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Large-amplitude waves and long-period waves, which are concurrently induced by winter storms, 

cause overtopping at breakwaters in Kuriya-chiku of Echizen Fishing Port in Fukui prefecture, hindering 

safe and smooth fishery activities. For instance, in 7 December 2012th, wave overtopping caused 

downfall f several fishing boats at the site. 

In this study, we calculated wave overtopping at the port and investigated effective countermeasures 

to reduce overtopping in case of design wave to enhance safety inside the port. 
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1．はじめに 

福井県越前漁港は，図-1 に示すように福井県苓北地

方に位置し，越前町梅浦，宿，城ヶ谷，小樟，大樟，道

口及び厨の各地区からなる第 4 種漁港である．このう

ち厨地区の厨西護岸では，冬季荒天時に著しい越波が

生じており，安全かつ円滑な漁業活動に支障をきたし

ている．同地区では2012年 12月 6日 11時に冬季風浪

による越波のため，写真-1，写真-2 に示すように漁船

の転覆被害が発生した． 

本研究は，海浜勾配が複雑かつ急峻である越前漁港

厨地区の立地特性を考慮できる手法を用いて波浪変形

計算を行い，その計算結果である長周期波振幅および

水位上昇を考慮した数値波動水路 1),2)(CADMAS-SURF)に

より，越波による漁船被害の再現を行った．さらに，越

波を再現できた手法を用い，設計波来襲時の漁船保護

のための越波対策を提案した． 

図-2に検討フロー図を示す． 

図-1 越前漁港位置図 

写真-1 被災箇所 

写真-2 被災状況 

越前漁港(厨地

区) 

H24.12 月 

転覆事故発生箇所
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図-2 検討フロー図 

2．漁船被害の再現に関する検討 

2012 年 12月 6日 11時に漁船の転覆被害が発生して

おり，ここでは，被災時の波浪の検討などにより，漁船

の被災時の再現に関する検討を行う． 

2.1 被災時の波浪 

図-3，漁船被害が発生した越前漁港厨西地区の海底

地形図を示す．図-3 より，厨地区前面は急峻で複雑な

海底地形であることがわかる． 

2012 年 12 月 6 日に発生した冬季風浪諸元を気象デ

ータから推算した結果 3)を図-4 に示す．被災時の波浪

は被災時の沖波推算結果から，以下の諸元とした． 

H1/3=6.1m，T=12s 

推算された波浪諸元を用いて，エネルギー平衡方程

式による波浪変形計算と合田による越波流量の算定図4)

から，護岸背後の期待越波流量を算定したところ

0.002m3/m.s5)となり，漁船被害を再現できなかった． 

被災時の波浪来襲時の状況を推算するために，図-3

に示すような急峻かつ複雑な地形を踏まえ，ブシネス

ク方程式)を用いて．有義波高，周期 30 秒以上の長周

期波振幅(Zrms)平均水位の上昇量について計算を行っ

た.

計算範囲は厨西護岸を中心に東西1.2km，南北2.0km，

計算格子間隔は5m格子とした．沖側の水深は40m程度

である． 

被災時波浪の有義波浪分布を図-5 に，長周期波振幅

分布を図-6に，平均水位の上昇量を図-7に示す． 

図-3 越前漁港海底地形図 

図-4 被災発生時の波浪諸元推算結果 

推算された波浪諸元を用いて，エネルギー平衡方程

式による波浪変形計算と合田による越波流量の算定図

3)から，護岸背後の期待越波流量を算定したところ

0.002m3/m.s5)となり，漁船被害を再現できなかった．

被災時の波浪来襲時の状況を推算するために，図-3

に示すような急峻かつ複雑な地形を踏まえ，ブシネス

ク方程式)を用いて．有義波高，周期 30 秒以上の長周

期波振幅(Zrms)平均水位の上昇量について計算を行っ

た.

