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高天端の人工リーフの
平面配置に関する実験的な検討
室蘭開発建設部 苫小牧河川事務所 計画課 ○中津 隆文
吉川 契太郎
治水課
飯島 直己
胆振海岸では、昭和63年に直轄海岸保全施設整備事業に着手し、海岸侵食及び越波対策として人工リー
フ等の整備を進めている。昨年度は人工リーフを対象とした断面固定床の水理模型実験を行い、設置地盤
高が高く、天端高が高い方が越波流量の低減につながることについて報告した。その後、高天端の人工リ
ーフを対象に平面固定床による水理模型実験を行い、水理特性を分析したのでその結果について報告する。
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1. はじめに
北海道南西部に位置する胆振海岸（図-1）は、昭和40
年代から急速に海岸侵食が進行し、100m 程度あった砂
浜が大きく後退している（写真-1）。そのため、荒天時
には激しい越波が発生し直立護岸が被災を受けたり（写
真-2）、海岸に隣接する道路においても越波により多く
の交通障害が発生した。特に平成6年9月は、前述の被害
とともに住宅や下水処理場が浸水する等、多くの被害が
発生した。現在、胆振海岸では海岸侵食の防止及び50年
確率の波浪に対し背後への越波低減を目標に人工リーフ
等の海岸保全施設の整備を進めている。

断面実験の水位上昇量を便宜的に0.5倍程度として用い
る3) 等の概略的な補正が行われる場合が多く、平面的な
現象を詳細に考慮した人工リーフの水位上昇量の知見が
不足している。本研究では、平面固定床の水理模型実験
を実施し、その結果を一般的な人工リーフ等の水位上昇
量・波高伝達率に関する既往研究と比較・分析すること
により事例の少ない
高天端人工リーフの
水理特性を明らかに
し、今後の人工リー
フの検討及び整備に
役立てるものである。
図-1 位置図

2. 本研究の目的
波浪低減効果及び海浜安定効果が期待できる施設とし
て人工リーフ等の沖合消波施設が日本国内で多く整備さ
れている1) 。人工リーフの検討にあたり、コスト縮減や
漁場との重複を避ける目的で人工リーフを極力岸に近づ
ける場合、図-2に示すような設置地盤高の高い（水深の
小さい）箇所へ天端標高の高い人工リーフを設置する案
が考えられる。しかし、設置水深の大きい一般的な人工
リーフ（天端高がL.W.L.（朔望平均干潮位）以下：波高
水深比Ho’/h が約0.1～1.0）の知見は多くあるものの、
天端高がH.W.L.（朔望平均満潮位）からH.H.W.L.（計画
高潮位）程度であり設置水深の小さい（Ho’/h が約2.0）
「高天端人工リーフ」の知見は谷野ら2) 等一部のみであ
り、その水理特性の解明は不十分である。また、人工リ
ーフ岸側の水位上昇量は断面実験から算定したものがほ
とんどであり、開口部の水塊移動が抑制されるため、現
地海岸と比較した場合に過大な水位上昇量となるおそれ
がある。そのため、実務における現地海岸への適用時は

