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胆振海岸では、海岸侵食及び越波対策として昭和63年に直轄海岸保全施設整備事業に着手し、
面的防御の考えにより人工リーフ並びに緩傾斜護岸の整備を進めている。本研究では、人工リ
ーフ等の沖合消波施設を対象に、断面固定床の水理模型実験及び数値計算を行い、沖合消波施
設の種類及び設置地盤高が越波流量に与える影響を分析した。その結果、沖合消波施設の種類
に関わらず設置地盤高が高い（水深が小さい）方が越波流量の低減につながることがわかった。
キーワード：人工リーフ、水理模型実験、海岸侵食、越波対策

いが波高伝達率に及ぼす影響の既往研究事例は合田ら4)
等いくつか存在するものの、構造形式・設置地盤高の変
化が直接的に越波流量に与える影響を検討した事例はほ
とんどない。また、一般財団法人沿岸技術研究センター
5) 6)
の数値波動水路等、砕波や越波等の複雑な波浪変形
現象を精度よく評価可能な数値計算モデルを用い構造形
式や設置地盤高の違いを検討可能であるが、数値計算モ
デルの精度確保のためには水理模型実験や現地データを
用いた精度検証が不可欠である。
本研究は、人工リーフ等の沖合消波施設について、施
設の種類及び設置地盤高を変更した場合の断面固定床の
水理模型実験を行い、その実験データを検証材料として
数値波動水路の数値計算
モデルを構築し、施設の
種類及び設置地盤高の違
いが越波流量に与える影
響の感度分析を行うこと
を目的に実施した。
図-1 胆振海岸位置図

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既設の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被害が発生し
た。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を低減することを目標に面的防御方
式（人工リーフ＋緩傾斜護岸）を採用しており、現在は
白老工区において人工リーフの整備を進めている。

2. 本研究の目的
人工リーフ等の沖合消波施設を設置する場合、「人工
リーフの設計の手引き（改訂版）」1)（以降、「手引
き」とする）等の基準書に基づき机上で消波性能を検討
する場合が多い。この方法では外力と施設条件に応じた
波高伝達率・水位上昇量を算出し、その結果から波のう
ちあげ高・越波流量を算定することで所要性能を満足可
能な施設規模を決定する。この手引きは主要な施設諸元
である天端高（天端水深として考慮）と天端幅を考慮し
た波高伝達率・水位上昇量を評価可能であるものの、施
設の設置地盤高を変化させた場合に波高伝達率・水位上
昇量及び越波流量へ与える影響を詳細に考慮できない。
これは、手引きに記載されている既往研究の成果（例え
ば、宇多ら2)、田中3)）が、代表的な施設諸元（設置地盤
高等）を基に作成した波高伝達率や水位上昇量の算定図
であるためである。沖合消波施設の天端高・天端幅の違

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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2. 水理模型実験
(1) 実験模型の概要
使用した実験水路を図-2、実験条件を表-1に示す。水
路はピストン型の二次元造波水槽であり、幅0.5 m、高
さ1.0 m、延長35.0 mである。模型縮尺は、波浪規模、
水路諸元、造波性能を勘案し、フルードの相似則で1/70
に設定した。緩傾斜護岸（1/5 勾配）及び海浜地形は、
モルタル固定床とし、胆振海岸北吉原工区の直近10年間
の測量から、越波に対して危険側となるよう水深が大き
くなる断面形状を図-3のとおり設定した。
沖合消波施設の模型は図-4のように、中詰材は粒径4
～9 mmの砕石とし、被覆型7)及び消波型8)のブロック模型
を用いて再現した。ブロックが移動・散乱した場合、消
波機能を適切に評価できないため、ブロックの模型はワ
イヤーや金網で固定した。なお、現地には緩傾斜護岸背
後に排水工が設置されているが、ここでは護岸への越波
流量に着目したため、排水工は模型で再現していない。
(2) 実験の計測項目と評価方法
実験では図-3に示すように、緩傾斜堤防背後に集水枡
を設けて越波流量を計測した。ただし、越波した水は水
路外の越波枡に貯留され、実験中に水路内の水位低下が
生じた。そのため、事前に越波流量を把握するための予
備実験を行い、本実験では予備実験で把握した越波流量
の時間平均値を水路沖側に補給することとした。以降に
示す結果は、全て本実験の結果である。越波流量は、造
波時間内に集水枡に貯留された水の体積から算出した。
また、沖側（H1、H2）と人工リーフの沖側（H3、H4）・
岸側（H5、H6）に容量式波高計を設置し、水位・波高を
計測した。人工リーフ岸側の水位上昇量は、人工リーフ
に近接するH5地点の時系列水位を時間平均することで算
定した。人工リーフの波浪低減効果は、手引き1)に準じ
式(1)に示す波高伝達率で評価した。
Kt = Ht / H o’
（1）

