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高知海岸南国工区では，人工リーフが有する漂砂制御機能を増強させるため，既設人工リーフの天端上

に消波ブロックを設置して離岸堤化する極めて例が少ない構造への改良を計画している．そのため，本研

究では，施設設計に当たり必要となる消波ブロックの重量や位置などの基本的な断面形状について決定す

ることを目的として，施設の安定性を評価するための水理模型実験を実施した．これより，既設人工リー

フを消波ブロックにより離岸堤に改良する場合の高知海岸南国工区の地形及び計画波浪の条件下における

波の挙動と被災メカニズムを明らかにした．また，消波ブロックの配置について，岸側配置が最も経済的

に施設の安定性を確保できることがわかった．以上の結果を踏まえ，既設人工リーフの岸側法面の補強を

含め，当該施設の基本的な断面形状を決定した． 
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1. はじめに 

 

高知海岸は，土佐湾の湾奥部にあたる高知県中部に位

置する砂浜海岸である．当海岸は，太平洋に面した台風

の常襲地帯であり，供給土砂の減少等による砂浜海岸の

侵食，海岸堤防の老朽化が進行しており，抜本的な対策

を講じる必要があった．1969年に直轄工事区域に指定さ

れた南国工区では，海岸侵食に対応するため，これまで

離岸堤（52 基，一部は高知県に移管），人工リーフ（1 

基）が整備されており，漂砂系上手側の離岸堤背後では

砂浜が再生され，高潮及び海岸侵食による被害軽減に効

果を発揮していることが確認されている1）．一方，漂砂

系最下手にある高知港に隣接する人工リーフの周辺では，

砂浜を構成する土砂がほとんど到達していないことに加

え，高波浪時にWave Setupが発生し，沖向き流れによっ

て沖合へ土砂が流出することから，安定した砂浜が形成

されていないのが現状である．そこで，人工リーフが有

する漂砂制御機能を増強させるため，既設人工リーフの

天端上に消波ブロックを設置して離岸堤化することを計

画している． 

現地海岸で新たに人工リーフや離岸堤等の海岸保全施

設を設計・施工する場合，施設諸元は技術基準2）3）4）や

当該海岸での整備実績から設定されるのが一般的である．

しかし，既設離岸堤の補強工法の検討5）に比べ，既設人

工リーフを活用しながら離岸堤化するための構造につい

て検討した事例は極めて少ないことから，施設の安定性

に関して不明な点が多いのが現状である．また，当海岸

の人工リーフは岸沖方向の幅が広いため（天端幅：60 m，

天端長：310 m），その天端上に設置する消波ブロック

の岸沖方向の配置についても決める必要がある． 

本研究では，高知海岸南国工区における人工リーフの

改良（離岸堤化）について，施設の設計に当たり必要と

なる既設人工リーフの天端上に配置する消波ブロックの

重量や位置などの基本的な断面形状について決定するこ

とを目的として，施設の安定性を評価するための水理模

型実験を実施した． 



 

 

2. 実験方法 

 

(1) 実験施設の概要 

本研究では，2次元波浪実験水路（延長150 m×幅0.6 m

×高さ1.4 m）を用いて断面実験を実施した．模型縮尺

は，波浪規模や実験水路の造波性能を勘案し，フルード

の相似則に基づき1/60とした．海浜地形は，人工リーフ

中央部の測量断面をもとに，当海岸の沖合にある戸原波

浪観測所の設置水深（30m 程度）から海岸堤防までを固

定床で再現した．人工リーフ及び離岸堤化部は，現地の

構造規模を縮尺倍した被覆・消波ブロック模型や砕石に

よって再現した． 

 