写真-1 砂浜の後退状況（左：昭和 50 年頃、右：平成 9 年）

写真-2 越波状況(左)及び直立護岸被災状況(右)（平成 6 年）
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図-2 高天端の人工リーフの断面イメージ
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(2) 計測項目と評価方法
人工リーフ模型（全7基）の内、水槽端部の影響を避
けるため中央に位置する模型を対象とし、越波流量、リ
ーフ背後の水位上昇量、波高伝達率、開口部流速を計測
(1) 実験模型の概要
した。
使用した実験模型の模式図を図-2、模型の写真を写真
越波流量は、緩傾斜堤防背後に設置した集水枡に造波
-3に示す。水槽は幅24.0m×高さ1.0m×延長30.0mで、幅
時間内に集水枡に貯留された水の体積から計測した。集
8.0m のピストン型の造波機が設置されている。模型縮
水枡は緩傾斜護岸天端高と同等の高さに人工リーフ堤長
尺は、波浪規模と実験水槽の形状・造波性能を勘案しフ
を等分割するように3基、人工リーフの上手側・下手側
ルードの相似則で1/70に設定した。緩傾斜護岸（1/5勾
の開口部の中心に1基ずつ設置した。波高は、沖波と人
配）及び海浜地形はモルタル固定床とし、対象とする胆
工リーフの沖側・岸側において容量式波高計により、開
振海岸（北吉原工区）の直近10年間（2007～2017年）の
深浅測量結果（1km間隔、2測線）から平均断面を算定し、 口部流速は、海浜底面上 2 cm（実験スケール）の地点
を平面電磁流速計により計測した（図-3、図-4 参照）。
越波に対して危険側となるよう水深が深くなる測線の断
人工リーフ岸側の水位上昇量は、人工リーフ背後の
面形状を設定した。
T.P.-2.0m 地点の水位の時系列水位を時間平均すること
高天端人工リーフの模型（全7基）は、ハドソン式で
算定した必要ブロック質量相当の砕石を用いて再現した。 で算定した。
人工リーフの波浪低減効果は、社団法人全国海岸協会
なお、紙面の都合により割愛するが、使用した砕石はブ
3)
に順じ、式(1)に示す波高伝達率で評価した。
ロックと同様の消波効果を再現できることを事前に別途
二次元造波水槽（大塚ら4）の研究で用いた水槽と同様）
Kt = Ht / H o’
（1）
の実験により確認した。本実験では消波機能の確認を主
Kt：波高伝達率、Ht：透過波高、H o’：換算沖波波高
目的としており、ブロックが移動・散乱した場合には適
透過波高Ht は、人工リーフ背後のT.P.-2.0m 地点の
切な消波機能を評価できないため、ブロックを模した砕
時系列水位から入反射分離を行うとともにゼロアップク
石は金網により固定した。なお、現地には緩傾斜護岸背
ロス法により算定した有義波高である。なお、本検討で
後に排水工が設置されているが、実験では越波流量に着
は地形と沖合消波施設による波浪減衰効果に着目したた
目したいため模型では再現していない。また、護岸背後
め、換算沖波波高を用いた式(1)の波高伝達率で評価し
への越波に伴う水槽内の水位低下を抑制するため、越波
ている。なお、開口部流速の結果については紙面の関係
した水はポンプを用いて水路沖側へ還流した。
上割愛する。

2. 平面固定床実験
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写真-3 実験模型の全景写真
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図-4 人工リーフ模型周辺の計測機器の配置図

a) 越波流量
実験ケース毎の越波流量を図-5に示す。人工リーフの
有無による越波流量を比較した結果、いずれの外力（計
画波浪、実績波浪）においても、人工リーフを設置する
ことで人工リーフ背後及び開口部ともに低減されており、
検討対象とした高天端人工リーフが越波低減に寄与して
いることが確認された。
次に、人工リーフ背後と開口部の越波流量の関係を図
-6に示す（人工リーフを設置していないケース1、9と越
波が観測されなかったケース8を除く）。開口幅30mのケ
ース2～6では、人工リーフ背後と比較して開口部の越波
流量が平均で2倍程度大きくなる傾向となった。開口幅
50mのケース7では、断面形状が同一で開口幅30mのケー
ス5と比較して、開口部越波流量/背後越波流量が約4倍
と顕著に大きくなっており、開口幅が開口部の越波流量
に寄与することが示唆された。
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図-6 人工リーフ背後と開口部の越波流量(ケース 2～7)
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(3) 実験ケース
実験ケースを表-1に示す。天端高、天端幅等を変更し
たケース1～6、堤長・開口幅を変更したケース7、外力
を変更したケース8～9の計9ケースを実施した。
外力は、計画波浪（50年確率）5) 及び設計高潮位を基
本ケースとした。また、胆振海岸の一部で越波被害が生
じた実績波浪（2016年1月波浪6) ）も検証対象として加
えた。2016年1月波浪は近傍にある虎杖浜観測所、潮位
は白老港の観測値を用いた。断面諸元は、大塚ら4）を参
考にして設置地盤高（沖側法先位置）をT.P.-3.5 m 程
度 、天 端幅 を18 m～ 46 m、 天端 高を H.W.L 相 当の
T.P.+0.5 m ～H.H.W.L 相当のT.P.+1.6 mの範囲で設定し
た。堤体構造は、大塚ら4）により越波流量の低減効果
（水位上昇量の低下）で被覆ブロックより有利な結果を
得られた消波ブロック構造を想定した。また、人工リー
フの平面配置については、人工リーフと離岸堤の両方の
技術基準3）7）等を踏まえ、堤長Lr ＝90 m、開口幅Wr ＝
30 mを基本として設定した。人工リーフの技術基準3）で
は、「堤長Lr / 開口幅Wr」は波浪制御（Lr/Wr ＞4）と
海浜安定（Lr/Wr ＜4）の観点から設定されており両方
を満たすことができない。そのため近傍海岸の人工リー
フ周辺の地形変化実績から開口部等で顕著な洗掘が生じ
ていない範囲でLr/Wrを大きく設定した。
(4) 実験結果
平面実験の結果から、人工リーフ近傍の流況を確認し
た上で、人工リーフ諸元毎の防護機能に関する波高伝達
率・水位上昇量、越波流量の特性を評価した。
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図-7 波高伝達率と水位上昇量の関係