波の進行方向

ここに、Kt：波高伝達率、Ht：透過波高、H o’：換算沖
波波高である。
透過波高 Htは、H5とH6地点の時系列水位から、入反射
分離を行うとともにゼロアップ法より算定した有義波高
である。なお、本検討で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め、換算沖波波高を用いた式
(1)の波高伝達率で評価している。紙面の都合で割愛す
るが、式(1)の分母を人工リーフ堤前波（図-3のH3とH4）
とした「透過率」についても算定しており、「波高伝達
率」と類似の傾向になることを確認済みである。
(3) 実験ケース
実験ケースは表-2のように、外力、施設条件を組み合
わせた計10ケース設定した。
外力は、計画波浪（50年確率）9)及び設計高潮位9)を基
本ケースとする。ただし、後述3.で外力を変更した場合
の感度分析を行うことから、その際に計画波浪以外の外
力による再現計算の検証材料を確保する必要があると考
え、胆振海岸で越波被害が生じた2016年1月波浪も対象
とした。2016年1月波浪は虎杖浜観測所、潮位は白老港
の観測値を用いた。
対象とする沖合消波施設は、離岸堤、一般型リーフ、
ハイウォーターリーフ（天端高がH.W.L.相当の人工リー
フ。以降では「HWリーフ」とする）の3種類（図-5）と
した。HWリーフについては、ブロック種類と人工リーフ
天端高・天端幅による影響を把握するため、一般的な被
覆ブロックから消波ブロックに変更した条件、天端高を
H.H.W.L（T.P.+1.6 m）とした条件（天端高に応じて天端
幅を12.2 mまで狭める）の実験も行なった。
沖合消波施設の天端高と天端幅は、天端高を決めた後、
田中3)から波高伝達率 Kt が各形状とも同一となる天端
幅を設定した。設置地盤高は、人工リーフ沖側の法先位
置を基準とし、T.P.-3.5 mとT.P.-5.5 mの2種類とした。
以上より、表-2のNo.1～2では沖合消波施設がない場
合の越波流量を確認し、No.3～8で施設の種類・設置地
盤高の違いによる評価、No.8～10でHWリーフのブロック
種類・天端高の違いによる評価を行なった。

図-2 実験に使用した造波水路
16t 型被覆ブロック
(ワイヤーで固定)

表-1 実験条件
項目
水路形状
(実験ｽｹｰﾙ)
波浪

32t 型消波ブロック
(金網で固定)

図-4 ブロックの配置状況

設定
幅0.5ｍ
高さ1.0m
長さ35.0m
不規則波
(修正BSスペクトル)

縮尺

1/70（フルードの相似則）

地形

胆振海岸北吉原工区を模式

図-3 断面固定床の実験水槽の概要図（現地スケール換算）
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(4) 実験結果と考察
実験で計測した各ケースの波高伝達率 Kt と人工リー
フ岸側の水位上昇量 η を図-6に、越波流量を図-7に示
す。これらの結果を基に、以降に示すとおり沖合消波施
設の有無、施設の種類、設置地盤高、天端高の違いによ
る効果・影響について評価した。
a) 沖合消波施設がない場合の越波流量確認（No.1～2）
沖合消波施設がない場合（No.1～2）、施設岸側に相
当する位置での水位上昇量が0.07 m、0.11 mと小さいが、
波高伝達率が 0.41、0.29と大きく（図-6）、波高伝達
率が高い状態で波浪が護岸に到達する。計画波浪(No.2)
の場合では、護岸の天端被覆工ありの被災限界の越波流
量10) 0.2 m3/s/mを超える結果となった（図-7）。
b) 施設の種類・設置地盤高の違いの評価（No.3～8）
沖合消波施設がないケース(No.2)と比較し、沖合消波
施設を整備することで、設置地盤高T.P.-5.5 mではいず
れの施設も約70 % 、設置地盤高T.P.-3.5 mでは約50 %
の越波流量の低減となった。また、設置地盤高の高い
（水深が小さい）方が、低い（水深が大きい）方と比べ、