(2) 還流水路による背後水位の調整 

断面実験では，実際の現地海岸で発生する人工リーフ

周辺の平面的な沖向き流れを再現することはできないた

め，岸側の構造物背後の水位が過剰に高くなり，ブロッ

クの安定性評価に影響を与えることが懸念されている6）．

そのため，本実験では，図-1，図-2に示すとおり，山下

ら7）を参考に構造物背後から沖側までφ100 mmの塩ビ管

3本を接続した還流水路を設置し，その開度を調整する

ことで背後水位を設定した．その際，現地で発生する

Wave Setupを適切に再現するため，事前に実施した予備

実験から開度と水位の関係を把握し，現地海岸を対象と

した波浪（エネルギー平衡方程式モデル）・流況（ラデ

ィエーションストレスに基づく平面二次元モデル）解析

結果と整合するように開度を調整した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 実験条件 

a) 波浪・潮位条件 

波浪条件は，ブロックの安定性を評価する際に一般的

に用いられる計画波浪（換算沖波波高12 m，沖波周期

15.5 s）の不規則波4）6）8）を基本条件とし，近年の越波時

に観測された長周期波浪（換算沖波波高7.5 m，沖波周

期20 s）等による確認も実施した．また，構造物に作用

する波浪は，潮位によって変化することが確認されてい

る6）ため，計画高潮位（T.P.+2.44 m）と最低潮位（朔望

平均干潮位：T.P.-0.94 m）の2種類の潮位条件を設定した． 

実験では，構造物の安定性を確認するため，ブロック

の安定数を算出する実験に準じて1,000 波相当の波浪を

造波した．不規則波の実験では，戸原波浪観測所におけ

る高波浪時のスペクトル分布に最も近似する修正ブレッ

トシュナイダー光易型のスペクトルで造波した． 

b) 構造物条件 

離岸堤化部に用いる消波ブロックは，ハドソン式より

算定した必要重量に相当する30 t型と50 t型の2種類（KD

値11.0）を使用した．ブロックの設置形状は，図-3に示

すとおり，2層積・天端3個並び以上を基本形状として4），

配置を沖側・中央・岸側の3種類に設定した．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 水理模型実験の模式図及び計測位置 

 

図-1 還流水路の設置状況 

 

※蓋の設置面積により開度を調整 

還流水路（φ100 mm×3本） 

図-3 消波ブロックの配置と設置状況 
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図-4 現地スケールで換算した波浪の計測位置及び岸沖方向の波高分布に関する波形イメージ（計画波浪） 

 

(4) 計測方法及び計測結果の評価方法 

実験では，図-2及び図-4に示す位置に容量式波高計を

設置し（a 沖波，e 施設前面，f 施設背後：透過率等を評

価するため入反射分離用に2 本，その他地点：1 本），

水位変動量の時系列変化を20 Hzで計測した．また，上

面・側面からデジタルビデオカメラによりブロック及び

波浪の状況を連続的に撮影した．これら計測データを用

いて，造波条件の妥当性，消波効果（透過率），構造物

の被害率及び被災メカニズムの確認を行った． 

波高に関する評価は，計測した波高データを入反射分

離解析した入射波の有義波高を用いて行った．透過率は，

式(1)に示すとおり，計測した構造物前面の波高と構造

物背面の波高の比率で算定した2）．背後水位は，構造物

背面に設置した容量式波高計により計測した造波期間内

の水位変動量を時間平均した値を用いて算定した．構造

物の被害率及び被災メカニズムの評価は，撮影したデジ

タルビデオカメラの動画データから行った．消波ブロッ

クの被害率は，［転倒，滑動等により被災したブロック

数］／［実験に使用したブロック数］から算出した．こ

こで，ブロックの被災は，ブロックが1/2個分以上移動

若しくは45°以上回転した場合を定義した4）6）8）．  

Kt’  =  Ht  /  H i          (1) 

ここに，Kt’：透過率，Ht：構造物背面の波高（透過

波高），H i： 構造物前面の波高（堤前波高）である． 

 

3. 実験における波の挙動 

 

計画波浪時の水理模型実験で計測した岸沖方向の波高

分布をもとに，実験における波の挙動について考察した． 

 

