少なくなり，堤体から反射する波の割合

が多くなるためと考えられる． 

 

5. 打上げ高 

 図-12に，Block-D-lidの海底勾配 1/10の際の越波流量と

打上げ高の関係を示す．波形勾配による違いはほとんどみ

られなかったため，ここでは分類せずに示す．縦軸は無次

元越波流量，横軸は最大打上げ高を換算沖波波高で除した

値である．実線は，間瀬ら 5) により提案された打上げ・越

波統合算定モデル（IFORM）の式(1)および(2)を用いて，打

ち上げ高の実験値から越波流量を算定した結果である．ま

た，記号でプロットしたものが，本研究で行った実験結果

である． 
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ここに，Rmaxは最大打上げ高，Rcは天端高，cot αは法面勾

配である． 

 IFORMによる算定値と実験値は概ね一致しているが，無

次元越波流量の値が1.0×10-4を下回ると算定値よりも最大

打上げ高が小さくなっているケースが多い．このことから，

無次元越波流の値が小さい条件においては最大打上げ高の

低減効果も小さく，越波低減効果が大きい条件では最大打

上げ高の低減効果も大きいことがわかる．また，本研究の

結果では，天端高より最大打上げ高が小さい場合でも越波

が生じている．これは，IFORMは，天端高より最大打上げ

高が小さい場合には越波は生じないという仮定で検討して

いるが，本実験では微量の越波も計測しているためである．

さらに，IFORMは越波流量が少ない場合には精度が低下す

ることが示されているが，この図においても越波流量が少

ない場合には実験値と算定値に差があることが確認できる． 
 

6. 結論 

 本研究では，2 種類の斜積み消波ブロック護岸の越波流

量の低減効果を直立護岸と比較・検討した．また，

Block-D-lid護岸については，打上げ高についても検討した．

本研究で得られた主な結果は，以下のとおりである． 

(1) Block-D，Block-W ともに相対天端高が大きいほど越波

低減効果を期待できる． 

(2) Block-D 護岸は，蓋型の天端工 (Block-D-lid) にした場

合，すべての条件で直立護岸よりも越波を低減できる．  

(3) Block-D-lid は条件によっては消波護岸 (Block-mounted) 

と同等の天端高低減効果を有する． 

(4) 同等の実験条件であったとしても，斜積み消波ブロッ

クの段数によって越波流量に違いが生じた． 

(5) 反射率は，波形勾配による違いはみられなかったが，

相対水深により変化する． 

(6) Block-D-lid の最大打ち上げ高は，無次元越波流量の値

が 1.0×10-4 を下回る条件においては最大打上げ高の低

減効果も小さく，越波低減効果が大きい条件では最大打

上げ高の低減効果も大きい． 
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図-10波形勾配と反射率の関係 (Block-D) 
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図-11 相対水深と反射率の関係 (Block-D) 
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図-12 越波流量と打上げ高の関係 (Block-D-lid) 


