
建技審証第1207号

フレア護岸
防波護岸

2020年4月

建設技術審査証明協議会会員

一般財団法人 土木研究センター（PWRC）

建設技術審査証明事業（土木系材料・製品・技術、道路保全技術）
概 要 書



「フレア護岸」とは、直立護岸より高い越波阻止性能および反射率低減性能を有し、景観性に優れ、護岸天端部を有効利用で
きる防波護岸です。技術の概要を下記に示します。

技術の概要

(1) 「フレア護岸」は、フレア形の形状を有する新形式の防波護岸です。形状は水理実験により、フレア下端部の角度を0度、
上端部の仰角を30度とし、高さA：深さB≒1:1となるよう滑らかに曲線化したものです。（図-1参照）

(2) 「フレア護岸」は、前面で波を返す際に沖向きに低く水塊を放出するため、越波流量および反射率を低減すると考えられます。
（図-2参照）

(3) 従来技術（直立護岸）に比べて、天端高を低くできることから、背後からの眺望を確保できます。また、砂浜部分の消失面
積が小さく海域環境に与える影響が少ないことや、護岸前面が曲線を有しているので、景観性にも優れています。（図-3
参照）

(4) 護岸の天端が広いため、遊歩道などに活用できることから、道路拡幅工事にも適用可能です。（図-4参照）

(5) ハイブリッド構造(海側はコンクリート、陸側は鋼殻で構成した合成構造)のプレキャスト製品とすることで、陸上・海上輸
送を可能とし、施工性を向上することができます。（図-5, 6参照）

図―2　フレア護岸が波を返す様子
(撮影 平成17年9月)

図―4　フレア護岸施工事例
（大分県 別大国道）

図―6　フレア護岸構造図
（イメージ図）

図―1　形状の特長

図―3　フレア護岸施工事例
（広島県呉市 大迫港）

図―5　上部フレア護岸施工事例 
（国道7号 温海地区 山形県）
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フレア護岸
審査証明の結果

（１） 越波阻止性能
水理実験により、直立護岸と比較したフレア護岸の越波流量低減性能は、概ね25％以上です。（図-7, 図-8，表-1参照）

図―7　フレア護岸と直立護岸の越波流量推定線図
（海底勾配：1/30、波形勾配：0.012）

表―1　フレア護岸/直立護岸の越波流量低減効果

表―2　フレア護岸／直立護岸の反射率低減効果

図―9　フレア護岸と直立護岸の反射率比較
（海底勾配：1/30、波形勾配：0.012）

図―8　フレア護岸と直立護岸の越波流量推定線図
（海底勾配：1/10、波形勾配：0.012）

図―10　フレア護岸と直立護岸の反射率比較
（海底勾配：1/10、波形勾配：0.012）

（2） 反射率低減性能
水理実験により、直立護岸と比較したフレア護岸の反射率低減性能は、概ね30%以上です。（図-9, 図-10，表-2参照）

条件 水深h/換算沖波波高Ho, 静水面から天端までの
高さhc/換算沖波波高Ho, 越波流量低減効果

① 海底勾配1/30、波形勾配0.012
0.5≦h/Ho,≦2.5 0.75≦hc/Ho,<1.00 直立護岸の約25％以上
0.5≦h/Ho,≦2.5 hc/Ho,≧1.00 直立護岸の約50％以上

② 海底勾配1/30、波形勾配0.036 0.5≦h/Ho,≦2.5 hc/Ho,≧0.75 直立護岸の約50％以上
③ 海底勾配1/10、波形勾配0.012 0.5≦h/Ho,≦2.5 hc/Ho,≧0.75 直立護岸の約50％以上
④ 海底勾配1/10、波形勾配0.036 0.5≦h/Ho,≦2.5 hc/Ho,≧0.75 直立護岸の約50％以上

