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新潟海岸金衛町工区は，自然由来の土砂供給が期待できないことから，海浜安定化のためにヘッドラン

ドと人工リーフ（ふた山型構造）による静的安定手法が採用された．本研究は，金衛町第2工区を対象と

して，現地観測と数値シミュレーションよりヘッドランドと人工リーフ周辺の波・流れを分析するととも

に，測量・底質調査等を用いて施設岸側の海浜安定性を検討したものである．ヘッドランドと人工リーフ

周辺の波・流れの現地観測と数値シミュレーションにより，ふた山型人工リーフの波浪・流況の低減効果

を定量的に示した．また，ヘッドランドと人工リーフで閉鎖領域を形成することで，冬季波浪が厳しい海

域であっても施設岸側の土砂の沖合流出を抑制することが可能であった． 

 

     Key Words : headland, artificial reef, wave observation,numerical simulation ,topographic change 
 

 

1. はじめに 

 

信濃川左岸側に位置する新潟海岸金衛町工区（図-1）

は，大河津分水路の整備などの信濃川改修事業による河

川から海への供給土砂量の減少，新潟西港の防波堤整備

による沿岸漂砂の遮断，過去の天然ガス採取に伴う地盤

沈下により，過去の広い砂浜が侵食・消失した．この侵

食メカニズムは，例えば宇多1)によって示されている． 

このことを踏まえ，1965年度から新潟県により離岸堤，

突堤等の整備が実施され，2007年度から国土交通省2)に

より，ヘッドランド，人工リーフおよび養浜による整備

が進められている．この整備方針は，当海岸が自然由来

の土砂供給を期待できないことから，ヘッドランドと人

工リーフによる閉鎖領域を形成し，養浜砂を流出しにく

くするという，静的安定手法（静的養浜）である．さら

に，人工リーフは，水位上昇に起因する戻り流れとそれ

に伴う土砂流出の抑制を期待したふた山型人工リーフと

しており，その構造は図-2，人工リーフ岸側への水塊流

入を制御するイメージは図-3のとおりである． 

ふた山型の人工リーフとヘッドランドを組み合わせた

静的安定手法は全国的にも珍しく，上谷ら3)による水理

模型実験，二階堂ら4)による金衛町工区の人工リーフ整

備途中での分析がある程度である．日本海側に面し，冬

季波浪が厳しい当海岸において，これらの施設による海

浜安定機能を検証することは，各地域における今後の海

岸保全対策を検討するうえで有意義である． 

本研究は，金衛町第2工区を対象として，波浪・流況

の現地観測と数値シミュレーションより，ヘッドランド

と人工リーフ周辺の波・流れを分析するとともに，測

量・底質等を用いて施設岸側の海浜安定性を検証した結

果について，現時点の結果を報告するものである． 

 

図-1 新潟海岸金衛町工区の位置図 
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図-7 ふた山型人工リーフの波高伝達率Kt 
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0.4～0.5図-3 ふた山型人工リーフの水塊流入の制御イメージ（平面） 

図-2の断面B 
図-2の断面A

図-6  観測した時系列の有義波高・有義波周期(2014.10-2015.2)図-2 ふた山型人工リーフの断面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ヘッドランド・人工リーフ周辺の波浪・流況 
 

