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緊急時に海底から浮上する直立浮上式防波堤の開発 
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  港湾などの湾口部は船舶の航行確保のために開かれており，津波や高波が湾口から侵入し，

河川のみならず陸上を遡上することによって被害が拡大することが懸念されている．本報では，こ

のような問題を解決するために開発された“直立浮上式防波堤”について紹介する．直立浮上式

防波堤は，上部鋼管と下部鋼管から構成されるさや管構造であり，常時は海底に格納されてお

り，津波や高波来襲時などの異常時に上部鋼管を上昇させる．また，災害回避後には上部鋼管

を沈降させ，早期に航路を開放することが可能である． 

  

   

 
 
|1. はじめに 

我が国では，人口や都市機能が沿岸域に集中しており，3.11 東日本大震災以降，東海・東南

海・南海地震発生の切迫性が指摘される上，地球温暖化による海面上昇や台風の大型化など，

沿岸域における津波や高波による災害リスクは年々高まっている． 

全国各地の港湾では，津波や高波などの災害から人命や施設を守るため，防波堤の整備が

進められてきた．しかし，港湾などの湾口部は，航路を確保するとともに利便性を優先する必要性

があることから，固定式防波堤を設置することは難しく，開口部から侵入する津波や高波などによ

る災害を受け易い． 

直立浮上式防波堤は，このような問題を解決できる可動式防波堤であり，図１に示すように平

常時には船舶の航行を阻害しないように防波堤を海底面下に格納し，津波や高波などが来襲し

た異常時のみ防波堤が海面上に浮上し，港口部を封鎖し侵入波を遮蔽する機能を有する世界

に類のない可動式防波堤である． 

図１ 直立浮上式防波堤概要 
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本防波堤は，2004 年に(株)大林組，東亜建設工業(株)，新日鉄エンジニアリング(株)，三菱重

工業(株)の民間４社と(独)港湾空港技術研究所からなる共同研究グループを結成し，官民共同で

開発を行ってきた． 

|2. 構造と特徴 

2.1 構造概要 

直立浮上式防波堤は，図２に示すように海底に設置された下部鋼管とその内側に挿入された

浮上・沈降が可能な上部鋼管（可動鋼管）からなるさや管構造である．上部鋼管を壁状に配置し

て防波堤を形成するが，隣り合う上部鋼管との間は下部鋼管設置上数センチの隙間が生じるた

め，防波堤の延長に対して微小な開口部を有している． 

図２ 直立浮上式防波堤の断面  図３ 副管設置による遮蔽率の向上 

なお，押し波時には，図３に示すようにこの開口部の一部は，副管により，塞ぐことで開口率を

下げることが可能である． 

海底に固定されている下部鋼管には，陸上の送気設備につながる送気管を接続している． 

海底に格納された上部鋼管内に送気後，その内圧上昇による上向き力が上部鋼管の有効重

量を上回ると浮上が開始され，水面上に突出し，下部鋼管に設置したストッパーにより，一定の高

さで停止する．また沈降は上部に取付けられた排気バルブを開放した上で上部鋼管内の空気を

排出することで行う．なお浮上・沈降の速度は，送気量・排気量によって調整することが可能であ

る． 

2.2 特長 

本防波堤は，前述のとおり上部鋼管内部への送気及び排気によって，上部鋼管の浮上・沈降

を制御することが可能であり，以下に示すような特長を有する． 

① 常時は海底に格納されており，船舶航行の支障とならない．また，潮汐や海流に影響を与

えないため，港内の海水交換の妨げとならない． 

② 上部鋼管の浮上・沈降には浮力及び高圧空気の送気／排気を利用し，大規模な駆動装

置を必要とせず，機構が単純であり管理が容易である． 

③ 海底に格納されているため，地震に対する安全性が高い． 

④ 構成材料は施工実績の多い鋼管であるため，材料に対する信頼性及び安全性が高い． 
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このような特長より，本防波堤を港湾の港口部（航路部）に設置することで，津波や高波による

災害を防止したり，港内静穏度を確保して荷役稼働率を向上させたりすることが可能である．本

防波堤の利用例を図４に示す． 
 
 