(1) 岸沖方向の波高分布 

現地スケールで換算した波浪の計測位置及び実験時の

波浪計測や目視確認結果から把握した岸沖方向の波高分

布に関する波形イメージを図-4（ブロック：沖側配置）

に示す．また，計測した水位変動量の時系列変化を図-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-5 計測位置毎の水位変動量の時系列変化 

 

（沖側に配置した50 t型ブロックが被災したタイミング

付近）に示す．ここで，a2，e1，e2，f1は入反射分離前

のデータを示す．これより，計画波浪では，沖側（水深

20 m程度）で砕波した後，波が再生（波高が増大）しな

がら人工リーフ前面（水深7 m程度）に到達し，人工リ

ーフ前面の法面（勾配1:4）や離岸堤化部に用いる消波

ブロック前面の法面（勾配1:1.3）で波高がさらに増大す

ることで，人工リーフや消波ブロック上で再度砕波する

ことがわかった．ここでは，消波ブロックを沖側に配置

した場合を示しているが，人工リーフ前面までの波の挙

動については，消波ブロックの配置によらず同様の分布

特性を有していることを実験結果から確認した． 

 

(2) 岸沖方向のスペクトル分布 

図-5に示す水位変動量の時系列変化に対して，フーリ

エ変換を用いたスペクトル解析を行った．各計測地点で

算定した周波数スペクトルの分布を図-6に示す．これよ

り，造波装置から入射する沖波の短周期成分のスペクト

ルは人工リーフ前面までに大きく減衰していることがわ

かる．一方，長周期成分のスペクトルは人工リーフ前面

で発達する結果が得られた．これより，計画波浪では，

人工リーフ前面までに波高の増大に加え，長周期成分が
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発達しながら波が再生する過程を確認することができた．

なお，施設前面のe1及びe2は他地点に比べ長周期成分の

スペクトルが卓越している状況が確認された．これは，

人工リーフ天端上の消波ブロックによる反射の影響が含

まれており，入射波と反射波の重複や位相差によって長

周期成分が発達しているものと考えられる． 

 

4. 消波ブロック配置の実験結果 

 

消波ブロックの配置等が異なる条件での実験結果をも

とに，既設人工リーフを活用しながら離岸堤化する場合

の消波効果や被災メカニズムを分析し安定性を評価した． 

 

(1) 沖側配置 

計画波浪を対象に消波ブロックを沖側に配置した場合

の波浪状況の模式図と砕波状況（被災時）を図-7に示す．

沖側配置では，施設前面の法勾配が急であり，消波ブロ

ックからの反射の影響が大きいため（ケース3における

施設前面の反射率：0.41），他配置と比べ人工リーフ周

辺の波高が増大し，高波浪時には消波ブロック上で砕波

する傾向となる．その結果，表-1のケース1～4に示すと

おり，消波ブロックの重量，断面形状及び潮位を変化さ

せたいずれの条件においても，消波ブロック上で砕波す

ることに伴い，消波ブロックに沿った岸側への流れが発

生することで，岸側の消波ブロック端部が滑動・転倒し

被災することがわかった．なお，消波ブロックの重量を

30 t型から50 t型にした場合は，被害率が35 %から16 %に

減少し，断面形状を天端3個から4個にした場合は，被害

率が16 %から14 %に減少した．また，消波ブロックの重

量及び断面形状が同じ条件で潮位が異なるケース3と4を

比較すると，計画高潮位に比べ施設前面と背面の水位差

が大きくなる最低潮位の被害率が高くなる結果を得た．

透過率では，消波ブロックの重量及び断面形状による顕

著な違いは確認されなかった． 

 

(2) 中央配置 

消波ブロックを中央に配置した場合の波浪状況の模

式図と砕波状況（被災時）を図-8に示す．中央配置では，

施設前面の法勾配が沖側配置に比べ緩やかとなり，波高

は減衰するものの，高波浪時の砕波は沖側配置と同様に

消波ブロック上で発生する傾向となる．また，沖側配置

に比べ，消波ブロックからの反射は小さいこと（ケース  

 

図-6 計測位置毎の周波数スペクトル分布 

 