(1) 現地観測による波・流れ場の分析 

a) 現地観測の概要 

当海岸で高波浪が襲来しやすい冬季を対象に，2014年

10月31日～2015年2月5日に，図-4に示す地点で波浪・流

況の現地観測を実施した．この調査時期は，金衛町第2

工区の人工リーフの岸側一部が未完成である． 

波高計は人工リーフ沖側に1地点，岸側に2地点の計3

台であり，沖側(Wo)と西側(WW)・東側(WE)を比較するこ

とで人工リーフによる波浪低減状況を把握した．人工リ

ーフ岸側の流速計4台は(V1～V4)は，波高計の流速と合わ

せて，人工リーフ岸側の流況把握に用いた．人工リーフ

上の2台の流速計(V5，V6)は，図-3(2)のように人工リーフ

の谷部に沿った流れが発生しているかの把握に用いたも

のであり，ブロック上に設置する必要があることから，

波・流れで機器が流出しないように，コンクリートブロ

ックの穴部を活用し，図-5に示すように金具で流速計を 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

固定した．その他の地点は，海底面に架台を根入れする

ことで機器を設置した． 

なお，使用した波高計は超音波式（水圧式を併用）で

あり，砕波等により超音波から水面を計測できない場合

は水圧式の観測値を採用した．流速計は電磁流速計であ

り，底面流速を測定した． 

b) 波浪低減効果 

観測した時系列の有義波高と有義波周期を図-6に示す．

沖側波高計での期間中の最大有義波高は2014年12月18日

3時に生じた5.82 m（最大波高7.84 m）であり，この時の

有義波周期は13.1 s，平均波向はNNWであった．なお，

この有義波高の規模は，概略で2～5年確率程度である． 

沖側波高計で有義波高が概ね2 mを超えると，人工リ

ーフ岸側の西側・東側の波高計で砕波に伴う波高低下が

確認できた．ここで，観測波浪から，人工リーフの波浪

低減効果を式(1)の波高伝達率Kt 5)より評価した結果を図-

7に示す． 

Kt = Ht / H0’ = Ht / ( Hi / Ks )  (1) 

ここに，Kt：波高伝達率，Ht：人工リーフ透過後の有

義波高（西側・東側波高計の観測値），H0'：換算沖波

波高，Hi：人工リーフ堤前の有義波高（沖側波高計の観

測値），Ks：浅水係数である． 

この際の天端水深 R は新潟西港の潮位（国土交通省6)

の西港の潮位をT.P.換算）から人工リーフの天端高

（T.P.-1.5 m）を差し引いた水深であり，これより，

H0'/R=2.3（観測期間中の最も大きいH0'/Rで，H.H.W.L時

に概ね10年確率の換算沖波波高が襲来した場合に相当）

において，Kt =0.4～0.5が得られた．なお，二階堂ら4)に

よる2013年度の現地観測結果は，本観測結果よりも大き

図-4 波浪・流況の観測位置（2014年度） 
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な波高伝達率 Ktとなっている．この要因は，2013年度に