図-5 ケース毎の越波流量

表-1 実験ケース一覧
項目
外力

人工
リーフ
諸元

ケース1 ケース2 ケース3 ケース4 ケース5 ケース6 ケース7 ケース8 ケース9

換算沖波波高Ho'(m)

9.2

5.5

周期T (s)

14.0

14.9

潮位 (T.P.m)

1.6

0.6

天端高 (T.P.m)
天端幅B (m)
堤長Lr (m)

1.0

0.5
なし

46

18

開口幅Wr (m)

※天端高T.P.+0.5mはH.W.L相当、T.P.+1.6mはH.H.W.L相当
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1.6
46

18

32

1.6
18

18

90

150

90

30

50

30

なし

天端幅18m

1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0

天端高T.P.+1.6m
天端高T.P.+1.0m

水位上昇量（m）

水位上昇量（m）

b) 波高伝達率・水位上昇量
波高伝達率・水位上昇量の関係を図-7に示す。人工リ
ーフ未設置のケース1、9 は地形による砕波の影響で波
高伝達率の低下が見られ、人工リーフを設置したケース
2～8 は更に人工リーフ上の砕波に伴い波高伝達率が低
下している。本実験における人工リーフの設置地盤高は
沖側法先位置でT.P.-3.5 mと浅いため、地形と人工リー
フの両方の影響で砕波が生じる地点に設置されており、
波浪減衰の現象が複雑化しているといえる。
また、施設の平面配置が同様（堤長Lr ＝90m、開口幅
Wr ＝30m）で、天端高・天端幅が異なるケース3～6 に
ついて水位上昇量を図-8のとおり比較した。これより、
水位上昇量は天端高が高くなるに従って大きくなる（図
-8 左図）が、天端幅による影響は小さい（図-8 右図）
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図-8 天端高・天端幅と水位上昇量の関係(ケース 3～6)
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ことがわかる。「人工リーフの設計の手引き 3)」に記載
の一般的な人工リーフの水位上昇量の算定図と同様の傾
向であり、本検討の高天端人工リーフにおいても水位上
昇量は外力と施設の天端高の影響が大きく、天端幅の影
響が小さいことが示された。
一方、堤長Lr と開口幅Wr を変更したケース5と7の比
較では、Lr/Wr を同一としてもWr が小さいケース5で水
位上昇量が約1.2倍大きくなり(図-7参照）は、施設の平
面配置が水位上昇量に与える影響が無視できない程度で
あることがわかった。ただし、ケース5の開口部の越波
流量はケース7に比べ低く抑えられており(図-5参照）、
着目する現象に応じてLr とWr を設定する必要性がある
ことが示唆された。
c) 越波流量と波高伝達率・水位上昇量の関係
水位上昇量と越波流量（沿岸方向平均）の関係、波高
伝達率と越波流量の関係を図-9、図-10に示す。
水位上昇量と越波流量の関係（図-9）はばらつきが大
きく、越波流量に対する水位上昇の影響は明確ではない。
一方、波高伝達率が大きくなるに従って、越波流量が大
きくなる傾向が明確である。また、波高伝達率と越波流
量の関係（図-10）については、開口幅の影響は小さく、
今回の実験で実施した開口幅30mと50mともに同様の傾向
を示している。これらの結果より、本実験条件での高天
端人工リーフの越波流量の推定においては波高伝達率が
重要なパラメーターであることが示唆された。この要因
としては、本実験では設置水深が小さな消波ブロック構
造を対象としたため、一般的な人工リーフと比べて水位
上昇量が低く抑えられたことと、高天端の人工リーフの
ため消波効果が大きいことが考えられる。
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図-9 水位上昇量と
越波流量(沿岸方向平均)の関係（ケース 2～7）
図-11 海浜流パターン 1 の流況イメージ（宇多ら８））
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写真-4 人工リーフ近傍の流況の代表例（ケース 5）
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d) 高天端人工リーフ近傍の流況
高天端人工リーフ近傍の流況を把握するため、実験で
は波浪が十分に安定した状態において浮子の軌跡解析を
実施した。
本検討の平面実験では、Lr/Wr ＝3、Lr/Y（離岸距
離）＝1.5～2.5 程度の条件での実験となり、宇多ら8) の
人工リーフ周辺の海浜流パターンに準じて分類すると人
工リーフ背後において1対の循環流が生じるパターン1
の流況（図-11参照）に分類される。しかし、宇多ら8)
の論文で対象としている人工リーフはKt ＝0.5 程度の
一般的なものであるのに対し、本検討での人工リーフは
高天端でKt ＝0.2 程度であるうえ、消波ブロック構造
となっているため、写真-4 に示すように人工リーフ背
後では明確な循環流が形成されておらず、人工リーフ中
央部から上手方向・下手方向に分かれた沿岸方向の流れ
が形成されることがわかった。なお、人工リーフ背後の
流況については、対象とした人工リーフ諸元によって多
少の差異はあるものの、全条件において同様の傾向とな
っていることを確認している。