図４ 直立浮上式防波堤の利用例 

|3. 構造と特徴 

本防波堤の開発に当たり，構造的な特徴から以下に示すような技術課題を解決する必要があ

った．本章では，下記課題解決に対する取り組みとの一つとして実施した水理模型実験(1)，(2)及び

沼津港で実施した実海域試験(3)の結果について報告するとともに，上下部鋼管のオーバーラップ

部の補強構造についての検討結果を報告する． 

① 直立浮上式防波堤は，施工上の制約から上部鋼管の間に隙間が生じる．そのため，防波

堤としての遮蔽効果を検証する必要がある． 

② 上部鋼管が受ける波浪などの水平力の下部鋼管への伝達機構を明らかにし，上部鋼管と

下部鋼管のオーバーラップ部の応力を把握する必要がある． 

③ 上部鋼管格中の鋼管への生物付着状況と，各構成部材の腐食耐久性を確認する必要が

ある． 

3.1 水理模型実験 

波浪防御効果を明らかにするため，（独）港湾空港技術研究所の大規模波動地盤総合水路

（長さ：184ｍ，深さ：12ｍ，幅：3.5ｍ）を用いて水理模型実験を行った．模型の縮尺は 1/5 とし，開

口率 0.05，0.1，0.15 の３ケースについて風波と津波を対象に実験を行った．なお，開口率（α）は

α＝ｂ／（Ｂ＋ｂ）（ｂ：鋼管の開口幅，Ｂ：鋼管外径）とした．実験模型と実験状況を図５に示す． 

図５ 水槽実験状況（津波対象波） 
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上部鋼管の開口率と波の透過率の関係を図６に示す．同図より，開口率が大きくなるに従って

透過率（透過後波高／入射波高）も大きくなっていることが分かる．透過率は，周期によっても異

なるが，開口率 0.05 の場合は，風波対象波に対して透過率 0.35～0.40，津波対象波に対して透

過率を0.25～0.30程度に低減できた．また，実験の結果より，開口率と開口部通過流速の関係を

導き出し，防波堤背後（港内側）への通過流量を概算することが可能となった． 

図６ 開口率と透過率の関係 

3.2 実海域実証試験 

実海域における実証試験のため，平成 18 年９月に静岡県沼津港の港口部の波除堤ケーソン

前面（港外側）に試験施設を設置し，約３年間にわたり実験を行った（図７）． 

(1) 試験施設の概要 

３年間における実証試験の中で１年目は，試験施設の施工後に可動試験及び水理・力学特

性などの基本性能を確認し，２年目は上部鋼管を再浮上させた後，沈設後１年経過時点にお

ける付着生物調査や鋼材の劣化状況に関する調査を行った．また，試験施設の設置から約

2.5 年経過した平成 21 年５月には，２年目の調査に加えて，下部鋼管内の溶存酸素濃度の調

査，排気バルブ開閉などに関わるシステム機器の実証試験などを実施した．(4) 

 
上部鋼管 

（可動鋼管） 
φ1422mm Ｌ＝14.75ｍ 

下部鋼管 φ1600mm Ｌ＝16.75ｍ 

固定鋼管 
φ1422mm×２本 

（静岡県施工） 

設置水深 7.5ｍ 

鋼管天端 ＋3.25ｍ 

浮上設備 コンプレッサ及び送気管 
 

図７ 実証試験施設配置図 

(2) 試験結果 

① 鋼管の製作及び施工精度 

 上部鋼管は肉厚の異なる４種類の鋼管を溶接接合して製作した．最も重要となる鋼管中心

線のズレは０mm であり，十分な真円度を確保することができた． 

 また，下部鋼管はウォータージェットを併用したバイブロハンマで打設したが，導材を設置

することで極めて良好な鉛直精度を確保することができた． 
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② 浮上・沈降試験及び再浮上試験 

 平成 18 年度試験は，沈降試験で作動確認が主体であったが，３年間放置した後，遠隔給

排気調整操作システムを取付け，浮上時間との関係を調べた．延べ 100 回以上の浮上・沈

降試験でトラブルは１回もなく，システムの信頼性を確認した．浮上試験の状況を図８に示

す． 

図８ 浮上試験の状況 

③ 水理・力学特性試験（波浪中応答試験） 

 波浪による上部鋼管の動揺によって，オーバーラップ部の上・下部鋼管の接触点に作用

すると考えられる衝撃力や繰返し荷重による疲労の問題が懸念された．上記の加速度，上

部鋼管前背面波圧，上・下部鋼管のオーバーラップ部周辺のひずみを約２週間にわたって

経時計測した．その計測状況を図９に示す． 

 上部鋼管の波浪中の挙動について，図 10 に示す上部鋼管（浮体）運動モデルを用いて数

値解析により再現し，上部鋼管の衝撃応答について解析を実施した．図 11 にシミュレーショ

ン結果の一部を示すが，上部鋼管の挙動を再現できていることが分かる．(4), (5) 

④ 付着生物 

 施設の最終沈設後から約１年経過した時期に上部鋼管を再浮上させ，付着生物の調査を

行った．上蓋に 1～2mm 厚のフジツボが見られただけで，鋼管側面には付着生物は殆ど確認

できなかった．これは下部鋼管内の溶存酸素低下（計測値 2ppm）によるものと考えられる． 

 