観測した波浪規模が小さく人工リーフによる波浪低減が

生じにくかったこと，今回の観測時と人工リーフの整備

状況が異なることが要因として考えられる． 

また，この結果と一般型人工リーフ 5)7)8)の比較結果を

図-8 に示す．黒色の実線が一般型人工リーフ，青色・

緑色のプロットがふた山型人工リーフである．ふた山型

人工リーフのプロットは，観測期間中の天端水深と換算

沖波波高の比 R/H0’が 0.4（観測値の R/H0’=0.3～0.5，平均

潮位時に H0’=3.0～5.0 m に相当）の場合とした．また，

天端幅Bは，ふた山部の合計の 20 m（図-2）とした． 

この結果，ふた山型の波高伝達率のプロットは，ある

程度の幅をもつものの，R/H0’=0.4 の周辺にプロットされ

ていることから，一般型人工リーフと概ね同等程度の波

高伝達率であることがわかった． 

c) 流況 

 観測期間中の最大有義波高発生時（2014年12月18日3

時）を例として，時間平均の底面流速の平面分布を図-9

に示す． 

人工リーフ岸側の3地点（図-9のWW，WE，V1）では，

沖向き流れ（N方向寄り）が生じていた．これは，人工

リーフの岸側中央部は未完成であるため，人工リーフ岸

側の水塊が未完成部から沖へ流出したためである．後述

の2.(2) b)の施設段階整備の数値シミュレーションでは，

施設完成後は，このような沖向きの流れが抑制できてい

ることを確認済みである． 

また，人工リーフ上の谷部の地点（図-9のV6）では，

人工リーフの谷部（天端間）に沿った流れ（SW方向寄

り）が生じており，図-3で示した人工リーフ岸への水塊

流入を抑制する効果が確認できた．しかし，高波浪の期

間全てで谷部に沿った流れが生じているわけではなかっ

た．そのため，ふた山型人工リーフの谷部に沿った流れ

により，図-3で示したような水塊流入の抑制と沖向きの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

戻り流れの抑制状況の評価は現時点で難しく，人工リー

フ完成後の現地調査等から判断する必要がある． 

d) 水位上昇量 

人工リーフ岸側の水位上昇量を，沖側波高計と東側・

西側波高計の平均水位の差分から算出した．最大有義波

高発生時（図-6の2014年12月18日3時）では，西側波高

計で約26 cm，東側波高計で約23 cmの水位上昇量が生じ

ていた．西側波高計の方が東側波高計と比べて，1割程

度大きな水位上昇量となっているのは，その時刻の波向

がNNW方向であることと，人工リーフの未完成区間が

中央から東側の区間であることから，西側波高計位置の

方が東側波高計位置と比べて，水塊がヘッドランドの外

部に流出しにくくなっているためと考えられる．本観測

の水位上昇量は，人工リーフが一部未完成であり，

2.(1)c)で示したようにヘッドランド沖への流れが生じて

いることから施設完成時の状況とは異なると考えられる

ものの，ヘッドランドと人工リーフの閉鎖領域において，

水位上昇の発生状況が確認できた． 

 

(2)  数値シミュレーションによる波・流れ場の分析 

a) 再現計算 

2.(1)の波・流れの現地観測結果（図-4の人工リーフの

一部未完成時）を検証材料として，ブシネスク方程式9)

による平面二次元の波浪・流況の再現計算を行った．格

子間隔は2.5 mとし，ヘッドランドと人工リーフは地形

として考慮した．高波浪時の波・流れの再現精度を確保

するため，対象波浪は観測期間中の有義波高から上位10

波浪（同じ事象によって生じた複数の高波浪は1回とし

て計上）とした． 

有義波高の再現計算結果は図-10のとおりであり，観

測値と計算値が概ね一致することを確認した．一方，流

速については，数値シミュレーションから算定した断面

平均流速をもとに，Madsen et al10)の方法より底面流速に

変換し，観測値と比較した．検証結果は紙面の都合で割

愛するが，有義波高と比べてややばらつきが見られるも

のの，対象10波浪について全体的に概ね一致することを

確認した． 

図-8 一般型とふた山型人工リーフの波高伝達率Ktの比較 
（社団法人全国海岸協会 5)に追記．オリジナルは，宇多

ら 7)と田中 8)） 
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図-9 観測した底面流速の平面分布 (2014年 12月 18日 3時) 
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図-10 有義波高の再現計算結果（上位 10波浪） 
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b) 人工リーフ整備状況別の波・流れの予測計算 

2.(2)a)の計算モデルを用いて，人工リーフの整備状況

別の予測計算を実施した．対象とする波浪は，年数回波
3)とし，有義波高4.7 m，有義波周期10.0 s，波向N19°W，

平均潮位（T.P.+0.5 m）とした． 

計算ケースは，(a)人工リーフ未完成，(b)人工リーフの

沖側完成・岸側未完成，(c)人工リーフ完成時の3ケース

とし，施設の整備状況に応じた波・流れの状況を把握す

るものとした． 

図-11に各ケースの有義波高と断面平均流速の平面分

布を示す．(a)人工リーフ未完成では，ヘッドランド岸側

で波高が減衰せず，これに伴う強い沖向流れが生じてい

るのに対し，(b)人工リーフの岸側未完成･沖側完成およ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

び(c)人工リーフ完成では，波高が人工リーフで減衰され，

さらに沖向流れが抑制されている．また，(b)と(c)の比較

では人工リーフの岸側が未完成の段階においても，施設

岸側の波高・流速の低減および沖向き流れをある程度抑

制できていることを把握できた． 

 
3. ヘッドランドと人工リーフによる施設岸側の

海浜安定性 
 

(1) 地形変化の実態分析 

ヘッドランドと人工リーフの海浜安定機能を評価する

ため，2007年以降に実施されている面的測量（ナローマ

ルチと深浅）を用いて地形変化実態を把握した．図-12

に2015年（人工リーフ沖側完成，リーフ岸側は一部未完

成）を境とした2時期（2007～2015年の8年間，2015～

2017年の2年間）の地形変化の平面分布を示す． 

2007～2015年の地形変化（図-12(a)）は，人工リーフ

岸側での変動および侵食が大きい一方，2015～2017年の

地形変化（図-12(b)）は小さい．比較する測量間隔が異

なるものの，人工リーフ沖側の完成後は，施設岸側にお

いて，地形変化を安定させる効果があると推測できる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-12 地形変化の平面分布（養浜量を含む） 
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図-13 ヘッドランド・人工リーフ岸側の土量変化 
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また，ヘッドランドと人工リーフ岸側の領域（図-