図-7 消波ブロック沖側配置の実験結果（左：計画波浪時の波浪状況模式図，右：砕波状況） 

 

図-8 消波ブロック中央配置の実験結果（左：計画波浪時の波浪状況模式図，右：砕波状況） 

 

図-9 消波ブロック岸側配置の実験結果（左：計画波浪時の波浪状況模式図，右：砕波状況） 
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表-1 実験ケースと実験結果（透過率・被害率）一覧 

ケース 
ブロック 

配置 

ブロック 

重量 

断面形状

（2層積） 

波浪条件 

不規則波 
潮位条件 

実験結果 

透過率 被害率※2 備考 

1 沖側 30 t型 天端3個 計画波浪 計画高潮位 0.34 35 %  

2 沖側 50 t型 天端3個 計画波浪 計画高潮位 0.30 16 %  

3 沖側 50 t型 天端4個 計画波浪 計画高潮位 0.31 14 %  

4 沖側 50 t型 天端4個 計画波浪 最低潮位 0.11 17 %  

5 中央 50 t型 天端4個 計画波浪 計画高潮位 0.31 5 %  

6 中央 50 t型 天端4個 計画波浪 最低潮位 0.16 9 %  

7 岸側 50 t型 天端3個 計画波浪 計画高潮位 0.30 0 % 被災なし 

8 岸側 50 t型 天端3個 計画波浪 最低潮位 0.21 73 % 既設部被災 

9 岸側 30 t型 天端4個※1 計画波浪 計画高潮位 0.32 0 % 被災なし 

10 岸側 30 t型 天端4個※1 計画波浪 最低潮位 0.13 0 % 被災なし 

11 岸側 30 t型 天端4個※1 長周期波浪 計画高潮位 0.26 0 % 被災なし 

12 岸側 30 t型 天端4個※1 長周期波浪 最低潮位 0.11 0 % 被災なし 

※1：既設人工リーフ捨石部を覆う形で背後補強したもの  ※2：消波ブロックを対象に算定したもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-10 消波ブロック岸側配置の実験結果（断面形状・潮位条件によるブロックの被災状況の違い） 

 

5における施設前面の反射率：0.37）を確認した．ここ

では，表-1のケース5，6に示すとおり，50 t型・2層積・

天端4個並びを対象とした実験を行ったが，その結果は

沖側配置と同様，いずれの潮位条件でも，消波ブロック

上部から岸側への流れが発生することで，岸側の消波ブ

ロック端部が滑動・転倒し被災することとなった．被害

率は，同条件の沖側配置よりも減少する結果となった．

また，潮位条件による違いでは，沖側配置と同様に最低

潮位の被害率が高くなることがわかった．透過率は沖側

配置と同程度であり，同等の消波効果を発揮することを

確認した． 

 