計算範囲は厨西護岸を中心に東西1.2km，南北2.0km，

計算格子間隔は5m格子とした．沖側の水深は40m程度

である． 

被災時波浪の有義波浪分布を図-5 に，長周期波振幅

分布を図-6に，平均水位の上昇量を図-7に示す． 
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図-5 有義波高分布図 

図-6 長周期波振幅分布 

図-7 平均水位の上昇量 

図-5より，被災時の有義波高は対象箇所で8～8.5m，

図-6より，長周期振幅は有義波におけるZrms値で30cm

程度，図-7 より，平均水位の上昇量は被災時波浪では

40～60cm程度である． 

2.2 被災の再現 

被災状況を再現するために数値波動水路により，計

算を行った． 

対象地区の越波状況をビデオで観察すると3～5分間

隔で大きな越波が発生しており，波群の時間平均越波

流量としては必ずしも大きな値ではないことがわかっ

た． 

写真-3越波状況 

ブシネスク方程式による波浪変形計算結果から平均

水位の上昇量は60cm程度であり，数値波動水路の入力

条件は，越波を再現するために，長周期振幅の1/10最

大値に相当する長周期波形を短周期波群に追加するこ

ととし，長周期波の周期は，ビデオより大きな越波の発

生間隔が 3～5 分である状況から，長い周期を選択し，

300秒とした． 

・最大水位上昇量：0.6m

(潮位HWL=DL+0.5mに加算)

・長周期波：振幅0.6m(周期=300秒)

図-8 平計算格子図 

(上：全体沖岸-850～270m，下：堤体周辺間隔50cm) 
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数値波動水路の造波境界の水深は，波浪変形計算の

入射境界の水深と同じ 40m であることから，被災時波

浪諸元はH1/3=6.1m，T=12sとした. 

計算地形を図-8に，表-1に主な計算条件に示す. 

表-1 計算条件 

項目 設定値 

水路範囲 全体長さ1120m 

造波地点 堤体から680m沖側，水深40m 

最小格子間隔 水平，鉛直50cm 

計算時間 100波以上、約2000秒、 

越波量算定時間間隔 0.05秒 

被災時波浪の護岸天端の越波量と消波工法先部の入

射波形を図-9 に，数値波動水路の計算結果を図-10 に

示す． 

図-9より，一波あたりの越波量は最大4.25m3/mとな

っている． 

小型船舶の越波流量として，合田 6)はマリーナにおけ

る「護岸から5～10mの小型ボート沈没」に対応する許

容越波流量として 0.01m3/s/m を提案している．また，

上記の根拠となった表-2 に示す越波量評価マニュアル
7)では，越波流量 10ℓ/s/m(＝0.01m3/s/m)の場合の最大

越波量(1 波当たりの越波量)の目安として 1,000～

10,000ℓ/m(＝1～10m3/m)」が示されている． 

以上のことから，被災時には，船舶の被災許容越波量

以上の4m3/m程度の越波の発生により，漁船転覆被害が

発生したと考えられ，被災状況が再現できた． 

図-10 計算結果(越波状況1,452秒後) 

表-2 最大越波量の許容値 

現状の断面では越波により，漁船被害が発生すると

考えられ，越波対策について検討を行い，現地に適した

対策工法を選定する． 

3．対策工の検討 

現状の断面では越波により，漁船被害が発生すると

考えられ，越波対策について検討を行い，現地に適した

対策工法を選定する． 

3.1 設計波来襲時の越波量 

ここでは，設計波が来襲した場合の越波量を被災が

再現した手法により算定する． 

厨西護岸の設計波は来襲波高が最大となるWNWとし，

護岸前面での波浪諸元はH1/3=8.0m,T=13secとなる． 

被災時と同様に設計波来襲時のブシネスク方程式に

よる計算結果を図-11～13に示す． 

図-11～13 より，長周期波振幅は，設計波来襲時に

Zrms 値で 30cm 程度であり，平均水位の上昇量60cm 程

度である． 

表-1 と同じ計算条件により，設計波来襲時の数値波

動水路による計算を実施した結果を図-14に示す． 

図-14より，1波当たりの最大越波量は10.2m3/m程度で

あり，被災時の越波量を超えていることから断面改良

が必要であることが確認された． 

 図-9 護岸の越波量と入射波形(被災時) 
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図-11 有義波分布図 