12(b)のピンク線内）の2007年基準の土量変化の推移は図

-13のとおりであり，第2工区内で実施された養浜量を除

外した土量変化を併記した． 

2015年度以前は，2008～2009年を除き養浜量を除外し

た土量が顕著な減少傾向であり，2011～2015年までは約

2万 m3/年程度の侵食傾向にある．しかし，沖側人工リー

フ整備後の2015年度以降は，養浜量を除外した土量変化

が穏やかな侵食に変化している様子が見られた．2015年

度時点は人工リーフ岸側の一部が未完成な状況（沖側リ

ーフは整備済み）であったが，沖側だけでも人工リーフ

を整備し，ヘッドランドと人工リーフで閉鎖領域を形成

することで海浜安定効果が得られることが把握できた． 

2.(2)で実施した波浪・流況シミュレーションの平面分

布（図-11(b)）を見ても，人工リーフ沖側を整備した段

階で人工リーフ岸側の波高・流速が低減されている．こ

の計算は土砂移動を考慮していないものの，波・流れの

状況と閉鎖領域内の土量変化実態から，施設によって閉

鎖された空間であれば，土砂の沖への流出量が抑制され

ることが示唆された．人工リーフは施設規模が大きいた

め数年かけて段階的に整備を進めることになるが，その

場合はまず沿岸方向に施設整備を進め，早期に閉鎖領域

を形成させることが岸側の海浜安定に重要だとわかった． 

ここで，土量変化実態をややミクロな視点でみると，

2014年度に人工リーフ沖側が整備されたことから，2014

～2015年度の養浜量を除外した土量変化でも減少量が緩

やかになってもよいと考えられるが，依然として2万 m3/

年程度の侵食となっている．この要因として，養浜砂は

基本的にシルト・粘土分をほとんど含まない飛砂を用い

ているが，2014～2015年度に実施した養浜砂は信濃川の

掘削土砂であり，細粒分を比較的多く含んでいたことが

関係している可能性がある．さらに，養浜量を除外した

土量変化（図-13の赤線）と測量期間前に襲来した関屋

観測所における1年間の最大有義波高（図-13の緑線）を

見ると，2015年度の有義波高が約6 mと比較的高いこと

が，土量流出に影響している可能性を考えた．しかし，

2012～2015年で様々な規模の最大有義波高が襲来してい

るにも関わらず土量変化の傾向に変化がなかったため，

2014～2015年度の土量変化に侵食量低減が見られない要

因は，波高による影響はそれほど大きくないと推測した． 

なお，養浜量を含めた土量変化（図-13の青線）を見

れば，2007年以降，2008～2009年を除き概ね一定もしく

は微増傾向となっている．このことを踏まえ，第2工区

でこれまで実施された養浜量は，ヘッドランド・人工リ

ーフの閉鎖領域間で沖流出する量程度をうまく維持養浜

でまかなえてきたと考えられる． 

新潟海岸は，日本海側に面しており，高い冬季波浪が

襲来する地域であるが，ヘッドランドと人工リーフの閉

鎖領域に養浜することで，施設岸側の土砂流出を一定量

抑制することが可能であり，これらの静的安定手法が海

浜安定に寄与していると考えられる．さらに，人工リー

フは，天端上で強い向岸流が生じ，それに伴い沿岸流と

なって汀線後退を招く恐れ11)があるが，金衛町工区はヘ

ッドランドと人工リーフで閉鎖された空間のため，この

ような侵食は生じにくいと推測される． 

(2) 粒径変化 

ヘッドランドと人工リーフに閉鎖された空間は静穏で

あることから，細粒分（シルト･粘土分）の増加などの

底質変化が生じる恐れがある．ここでは，直近である

2017年10月の中央粒径d50の平面分布および代表地点（閉

鎖領域内）の粒度組成の時系列変化を図-14に示す． 

中央粒径の平面分布（図-14(a)）では，地点により粒

径の違いが見られるもの，人工リーフが完成した2工区

と未完成の1工区・3工区で0.10～0.35 mm（砂分）の範囲

内であり大差なかった． 

また，第2工区の代表地点（養浜箇所近傍）の粒度組

成・中央粒径の時系列推移（図-14(b)）では，2016年に

シルト・粘土分の増加が見られた．これは，2014～2015

年度の養浜砂（信濃川の浚渫土砂）に細粒分を比較的多

く含んでいたことが影響している可能性がある．しかし，

2016年10月から2017年4月でシルト・粘土分が減少して

いたことから，一時的に細粒分が増加した場合でも，冬

季波浪により拡散され，ヘッドランド・人工リーフ岸側

の閉鎖領域で一様な増加はみられなかった．紙面の都合

で結果は割愛するが，拡散されたシルト・粘土分は，

2017年4月の各地点の調査において，人工リーフ岸側で

特段たまった地点は見られなかった． 

このことを踏まえれば，図-13の2014～2015年度にか

けて，人工リーフ沖側が完成しているにも関わらず，養