(3) 岸側配置 

消波ブロックを岸側に配置した場合の波浪状況の模式

図と砕波状況（沖側・中央配置で被災したタイミング付

近の高波浪発生時）を図-9に示す．岸側配置では，いず

れの潮位条件でも，消波ブロックより前面の人工リーフ

上で砕波する傾向となる．また，他配置に比べ，消波ブ

ロックからの反射の影響が小さい結果（ケース9におけ

る施設前面の反射率：0.34）となった．さらに，計画波

浪に比べ砕波位置は岸側に移動するものの，長周期波浪

でも同様の砕波状況となることが実験より確認できた．

これより，岸側配置では，他配置に比べ，消波ブロック

に作用する波浪が減衰し，消波ブロックに沿った岸側へ

の流れも大きく低減することから，既設人工リーフの天

端上に配置する消波ブロックの構造としては，最も安定

性が高いことがわかった．表-1のケース7及び図-10(a)に

示すとおり，計画高潮位時には，50 t型・2層積・天端3

個並びにおいて，消波ブロックが安定（被害率：0 %）

する結果となった．水谷ら9）においても，潜堤上の擬岩

の作用波力に関する水理模型実験の結果から，「流速が

最も大きくなるときの砕波条件の1つは構造物の中心位

置で砕波する場合である」「擬岩が沖側法肩近傍にある

場合が砕波により非常に大きな波力が作用する」ことが

被災なし
沖
側

岸
側

離岸堤化

人工リーフ

沖
側

岸
側

離岸堤化

人工リーフ

被災なし

沖
側

岸
側

離岸堤化

人工リーフ

被災なし

(a) ケース 7：50 t型・天端3個（計画波浪・計画高潮位） 

沖
側

岸
側

離岸堤化

人工リーフ

既設人工リーフ（捨
石法面部）が被災

岸側ブロックも被災

(b) ケース 8：50 t型・天端3個（計画波浪・最低潮位） 

(c) ケース 9：30 t型・天端4個+背後補強（計画波浪・計画高潮位） 

(d) ケース 10：30 t型・天端4個+背後補強（計画波浪・最低潮位） 



 

 

指摘されており，本実験で得られた結果と一致している． 

一方，表-1のケース8に示す最低潮位の場合，計画高

潮位に比べ施設前面と背面の水位差が大きいことに加え，

背面の水位が人工リーフ天端高（T.P.-1.24 m）付近まで

低下することから，消波ブロックを乗り越えた波により

人工リーフ捨石部の岸側法面の砕石が移動・飛散し，既

設人工リーフ部とその上部の消波ブロックが大きく被災

することがわかった（図-10(b)）． 

これらを踏まえ，図-10(c)(d)に示すように，ケース9～

12では30 t型の消波ブロックにより既設人工リーフ捨石

部を覆う形で背後補強した．その結果，いずれの条件で

も，30 t型・2層積・天端4個並びで消波ブロックが安定

すること，透過率は他配置と同程度であり同等の消波効

果を発揮することを確認した．また，同じ断面形状では，

50 t型より30 t型の方が経済性が高いことを確認した． 

 

5. 主要な結論 

 

本研究は，高知海岸南国工区における人工リーフの改

良（離岸堤化）について，施設の設計に当たり必要とな

る既設人工リーフの天端上に配置する消波ブロックの重

量や位置などの基本的な断面形状について決定すること

を目的として，施設の安定性を評価するための水理模型

実験を実施したものである．本研究から得られた主要な

結論を以下に示す． 

 

1）水理模型実験の結果，既設人工リーフを消波ブロ

ックにより離岸堤に改良する場合の高知海岸南国

工区の地形及び計画波浪の条件下における被災メ

カニズムを明らかにした． 

2）同条件下において既設人工リーフの中央で砕波が

起こり，岸側配置が最も経済的に安定性を確保で

きることが分かった． 

3）既設人工リーフの岸側法面の補強を含め，当該施

設の基本的な断面形状を決定した． 
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HYDRAULIC MODEL EXPERIMENTS FOR STABILITY EVALUATION OF 

WAVE DISSPATION BLOCKS INSTALLED ON ARTIFICIAL REEF 

 

Takefumi TOMINAGA, Hukuyoshi OKABAYASHI, Satoshi OKAZAKI, 

 Takayuki KUBO, Makoto NAKAMICHI, Takahiro IWASA and Sadakazu ITO 

 
In Nangoku construction section of Kochi coast, the existing artificial reef is planned to be turn into 

offshore breakwater by installing wave dissipating blocks on the reef, extremely rare structure, in order to 

increase control function of littoral transport. In this study, hydraulic model experiments were conducted 

to evaluate the stability of the facility for the purpose of determining the basic profile, such as weight and 

location of the wave dissipating blocks, which is necessary for the design of the facility.From these results, 

behaviour of wave around the offshore breakwater and the failure mechanism of the offshore breakwater 

were clarified under the condition of terrain of Nangoku construction section of Kochi coast and the design 

wave. Furthermore, it was clarified that the stability of the facility is secured most economically by in-

stalling the wave dissipating block on the shore-side part of the crown of the artificial reef. Based on the 

above results, basic profile of the facility, including the reinforcement of the landward slope of the existing 

artificial reef, was determined. 