位上昇量は約 90 ％程度にしかならなかった。
上記の結果より、本実験のように消波ブロック構造で
堤体内の水塊移動が生じ、護岸背後への越波を許容する
実験条件で、波高水深比が大きく（波高が大きく、設置
水深が小さい）、人工リーフ沖側地形により砕波が生じ
やすい地形条件においては、断面実験と平面実験による
差異が水位上昇量へ及ぼす影響は比較的小さくなること
が示唆された。
(2) 波高伝達率の特性比較による分析
本平面実験で得られた高天端人工リーフの波高伝達率
Kt (Ht /Ho’ )と、透過構造物に対応している複数の既往
知見による波高伝達率の比較を図-13に示す。
その結果、既往の知見は算定された条件が異なるため、
知見により波高伝達率のばらつきが大きくなるが、今回
の平面実験の波高伝達率は高山ら10)の方法がよく一致す
ることが確認された。

本平面実験（開口幅30m）
本平面実験（開口幅50m）
既往知見（人工リーフの設計の手引き）
大塚ら(2019)断面実験

3. 水理量の特性評価

水位上昇量 / 換算沖波波高Ho'

0.25
0.20

(1) 水位上昇量の特性比較による分析
透過型ブロックを使用した既往断面実験の知見3）と本
検討の平面実験の水位上昇量の比較を図-12 に示す。
R/Ho’ ＝ 0.15～0.20 では水位上昇量が既往の断面実験3）
と比較して本検討の平面実験の方が 1/3 程度と小さく
なる。これは、本検討の平面実験では護岸背後の越波を
許容する実験であることに加え、換算沖波波高と人工リ
ーフ設置位置（沖側法先位置）の水深の比率である波高
水深比 Ho’ /h が既往知見の約 0.1～1.0と比較して1.8
程度と大きいため、人工リーフ沖側で地形による砕波と
それに伴うエネルギー損失が生じるためと考えられる。
人工リーフの水位上昇量は、外力、天端高、天端幅によ
るパラメータで決定される場合が多いが、本実験と既往
知見を比較により、人工リーフの設置位置が人工リーフ
の水位上昇量に大きな影響を与えている可能性が示唆さ
れた。
ここで、本検討の平面実験と大塚ら4) の断面実験（本
実験と類似の外力・地形・施設条件）を比較し、更に考
察を進める。一般的に、断面実験は水塊の移動が抑制さ
れるため水位上昇量が過大になる。しかし、本検討の平
面実験と大塚ら4) の断面実験の比較では、平面実験の水
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Ho'/Lo=0.030
Ho'/Lo=0.030
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図-12 本実験と既往知見の水位上昇量の比較
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既往研究の波高伝達率Kt (Ht/Ho')

一般的な人工リーフや高天端の人工リーフを対象とし
た既往知見2）9）10）11）12)、類似の海浜地形・波浪条件を対
象とした大塚ら4）の断面実験の知見と本実験の結果を比
較し、設置水深の小さい高天端人工リーフの平面実験に
おける水位上昇量・波高伝達率の特性を整理した。
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図-13 本実験と既往研究の波高伝達率の比較
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谷野ら2) の知見は人工リーフの設置地盤高が本実験と
同等であるが、現地観測された波浪の規模が小さいため、
本実験の波高伝達率と比べて大きく（消波効果が小さ
く）なっていると考えられる。一方、他の知見9）10）11）12)
は、波高水深比（沖波波高と構造物設置地点の水深の比
率）の影響で波高伝達率の相違が生じたものと推察され
る。つまり、浅海域に設置した人工リーフの場合、まず
地形により砕波した波が人工リーフによって再度砕波す
ることとなり波浪減衰効果が複雑化していると考えられ
る。本実験のような浅い地点に人工リーフ等の構造物を
設置する場合は、設置水深の影響により波高伝達率のば
らつきが生じるため、その海岸に適した手法を検証・選
定することが望ましいといえる。
なお、紙面の都合上割愛するが、本検討の平面実験と
大塚らの断面実験の波高伝達率 Kt は、おおむね同様の
傾向となっており、 断面実験についても高山ら10) の方
法がよく一致することが確認された。
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