越波流量が13～20 % 程度低減した。
施設の種類に着目すると、天端高の高い沖合消波施設
（離岸堤、HWリーフ）は水位上昇量が大きく、波高伝達
率が小さくなり、天端高の低い沖合消波施設（一般型リ
ーフ）はその逆の傾向となった。その結果、越波流量は、
離岸堤が最も小さくなった。また、施設の種類による越
波流量の差は小さいことがわかった。
c) ブロック種類・天端高の違いの評価（No.8～10）
HWリーフのブロックを被覆ブロック(No.8)から消波ブ
ロック(No.9)に変更することで、ブロックの空隙の影響
で波高伝達率が増加するが、水位上昇量が減少し、結果
として越波流量が約6 % 低減した。また、天端高を
H.W.L相当のT.P.+0.5 mからH.H.W.L相当のT.P.+1.6 mに変
更(No.10)することで、水位上昇量が増加するが、波高
伝達率は減少し、越波流量は約8 % 減少した。

図-5 沖合消波施設の種類（断面図）
表-2 実験ケース一覧（現地スケール換算）

波高伝達率 Kt (=Ht/H0')

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

施設の種類
沖合消波
施設なし
離岸堤
一般型
リーフ
ハイウォー
ターリーフ
(HWリーフ)

沖合消波施設
ブロック
設置地盤高
種類
(沖側法先)
－
－
－
－
消波
T.P.-5.5m
ブロック
T.P.-3.5m
被覆
T.P.-5.5m
ブロック
T.P.-3.5m
被覆
T.P.-5.5m
ブロック
T.P.-3.5m
消波
ブロック

0.50
0.40
0.30

T.P.+2.5m

10.0m

T.P.-0.8m

25.0m

T.P.+0.5m

15.3m

T.P.+1.6m

12.2m

水位上昇量
1.15
1.12
0.41

対象波浪

有義波高 有義波周期
5.1m

14.9s

T.P.+0.6m

計画波浪
(50年確率)

9.2m

14.0s

T.P.+1.6m

0.07

0.11

1

2

0.17

沖合施設なしの単純条件

施設の種類、設置地盤高の違いを評価

ブロック種類の違いを評価
天端高・天端幅の違いを評価

b)施設の種類・設置地盤高の比較

波高伝達率
0.85

0.23

備考

潮位

2016年1月波浪

1.23

c)ﾌﾞﾛｯｸ種類･天端高の比較

1.09

1.05

0.21

0.18

0.18

7

8

0.20

0.18

9

10

4

5

6
計画外力

沖合消波施設なし

離岸堤

一般型リーフ

HWリーフ

図-6 水理模型実験での波高伝達率・水位上昇量（現地スケール換算）
：沖合消波施設なし

越波流量 (m3/s/m)

0.300

：設置地盤高 T.P.-5.5 m

0.255

0.250
0.200

：設置地盤高 T.P.-3.5 m

：被覆ブロック

：消波ブロック

ｂ）施設の種類・設置地盤高の比較

0.156

0.150
0.050

0.177

0.170

0.138

0.125

ｃ）ブロック種類･天端高の比較

0.154

0.145

0.134

8

9

10

0.056

0.000
ケースNo

0.30
0.00

3

2016.1波浪

0.100

1.20

0.60

0.23

0.00

ケースNo

1.50

0.90

0.77

0.57

0.29

0.20
0.10

外力
天端高
天端幅
(Kt が同一の形状)
－
－
－
－

1

2

3

4

5

沖合消波施設なし

6

7

計画外力

2016.1波浪
離岸堤

一般型リーフ

図-7 水理模型実験での越波流量（現地スケール換算）
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HWリーフ

水位上昇量η (m)

No

表-4 再現計算ケース（表-2の実験ケースNo.2を対象）

3. 数値波動水路による感度分析計算

格子間隔
Δx
Δz
2.0 m
0.50 m※2
1.0 m※1
0.25 m※2
※1
1.0 m
0.25 m※2
※1
1.0 m
0.25 m※2

ケース

(2) 再現計算
再現計算は、表-2の計10ケースの水理模型実験を対象
とし、有義波高（図-3のH1～H6）、人工リーフ岸側の水
位上昇量（図-3のH5）、越波流量を再現対象とした。
再現計算から最終的に決定した計算条件一覧は、表-3
のとおりである。これらを決定する途中過程では、まず
沖合消波施設がないケース（表-2の実験ケースNo.1～
2）において格子間隔（沿岸方向Δx、鉛直方向Δz）と
移流項の差分方法を変化させ、実験を再現可能な条件を
決定した。
計画波浪（表-2の実験ケースNo.2）での再現計算ケー
スを表-4、越波流量の再現計算結果を図-8に示す。これ
より、case4では、格子間隔を沿岸方向Δx=1.0 m程度か
つ鉛直方向Δz=0.25 m程度、移流項の差分方法をQUICK
差分とすることで実験の越波流量を概ね再現できた。
一般財団法人沿岸技術研究センター5)では、規則波を
表-3 数値波動水路の計算条件一覧
項目
設定
波浪
不規則波
1.0 m
水平格子Δx
(ｽﾎﾟﾝｼﾞ層は最大 4.0 m)
計算格子
0.25 m
鉛直格子Δz
(潮位以下は最大 1.0 m)
時間間隔Δt
自動
時間制御
計算時間
110 波
モデル等
数値解法
境界条件
沖合消波施設
(消波ブロッ
ク、被覆ブロッ
ク別)
オプション