図９ 波浪中応答試験の状況  図 11 波浪中の上部鋼管の加速度 
 

図 10 波浪中応答解析モデル  図 12 荷重模式図 
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3.3 オーバーラップ部の補強構造 

オーバーラップ部では，図 12 に示すように上部鋼管に作用する荷重を下部鋼管へと伝達する

こととなるが，オーバーラップ部の上端，下端部は荷重集中点（反力点）となるため，鋼管母材の

板厚増加に加え，鋼管断面方向の補強が必要となる．オーバーラップ部の補強構造の構造成立

性，妥当性については大変形及び接触が考慮できる 3 次元弾塑性 FEM 解析（ABAQUS ソリッド

モデル）により検証を重ねてきた(6）． 

図 13 は下部鋼管φ3000mm（板厚 30～45mm），上部鋼管φ2800mm（板厚 28～32mm）とし，

津波力（設計想定荷重レベル）を設計荷重として作用させたオーバーラップ部の解析結果であ

る．鋼管母材，補強材の各部材とも降伏応力度内であること，最大応力度はオーバーラップ部よ

り上方の一般部で生じていることから，適切な補強となっていることが確認できる． 

また，保有耐力の確認のため，図 13 の状態から更に荷重増分させた解析を行った． 

図 13 ＦＥＭ解析結果 

図 14 に荷重－変形関係を，図 15 に最大耐力到達時後の破壊変形状況図（図は変形倍率を

10 倍に拡大したもの）を示す．荷重増分につれ鋼管母材の降伏域が増えるものの，急激に耐荷

力を低下することなく，設計想定荷重の 2.6 倍まで荷重増分した．尚，最終の破壊形状はオーバ

ーラップ部より上方の一般部（板厚変化部）の座屈であった．このことから，オーバーラップ部に施

した鋼管母材の増厚範囲を上方に上げることにより耐荷力の更なる向上が可能と考える． 

 

図 14 荷重－変形関係  図 15 最大耐荷力到達時 

変形状態 
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|4. 送気設備の縮小化と送気・浮上シミュレーションの開発 

先に述べた実験などの成果をとりまとめ，実用化に向けて以下に示すような配管設備の省力化

を行った．さらに，2011 年 3.11 東日本大震災を受けた中央防災会議による津波シミュレーション

結果では，津波到達時間が従来予測より短くなるとの予測が発表されたため，シミュレーションプ

ログラムを開発し，浮上時間の短縮等，パラメトリックスタディができるようにした(7）． 

4.1 送気設備の縮小化 

上部鋼管内に水密タンク（浮力タンク）を設けることによって，上部鋼管を浮上させるために必

要な空気供給量を少なくして，浮上時間を短縮するとともに，送気のために空気をあらかじめため

ておく蓄圧タンクの容量を少なくした． 

また，送気配管の本数など設備を減少させるため，３本の上部鋼管を天端部の連結した１セット

構造とし，中央の上部鋼管に送気するだけで，３本が同時に浮上する構造とした（図 16）． 

以上の施策により，施工の簡略化，送気配管が少なくなることによるトラブル確率の低減が可能

となった． 

図 16 ３本連結型式の模式図  図 17 浮上鋼管に生じる外力 

4.2 送気・浮上シミュレーション 

(1) 送気シミュレーション 

浮上時間の検討推定において，下部鋼管下端から排出する圧縮空気の出口流速（送気空

気量）の推定が必要となる．出口流速は主に，陸上設備より下部鋼管下端までの間の送気管

の管摩擦によるエネルギー損失により決定されるため，流れの基礎式（連続の式，エネルギー

保存則，運動量保存則）を用い，送気管の長さ方向の微少区間毎に逐次計算を行って出口流

量を算出する“送気シミュレーションプログラム”を開発した． 

(2) 浮上シミュレーション 

浮上時に上部鋼管に作用する力は以下が考えられる（図 17）． 

    Ff ： 浮力  

    Fg ： 鋼管重量 

    Fk ： 上部鋼管上端の抗力  

    Fm ： 鋼管側面摩擦抵抗力 

    Fp ： ２重管内流れの圧力損失抵抗力（流入抵抗力） 

浮上力 Ff  に対し Fg ， Fk ，Fm ，Fp が抵抗力となる． 
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これらの力を，以下の運動の式を用いて上部鋼管の位置関係（図 18）を考慮して微小時間毎