浜量を除外した土量の減少傾向が低減していなかったの

は，養浜土砂に含まれるシルト・粘土分が沖へ拡散した 
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ためであることが，底質調査結果から推測できた．シル

ト・粘土分は海浜形成に寄与しない粒径のため，沖へ流

出することは問題ない．むしろ，施設の閉鎖領域（人工

リーフ岸側）において，砂の細粒化に伴う生物（特にブ

ロックに付着する岩礁性の貝類）への影響の観点からは，

細粒分が堆積しないほうが好都合と考えられる． 

 
4. おわりに 

 

本研究は，新潟海岸金衛町工区において，ヘッドラン

ドと人工リーフ（ふた山型）で閉鎖された領域に養浜を

実施した場合において，その静的安定手法の効果を分析

したものである．分析は，人工リーフ周辺における波・

流れの現地観測と数値シミュレーションに加え，深浅測

量と底質調査による地形・粒径の実態分析を行った．得

られた主要な結論を以下に示す． 

(1) ヘッドランドと人工リーフ周辺の波・流れの現地観

測と数値シミュレーションにより，ふた山型人工リー

フの波浪・流況の低減効果を定量的に示した．また，

ふた山型の人工リーフは，沖側だけでも整備が完了す

ると，施設岸側の波・流れが低減され，その結果，土

砂の沖への流出を抑制が生じていることを確認した． 

(2) ヘッドランドと人工リーフで閉鎖領域を形成するこ

とで，冬季波浪が厳しい海域であっても施設岸側の土

砂の沖合流出を抑制することが可能であり，これらの

施設による静的安定手法が有効な可能性を示した．ま

た，この閉鎖領域では，シルト・粘土分は沖へ流出す

ることが推定されたことから，閉鎖領域内での細粒分

の堆積は現時点で生じていないことが把握できた． 

 

本研究の課題としては，ふた山型人工リーフの岸側が

一部未完成な時点での波浪・流況観測であり，人工リー

フ完成後の現地観測を実施するには至っていないこと，

ヘッドランドと人工リーフ岸側の地形変化が完成後1年

しか経過しておらず，より長い期間のモニタリング結果

を踏まえて詳細な分析を行うことが挙げられる．したが

って，本検討結果は，現時点の中間報告である． 

また，本対象海域には，人工リーフの岸側に離岸堤も

設置されているため，それらを含めた分析結果である．

施設ごとの効果を詳細に分析するためには，人工リーフ，

離岸堤のそれぞれを切り分けて評価することが望ましい． 
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EFFECTS ANALYSIS OF HEADLAND AND ARTIFICIAL REEF 

FOR NOURISHMENT AT KIN-EICHO COAST, NIIGATA 
 

Ryuji NIKAIDO, Yusuke IGARASHI, Hideo KOYAMA, Daisuke NAKAZONO, 
Fumihiro HARA and Yasuyoshi DOI 

 
In Kin-eicho coast of Niigata Prefecture, the statically stable beach method with artificial reefs and 

headlands was applied because longshore sediment transport for this coast can’t be expected. This study 
analyzed wave and current situation around these structures by wave observation and numerical simula-
tion. Moreover, they assessed beach stabilizing effect by bottom sounding and sediment survey. These re-
sults showed wave and current attenuation effects of artificial reefs and headlands quantitively using ob-
servation and numerical simulation. Furthermore, sediment yield against high waves was able to be re-
strained by constructing a closed region with headlands and artificial reefs. 
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