造波モデル
差分方法
表面セル
流速・圧力
VOF
空隙率
抵抗係数 CD

造波ソース
VP-QUICK 0.2
勾配ゼロ
SLIP
FREE
消波：0.40、被覆：0.00
消波：2.0、被覆：0.00

慣性力係数 CM

消波：2.4、被覆：0.00

気泡の上昇速度
水滴の落下速度
その他

0.2 m/s
FREE
自動水位補正

VP-DONOR
VP-DONOR
VP-DONOR
VP-QUICK

0.2※3
0.2※3
0.8※3
0.2※3

※1 : スポンジ層は最大 4.0 m ※2 : 潮位以下は最大 1.0 m
※3 : VP-DONOR 0.2は中心差分の割合が0.8で風上差分の割合が0.2、
VP-QUICK 0.2はQUICK差分で境界等でVP-DONOR0.2の適用を意味する

0.30

差分方法の違い

格子間隔の違い
0.255

0.237

0.25

0.194

0.20
0.133

0.15

0.132

採用

(1) 計算手法
一般財団法人沿岸技術研究センター6)の数値波動水路
（CADMAS-SURF/2D）を用いた。このモデルはVOF法に基づ
く断面二次元計算であり、砕波等の各種波浪変形や空隙
を持った構造物を考慮可能なことに加え、越波流量を直
接的に算定可能である。基礎式等の詳細は紙面の都合で
割愛するため、参考文献5) 6)を参照いただきたい。

case1
case2
case3
case4

越波流量 (m 3/s/m)

前述2.の水理模型実験結果を検証材料とし、数値波動
水路（CADMAS-SURF/2D）の計算モデルを構築し、沖合消
波施設の種類及び設置地盤高を変更した場合の感度分析
計算を行い、越波流量に与える影響を分析する。

移流項の差分

0.10
0.05
0.00
case1
実験

case2

case3

case4

計算

図-8 越波流量の再現計算（表-2 の実験ケース No.2 を対象）

対象とした伝播計算より、Δxを波長の1/80～1/100程度、
ΔzをΔxの1/5以上とすることを推奨している。また、
桜庭ら11)は、規則波を対象とした遡上計算より、Δxを
波長の1/250以下、Δzを波高の1/25以下程度が必要で、
さらに格子の縦横比も影響すると指摘している。
不規則波の波浪や越波流量を対象とした本計算におい
ては、Δxを波長の1/300程度、ΔzをΔxの1/4～1/2程度、
Δzを波高の1/37程度（ただし、静水面以下は最大で1/9
程度）の3つの条件を全て満たし、移流項をQUICK差分と
することで実験結果に適合できることがわかった。なお、
この格子間隔の設定は桜庭ら11)の知見と近い設定となっ
ている。
次に、沖合消波施設を設置したケース（表-2のケース
No.3～10）では、構造物の空隙率・抗力係数CD・慣性力
係数CMを変化させ、有義波高、水位上昇量、越波流量か
ら実験結果に再現できる条件を設定した。数値波動水路
から算定した有義波高を図-9、水位上昇量を図-10、越
波流量を図-11に示す。途中過程は紙面の都合で割愛す
るが、被覆ブロックの人工リーフは地形（空隙率=0.0、
抗力係数CD=0.0、慣性力係数CM＝0.0）として考慮し、離
岸堤及び消波ブロックの人工リーフは関ら12)を参考に、
空隙率=0.4、抗力係数CD=2.0、慣性力係数CM＝2.4とする
ことで概ね実験結果を再現できた。
ただし、有義波高（図-9）、越波流量（図-11）の再
現性は概ね良好であるものの水位上昇量（図-10）は実
験よりも過小となっている。紙面の都合で結果は割愛す
るが、計算の水位上昇量は汀線付近では確認できたもの
の人工リーフ岸側位置（図-3のH5地点）ではうまく再現
できなかった。水位上昇量の位置と量の再現性を高める
には、移流項の差分方法について風上差分の比率を大
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0.10