図-12 長周期波分布 

図-13 水位上昇量 

3.2 対策工法の検討 

対策案として，対策案-1(パラペットのみ嵩上げ)，対

策案-2(パラペットと消波ブロックの嵩上げ)，対策案-

3(遊水部付き消波工)を選定し，検討を行った． 

図-15 に数値波動水路計時の対策案(イメージ)を示

す． 

図-15 対策案(イメージ) 

図-15 に示す各対策案の断面について数値波動水路

により，越波量を計算し，天端高を求めた．許容越波量

としては，表-2より，最小値である1m3/mとした．案-

1 についてパラペットの天端高さを 16m とした場合と

17mにした場合の計算結果を図-16に示す．図より許容

最大越波量を満足する天端高さは+17.00mとなる． 
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図-14 護岸の越波量と入射波形(設計波) 

案-2 パラペット・消波工嵩

案-1 パラペットのみ嵩上げ 

案-3 遊水部付き消波工 
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図-16 越波量の計算結果(案-1 天端高16m，17m) 

案-1 と同様に天端高さを変えた数値波動水路による

検討を行い，案-2，案-3 について，許容越波量を満足

する天端高さを検討した． 

計算の結果，案-2 では消波工およびパラペットの天

端高＋14.5m，案-3 では，パラペットの天端＋15.2m，

消波工天端高＋5.3mとなった． 

検討を取りまとめた結果を表-3に示す． 

表-3 越波計算による検討結果 
TYPE01 

胸壁嵩上げ 

TYPE02 
胸壁・ 

消波ブロック嵩上げ 

TYPE03 
遊水部付消波工 

天端高 +17.00m +14.50m +15.20m

消波工天端高 +10.70m +14.50m +5.30m

勾配 1:2.0 1:2.0 
港外側1:1.5 

港内側1:2.0 

最大越波量 

(m3/波) 
0.83 0.34 0.99 

許容越波量 

との比較 
○ ○ ○ 

3.3 対策工法の選定 

設計波，設計津波，設計津波を発生させる地震とレベ

ル 1 地震動について，安定照査を行い，各対策案の標

準断面図を作成した．これらの対策案について，経済性，

施工性，について比較検討を行い，図-17に示す経済性

に優れた案-1(パラペットのみの嵩上げ案)を選定した． 

図-17 対策工断面図 

4．対策工延長の検討 

泊地の西側は，越波対策として，遊水部付き消波工が

設置されており，越波量が少ないことが想定される．こ

こでは，対策工が必要となる範囲について検討を行う． 

4.1 越波量の検討 

図-18に厨護岸の平面図を示す． 

図-18 厨地区平面図 

前述までの検討は，図-17に示す代表断面で検討を行

っている． 

ここでは，検討対象となる泊地の西側は，越波対策と

して，遊水部付き消波工が設置されており，その効果が

期待できるが，取り付け部の No5 について，越波が発

生することが考えられ，対策工の必要性について検討

を行った．No5の数値波動水路計算時の断面を図-19に

示す． 

No5の数値波動水路の計算結果を図-20に示す． 

図-20から 1波当たりの最大越波量は5.53m3/m/波程

度であり，現状断面で許容越波量を越えている 

図-19 断面図(No5) 

遊水部付き

消波工 

No５ 
代表断面 

転覆箇所 
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4.2 対策工延長の検討 

越波量の検討結果ら，施工延長はNo5まで必要と考

えられることから，対策工を実施する．No4では許容

越波量を満足するため，施工延長はNo4までとする． 

図-21に対策施設の平面図を示す． 

図-21 対策工平面図 

5．おわりに 

本検討では，漁船の転覆被害が発生した越前漁港厨

地区で，被災の再現とその対策案の検討を行った． 

通常の越波流量の検討では，再現できなかった漁船

被害時の越波の状況について，ブシネスク方程式の計

算結果から，数値波動水路の計算に水位上昇量と長周

期波の振幅を考慮することにより，3～5 分間隔の大き

な越波を再現することができた． 

今回のような漁船被害は，時間平均的な越波流量で

はなく，一波あたりの越波量で評価することの必要性

を示した． 

また，越波を低減させる工法の検討手法および必要

な延長に関する検討について，数値波動水路を用いる

手法を提案した． 

今後，対策案の実施後の状況について．モニタリング

などにより，検討結果について検証する必要があると

考えられる． 
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