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研究レポート

１ まえがき

当社は島根県松江市に位置する島根原子力発電所に
おいて，現在，3号機（ABWR，出力137.3万kW）の
増設工事を実施している。平成16年3月より準備工事
を，平成18年10月から本工事を開始し，平成23年12
月の運転開始を目指して建設工事を鋭意進めている。
島根原子力発電所3号機の増設にあたっては，図1
に示す発電所の平面レイアウトより，日本海に面した
位置に新規の発電所防波護岸を設置することとした。
この護岸には，100年確率波発生時における発電所敷
地内への越波流量低減と，周辺海域への環境保全を考
慮して，人工リーフを併用する後退パラペット型を採
用した（図2上段）。

海象条件から冬期は護岸工事を休止するため，この
護岸は平成19年度冬期には天端高がT.P.＋2.0mと，

設計高さであるT.P.＋11.0mに達していない状態であ
った。しかし，同時期の護岸背面の発電所敷地は，仮
設ヤードとして使用する計画であったことから，未完
成の発電所護岸においても，冬期波浪に対する越波対
策が求められた。そこで，図2下段に示すように護岸
の背面に仮設堤防を設置することとした。
この仮設堤防を含む施工中の発電所護岸を対象とし
て数値解析および水理模型実験を実施し，仮設堤防の
天端高等の諸元を決定したので，以下にその内容につ
いて述べる。

２ 研究の概要

（１）施工中の発電所護岸の概要と設計条件

施工中の仮設ヤードへの越波対策として，図2下段
に示すように護岸の背面に仮設堤防を設置する。仮設
堤防は，堤防本体と排水路およびその背後の2次堤防
からなり，仮設堤防を越えて排水路に流入した越波水
は暗渠排水管によって水たたき部へ排出させることと
した。
施工中の発電所護岸の設計条件は，仮設堤防本体の
被災限界および仮設ヤードへの許容越波流量の2種類
を考慮して設定した。設計波浪は当地点の10年確率
波と30年確率波の波浪を採用し，それぞれの波浪に
対し異なる設計条件を設定した。設計波浪を表1に，
設定した設計条件を表2，図3に示す。
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図１　島根３号機増設工事計画平面図と対象護岸位置

図２　完成時と施工時の発電所護岸断面

Kr
H0

0.79
7.30m

屈折係数�
沖波波高�

記号� １０年確率波�

0.79
H0' 5.77m換算沖波波高� 7.03m
T1/3 12.0sec有義周期� 12.8sec
L0 224.64m沖波波長� 255.59m

8.90m
３０年確率波��

表１　施工中の発電所護岸の設計波浪
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表２　施工中の発電所護岸の設計条件
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（４）水理模型実験

水理模型実験はエネルギア総合研究所水理実験棟の
二次元水路において実施した。模型縮尺は1/38とし，
模型の再現範囲は，海底地形，消波ブロック，ケーソ
ン，水たたき部，仮設堤防，排水路およびその岸側の
2次堤防までとした。図5に水理模型実験状況を示す。

３ 研究成果

（１）数値解析による事前検討

数値解析は表4に示すケースについて，規則波で実
施した。ただし，設計条件は不規則波越波流量で設定
しているため，最も重要な諸元である仮設堤防天端高
については，不規則波越波流量で比較することとした。
この不規則波越波流量は，波高を変化させたときの規
則波越波流量と，それぞれの波高の出現確率から計算
した期待越波流量で評価した。その他の諸元について
は規則波越波流量で各ケースの優劣を比較することに
より評価した。
数値解析結果から得られた，仮設堤防の勾配の違い
による規則波越波流量の比較，および仮設堤防天端高
の違いによる不規則波越波流量の比較を図6に示す。
これらの数値解析結果から，仮設堤防勾配，水たた
き部延長および高さについては最適案としてそれぞれ
表4（網掛部）に示す値に決定した。仮設堤防天端高

島根 3号機増設工事に伴う施工中の護岸における越波対策検討

（２）諸元の検討方法

発電所護岸を含む施工中の断面は，消波ブロック被
覆直立ケーソンと仮設堤防からなる複合断面であり，
この越波現象は非常に複雑な現象となる。したがって，
従来用いられている越波流量算定図や算定式が適用で
きないため，水理模型実験により複合断面の諸元を検
討することとした。
しかし，仮設堤防天端高，勾配，水たたき部の高さ，
延長等決定すべき諸元が多く，水理模型実験のみで最
適な断面を決定するには，非常に多くの実験ケースが
必要となる。
そこで，水理模型実験を実施する前に，数値解析に
より検討ケースの絞込みを行い検討の効率化を図った。
（３）数値解析による事前検討

事前検討で用いる数値解析手法には，水塊の分離・
衝突など複雑な波浪現象が再現でき，透過性構造体で
ある消波ブロック護岸への適用が可能なVOF法による
数値波動水路（CADMAS-SURF）を採用した。
数値解析条件を表3に示す。計算対象領域は仮設堤
防から約900ｍ沖側までとし，1/20の海底勾配部を
含めている。なお，仮設堤防については勾配部のみを
再現した（図4）。
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表３　数値波動水路による解析条件