に逐次計算することにより時刻歴応答（上部鋼管変位，流入抵抗力などの変化）と浮上開始から

浮上完了までの時間（浮上時間）を推定できる“浮上シミュレーションプログラム”を開発した．尚，

流入抵抗力については，CFD（Computational Fluid Dynamics）解析を実施し，隙間流れによる圧

力損失を見直し流体抵抗力を精査し，浮上シミュレーションプログラムに反映することで，浮上時

間の推定精度を向上させた． 

[上部鋼管の運動の式（浮上時）] 

Muka 
d2Huk ＝Ff－Fg－Fk－Fm－Fpdt2 

  

図 18 直立浮上式防波堤浮上時位置関係 

 
(3) 浮上シミュレーションの妥当性の確認 

浮上シミュレーションプログラムの検証においては，３章に記述した(独)港湾空港技術研究

所で行った直立浮上式防波堤の水理模型実験及び平成 18 年から平成 21 年度にかけて行っ

た実海域実証実験との比較を行い，精度良く実験値を追跡できていることを確認した（図 19）．

図１９ 実海域実証試験での実験結果と浮上シミュレーションの比較 
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4.3 浮上時間の短縮 

開発した浮上シミュレーションプログラムを用い，図 16 で示した３本連結型式の浮上式防波堤

において，浮上時間の短縮について検討を実施した．検討は直立浮上式防波堤の構造的特徴

である Fp（２重管内流れの圧力損失抵抗力（流入抵抗力））に着目した検討を実施した． 

上部鋼管が浮上する際，押しのけた海水が上部鋼管と下部鋼管部に流入する必要があるが，

下部鋼管内への海水流入は，さや管となる下部鋼管と上部鋼管の隙間からの流入と中央管に設

けた連通管からの流入がある（図 17）．そのため，各々の流入ルートに対し，以下の改良を施した

場合の浮上時間の短縮効果を検証した． 

(1) 上部鋼管と下部鋼管の隙間量の拡大 

下部鋼管上部には上部鋼管との隙間間隔を調整するための材料（スタビライザ）が設けられ

るが，流入抵抗力の低減には，隙間量を大きくとる必要がある．一方，隙間が大きいと波浪時

の鋼管衝突が構造体に悪影響を及ぼす(4),(5)．故に，隙間量は最大 20mm を限度とし，隙間量の

変化に伴う浮上時間の短縮効果を検証した． 

(2) 連通管径の拡大と各鋼管への連通管の設置 

流入抵抗力の低減として連通管からの海水流入量を増加させることが有効と考えられる．故

に，連通管の径を拡大するととともに，側鋼管にも連通管を設置することで，新たな海水流入ル

ートを形成させ，浮上時間の短縮効果を検証した． 

下部鋼管φ3000mm，上部鋼管φ2800mm の条件で，上記（1）の対策として，隙間量を 15mm

から 20mm とし，（2）の対策を行った場合，浮上時間がどの程度短縮できるか試算を行ったとこ

ろ，改良を行う前は約 9 分必要であった浮上時間を 5 分半と大幅に短縮できる結果が得られた．

以上より，浮上シミュレーションプログラムを用いることで，上記（1）（2）の対策が，浮上時間の短

縮に効果的であることが示せた． 

|5. 和歌山下津港海岸海南地区の津波対策事業 

和歌山下津港海岸海南地区は，リアス式海岸の湾奥に位置し，その地形的特性から過去に津

波による浸水被害を被っている．また，今後 30 年以内に高い確率で発生することが予測されてい

る東南海・南海地震などにおいては，現状の防潮堤高さを遙かに超える津波が襲来することが予

測されているがその津波の浸水予測地域には，住居地区に加え，行政・防災機関や主要交通網

があり，臨海部には企業も立地していることから，津波対策が望まれていた． 

しかし，従来の護岸の嵩上げ対策では，船舶の荷役などへの支障が大きいため，通常時は航

路への影響のない“直立浮上式防波堤”を港口に配置して，浸水予測区域の前面で防護ライン

を形成する津波対策事業が進められている． 

|6. まとめ 

本稿では，2004 年から，開発を続けてきた直立浮上式防波堤の概要と技術開発の一部を紹介

した． 

昨年（2011年）3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震は，我が国における観測史上最大

のマグニチュード 9.0 を記録した．この地震によって大津波が発生し，東北地方と関東地方の太

平洋沿岸部に壊滅的な被害をもたらした．本年（2012 年）新たに発表された中央防災会議による

津波被害予測では，高知，静岡で 30ｍを超える津波の来襲が予測されている． 

このように，臨海部の津波などに対する脆弱性が指摘されている中，本防波堤の技術が防災

に役立ち，今後更に信頼性の高い防波堤として評価されるように研究を続けていきたい． 

最後に，本防波堤の開発に当たり，ご支援，ご協力を頂いた関係者の皆様に深くお礼申し上

げます． 
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