条件 水深h/換算沖波波高Ho, 反射率低減効果平均値
① 海底勾配1/30、波形勾配0.012 0.5≦h/Ho,≦1.5 直立護岸の約45％以上
② 海底勾配1/30、波形勾配0.036 0.5≦h/Ho,≦1.5 直立護岸の約30％以上
③ 海底勾配1/10、波形勾配0.012 0.5≦h/Ho,≦1.5 直立護岸の約30％以上
④ 海底勾配1/10、波形勾配0.036 0.5≦h/Ho,≦1.5 直立護岸の約35％以上



技術の適用範囲

施工実績

技術保有会社/お問い合わせ先

審査証明有効期間

2020年12月3日～2022年12月2日 （内容変更日：2020年 4月1日）

フレア護岸

直立護岸 フレア護岸

① 設計潮位　設計潮位がフレア形の形状部分に含まれること
② 波形勾配　0.012≦Ho’/Lo≦0.036
③ 水深／換算沖波波高　0.5≦h/Ho’≦2.5（越波阻止性能）
　　　　　　　　　　　 0.5≦h/Ho’≦1.5（反射率低減性能）
④ 天端高／換算沖波波高　0.75≦hc/Ho’≦2.0
⑤ 海底勾配　1/10～1/30

ケイコン株式会社　開発営業部
〒613-0903 京都府京都市伏見区淀本町225　　　　　　　　　　　　　TEL：075-631-3231　FAX：075-631-9588
〒534-0025 大阪府大阪市都島区片町二丁目2番48号 JEI京橋ビル2階　TEL：06-6355-0506　FAX：06-6355-0507

株式会社神戸製鋼所  東京本社　〒141-8688 東京都品川区北品川5丁目9-12 建設技術審査証明協議会会員

一般財団法人 土木研究センター（PWRC）本概要書は、一般財団法人土木研究センター（PWRC）が行った「建設技術審査証明（土木系材料・製品・技術、道路保全技術）」の結果を、広く関係各位に紹介する目的で作成したものであります。
一般財団法人土木研究センター（PWRC） 企画・審査部   TEL03-3835-3609   http://www.pwrc.or.jp/shinsa.html

（3）水理実験状況
越波流量測定試験、反射率測定試験の実施状況を下記に示します。（図-11参照）

図―11　水理実験状況

工事名称 施　主 完成年 フレア
種類

施工
延長

⑴ 大迫港 広島県呉市 2007年 重力式 400ｍ

⑵ 大分10号
    別大拡幅

九州地方整備局
大分河川国道事務所 2011年 重力式,

杭式 1,900ｍ

⑶ 別府港海岸
    （北浜2地区）

九州地方整備局
別府港湾・空港整備事務所 工事中 重力式 400ｍ

⑷ 北部国道
    宇嘉地区

沖縄総合事務局
北部国道事務所 2011年 重力式

上下分割 56ｍ

⑸ 北部国道
    佐手地区

沖縄総合事務局
北部国道事務所 2012年 重力式

上下分割 454ｍ

⑹ 南浦海岸 岡山県備中県民局
水島港湾事務所 2013年 重力式 680ｍ

⑺ 大部港 香川県
小豆総合事務所 2010年 重力式 25ｍ

⑻ 南知多海岸 愛知県
知多建設事務所 2018年 重力式 580ｍ

案件名 施　主 完成年 フレア
種類

施工
延長

⑼ 国道７号
    温海地区(鼠ヶ関)

東北地方整備局　　　
酒田河川国道事務所 2014年 上部

フレア 820ｍ

⑽ 江之網地区 東北地方整備局
磐城国道事務所 2017年 上部

フレア 170m

⑾ 国道266号
    宇城市三角町

熊本県
宇城地域振興局 2019年 上部

フレア 103m

⑿ 佐渡島
    赤玉地区

新潟県
佐渡地域振興局 2019年 上部

フレア 40m

⒀ 国道229号
    野束海岸

北海道開発局
小樽開発建設部 工事中 上部

フレア 141m

⒁ 呉天応地区 広島県
西部建設事務所 工事中 上部

フレア 205m

⒂ 兼久海岸 沖縄県
中部土木事務所 工事中 上部

フレア 162m

⒃ 那智勝浦海岸 和歌山県
東牟婁振興局 工事中 上部

フレア 600m