図３　施工中の発電所護岸の設計条件概要図
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図５　水理模型実験状況と模型の概要図
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以上の水理模型実験により，仮設堤防天端高は
T.P.＋9.5m～10.5mのいずれのケースでも設計条件を
満足することが確認された。
（３）数値解析の妥当性について

事前に実施した数値解析の妥当性について検証し
た。
図8に換算沖波波高に対する仮設堤防天端高の比

（図中R/H0’）と規則波における無次元越波流量の関
係を示す。解析結果と実験結果のR/H0’と無次元越波
流量関係は，いずれも図中でおおむね直線的に変化し
ているが，解析結果は全体的に実験結果を上回ってい
る。これは，数値解析では砕波によるエネルギー減衰
と底面摩擦が考慮されていないことによると考えられ
る。

図9に規則波における実験と解析の波浪状況の比較
を示す。実験では沖側からの波浪と仮設堤防に反射さ
れた波浪が衝突し激しく水面形が変化し，その後仮設
堤防を遡上して越波している。解析はこの水面形の変
化をよく再現できているといえる。
図10に解析から求めた越波流量の値と不規則波実

については，図6に示すとおりT.P.＋10.0mで30年確
率波の設計条件である越波流量0.05„/s/m以下を満
足する結果が得られたが，解析では勾配部より岸側が
再現されていないため，2次堤防の越波流量について
は評価できない。また，最終諸元の決定には水理模型
実験による確認が必要であることから，数値解析結果
を参考に，仮設堤防天端高を変えた水理模型実験を実
施することとした。仮設堤防天端高は，解析で求まっ
たT.P.＋10.0mとその上下±0.5mとした。（表4（網掛
部））

（２）水理模型実験

水理模型実験は不規則波実験，規則波実験を実施し
た。不規則波実験は，堤防諸元の最終決定のため実施
し，規則波実験は数値解析結果との比較のために実施
した。なお，不規則波実験は，消波ブロックを含めた
越波現象では不規則な波の連なりが越波流量に与える
影響が大きいため，時系列の異なる5パターンの不規
則波を設定して実施した。
実験による各仮設堤防天端高の30年確率波におけ
る各堤防越波流量を図7に示す。30年確率波について
はすべての天端高で仮設堤防および2次堤防の越波流
量の設計条件を満足した。
また，10年確率波においても，3ケースすべての天
端高で2次堤防への越波が確認されず，設計条件を満
足することが明らかとなった。
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表４　数値解析実施ケースと絞込み結果

図６　仮設堤防諸元の違いによる越波流量の比較（解析）

図７　30年確率波の不規則波越波流量（実験）
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図８　規則波越波流量とR／H0’関係（実験と解析）
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験結果の比較を示す。なお，解析から求めた値は，数
ケースの波高条件で実施した規則波越波流量と各波高
の出現確率から算出した期待越波流量である。規則波
解析結果から算出した期待越波流量は不規則波の実験
結果の最大値よりも大きい値を示しており，その比は
無次元越波流量10-3～10-4の範囲で1.1～1.6倍程度，
10-4～10-5の範囲で1.4～4.1倍程度である。これらは，
消波護岸において越波流量算定図を用いた場合の推定
値に対する真値の想定範囲とほぼ同程度であり，複合
断面の消波護岸を対象としたことを考慮すると，今回
事前に実施した数値解析は，実用上必要な精度は有し
ていたと考えられる。

（４）護岸諸元の決定

水理模型実験では，仮設堤防天端高T.P.＋9.5m～
10.5mの範囲ですべての設計条件を満足することが確
認された。そこで，水理模型実験の30年確率波の仮
設堤防越波流量から，2次堤防への溢水を許容越波流
量以下とするために必要な排水能力の検討を行い，最
適な仮設堤防断面を選定した。
暗渠排水管の排水能力と2次堤防越波流量の関係を
天端高毎に比較すると図11のとおりであった。
T.P.＋9.5mの場合では，30年確率波の設計条件は
満足するものの，他の天端高と比較して大きい排水能
力が必要となった。この結果から仮設堤防の暗渠排水
管の施工性や工事費について比較検討し，最適な仮設
堤防天端高をT.P.＋10.0mとした。
以上の数値解析および水理模型実験結果から，施工
中の発電所護岸の諸元については，仮設堤防天端高
T.P.＋10.0m，仮設堤防勾配1：2.0，水たたき部延長
25m，水たたき部高さT.P＋1.0mと決定した。

４ あとがき

島根3号機増設工事における施工中の発電所護岸の
冬期波浪対策について，水理模型実験および数値解析
を実施し，安全性・経済性にすぐれた仮設堤防等の複
合断面の諸元を決定した。島根3号機増設工事の現場
では，今回の検討結果に基づき平成19年に仮設堤防
の施工を行った。平成19年度冬期においては，設定
した波浪条件には及ばないものの比較的大きな波浪
（有義波高5.3m）が来襲したが，仮設ヤードへの越波
や仮設堤防本体の被災は確認されなかった。
最後に，本検討を実施するにあたり，ご協力をいた
だきました関係者各位に厚く御礼申し上げます。

島根 3号機増設工事に伴う施工中の護岸における越波対策検討

図９　規則波波浪状況（実験と解析の比較）
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図10 不規則波越波流量の比較（実験と解析）
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図11 暗渠排水管の排水能力と２次堤防越波流量の関係