図-12に示す。いずれの外力及び構造形式についても、
設置地盤高の高い（水深が小さい）方が、越波流量が低
減している。この要因として、砕波が影響しており、沖
の波高が大きい時に砕波するよりも、岸側の地形によっ
て減衰した時に砕波する方が波浪低減効果が大きくなっ
たものと考えられる。また、設置地盤高（沖側法先位
置）をT.P.-7.5 mからT.P.-3.5 mとすることで、2016年1
月波浪及び計画波浪の場合は越波流量が15～45 %程度低
減することが確認できた。また、波浪が小さく潮位が低
い2016年1月波浪の場合、人工リーフと比べ、離岸堤の
ケースの越波流量が突出して低くなった。なお、本検討
では潮位変動がないものとしているが、潮位変動がある
場合については、沖合消波施設の天端高が異なる影響を
受けると考えられる。
このことから、沖合消波施設の防護機能を詳細に検討
する場合、水理模型実験や数値シミュレーション等によ
り、設置地盤高の影響を詳細に考慮することが重要だと
わかった。手引き1)においても、「人工リーフを設置し
た条件での波のうちあげ高・越波流量の算定は、水理模
型実験等によって求めることが基本」とされており、本
検討結果からもこの考え方を裏づけすることとなった。
本検討では、防護機能に特化した検討であるが、各海
岸の海浜安定性、施設安定性、利用・環境特性等によっ
ては、設置地盤高の低い（水深が大きい）方が優位とな
る可能性もあることに留意を要する。

0.05

表-5 感度分析の計算ケース

0

1

2

3

4 5 6 7 8 9 10 11 12
実験の有義波高(m)

計算の水位上昇量 (m)

図-9 有義波高の再現計算結果
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実験の水位上昇量(m)

図-10 水位上昇量の再現計算結果
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図-11 越波流量の再現計算結果

きくする必要があった。しかし、その場合は波高・越波
流量の再現性が大きく低下し、全ての再現項目で良好な
精度を確保することはできなかった。
本検討では主たる評価指標である越波流量を重視した
計算条件を採用したが、水位上昇量の再現性（水位上昇
量の発生位置）には課題が残る。数値波動水路を用いた
文献はいくつもあるものの、水位上昇量の再現性に着目
した文献は少なく、計算モデルの特性を示すことが重要
と考え、計算上の課題についても記載した。
(3) 沖合消波施設の種類・設置地盤高の感度分析
前述(2)で構築した計算モデルから、2016年1月波浪と
計画外力の2つの外力について、沖合消波施設の種類と
設置地盤高の影響を分析するため、表-5に示す感度分析
計算を実施した。沖合消波施設は、離岸堤、一般型リー
フ（被覆ブロック）、HWリーフ（被覆ブロック）、HWリ
ーフ（消波ブロック）の4ケース、設置地盤高は施設の
沖側法先位置がT.P.-3.5 m、T.P.-5.5 m、T.P.-7.5 mの3
ケースとした。
2016年1月波浪及び計画波浪の越波流量の計算結果を

項 目
設
定
外力
･ 2016 年 1 月波浪、T.P.+0.6 m
(波高、潮位) ･ 計画波浪、計画高潮位
･ 離岸堤（消波ブロック）
沖合消波施設 ･ 一般型リーフ(被覆ブロック)
の種類
･ HW リーフ（被覆ブロック）
･ HW リーフ（消波ブロック）
･ T.P.-3.5 m
設置地盤高
･ T.P.-5.5 m
(沖側法先)
･ T.P.-7.5 m

越波流量 (m3/s/m)

離岸堤
一般型リーフ
HWリーフ
沖合消波施設なし

0.08

【2016 年 1 月波浪】

0.06

ケース数

2 ケース

4 ケース

3 ケース

離岸堤(消波ブロック)
一般型リーフ(被覆ブロック)
HWリーフ(被覆ブロック)
HWリーフ(消波ブロック)

0.04
0.02
0.00
T.P.-7.5m

T.P.-5.5m

T.P.-3.5m

設置地盤高（人工ﾘｰﾌ沖側の法先位置）

越波流量 (m3/s/m)

計算の有義波高 (m)
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【計画波浪】
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離岸堤(消波ブロック)
一般型リーフ(被覆ブロック)
HWリーフ(被覆ブロック)
HWリーフ(消波ブロック)

T.P.-5.5m
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設置地盤高（人工ﾘｰﾌ沖側の法先位置）

図-12 沖合消波施設の種類・設置地盤高別の越波流量
（上段：2016 年 1 月波浪、下段：計画波浪）
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