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§１．はじめに

石川海岸美川２工区（以降，美川海岸と称す）の状況

および設置平面図を写真－１および図－１に示す．既設

の従来型人工リーフの開口部（幅約７５.０m）に延長４５.０

mのトラップ式ダブルリーフを施工した
１）
．当該海域

の波浪制御と既設人工リーフの開口部からの砂流出防止

を目的として設置されたものである．

設計時の詳細検討結果からトラップ式ダブルリーフの

天端幅は２４.０mで，既設の従来型人工リーフ（天端幅

５０.０m）と同等の消波性能を確保できることが確認され

ている．一般に，水理模型実験を含めた机上検討では高

い性能を確保できるものの，実海域では多様な海象条件

に阻まれて要求性能を満足できない構造物も数多く存在

する．したがって，トラップ式ダブルリーフは小断面で

あるため，実海域においても所定の要求性能が確保でき

るか否かが大きな課題であった．

そこで，トラップ式ダブルリーフの水理特性検証のた

めに追跡調査を実施した．

美川人工リーフ追跡調査報告
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＊ 技術研究所技術研究部土木技術研究課
＊＊技術研究所技術研究部

要 約

国土交通省北陸地方整備局金沢河川国道事務所（旧，金沢工事事務所）によって石川海岸美川２工

区に設置されたトラップ式ダブルリーフは，２つのステップで形成された複断面構造によって反射率

を抑えながら所定の消波性能を確保しうる新しい人工リーフである．また，人工リーフ背後の水位上

昇（セットアップ）を抑制できるため，局所的な洗掘防止などが期待される．これらの水理特性は水

理模型実験によって確認されており，実海域においても発揮されることを検証するために，冬期風浪

による波浪観測を実施した．
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写真－１ 美川海岸の状況
（�，�は既設の従来型人工リーフ）

３０ ２７．３１５０ １５０ ７５４５ ４３．２
トラップ式
ダブルリーフ

人工リーフ２基目
（従来型）

人工リーフ２基目
（従来型）

人工リーフ１基目
（従来型）

潜堤離岸堤
離岸堤 離岸堤

美川緩傾斜堤

北陸自動車道

図－１ トラップ式ダブルリーフの設置平面図
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§２．追跡調査の概要

小断面であるトラップ式ダブルリーフが，設計時の要

求性能を実海域でも確保できることを検証するために，

美川海岸で追跡調査を実施した．

図－２に示す位置 St.０から St.３に海象計（波高計と

流速計がセットになった計測機器）を合計４台設置して

観測した．人工リーフに作用する沖波入射波を計測する

St.０は，砕波の影響が少なく精度の高い観測を要求さ

れることから，超音波式および水圧式波高計を併用する

海象計（DL‐２：協和商工社製）を用いた．砕波帯内に

設置される St.１～St.３は，水圧式波高計のみの海象計

（Wave Hunter９４：アイオーテクニック社製）を設置し

た．各海象計の設置目的および設置水深は以下のとおり

である．

St.０：人工リーフに対する実際の入射波を計測するため，

人工リーフ前面（沖側），離岸距離約１５００m，水

深約２０.０mに設置した．

St.１：既設の従来型人工リーフとの開口部において波と

流れを計測するため，人工リーフ開口部，水深約

７.０mの地点に設置した．

St.２：トラップ式ダブルリーフの消波後の伝達波と流況

変化を計測するため，トラップ式ダブルリーフ背

後の水深約４.５m地点に設置した．

St.３：従来型人工リーフの消波後の伝達波と流況変化を

計測するため，既設人工リーフ背後法先付近の水

深約４.５m地点に設置した．

美川海岸におけるトラップ式ダブルリーフ設計時の外

力条件は冬期風浪であった．そこで，対象外力を把握す

るため，平成１５年１月２３日１４時から２月２５日１１時

までの期間で波浪観測を実施した．データは１時間に１

回，毎時５０分から１０分までの２０分間計測されている．

この間，０.５秒間隔で２４００データを取得するものとし，

すべての海象計を同期させた．

§３．追跡調査の結果

３－１ 沖波波浪の特性

St.０で観測された沖波の特性を以下に示す．図－３は

有義波高および有義周期の観測結果をそれぞれ示してお

り，縦軸はこれらの値を，横軸は観測日時を示している．

１月２３日からの約１ヶ月間の観測において，１月２８

日４時から１月３０日１５時までの５９回は有義波高が

４.０mを超えていた．２月２０日１２時から１５時の間の３

回は有義波高が３.５mを超えていた．有義波高が２.０～

３.０mでは，７.０～８.０s の有義周期となっており，有義

波高が４.０m以上の場合は１０.０s 程度の有義周期となっ

ている．設計時に対象とした冬期エネルギー平均波帯お

よび年数回来襲波帯が観測されており，本観測結果が有

効であるものと判断される．

なお，観測期間中すべての期間において，北西の波向

きが卓越しており，人工リーフに対してほぼ直角に作用

していたことが St.０における波向別の波高頻度分布か

ら確認されている．

トラップ式ダブルリーフ

従来型人工リーフ

St.１

St.２

○St.０（離岸距離１５００m）

St.３

図－２ 追跡調査位置

図－３ St.０における有義波高および有義周期の経時変化
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３－２ 消波性能

� 伝達波の特性

St.２の波浪特性を以下に示す．図－４は有義波高およ

び有義周期の観測結果をそれぞれ示す．

有義波高が１.０mを超える期間は短く，観測期間中の

全データにおける平均波高は０.７４m程度，平均周期は

７.１６sとなっていた．

沖波の有義波高が４.０mを超えていた１月２８日４時

から１月３０日１５時までの期間においても，St.２の有

義波高は１.４４mを超えなかった．この観測期間中の平

均的な伝達率は０.２６（St.２の平均有義波高１.３１m/St.０

の平均有義波高４.９８m）となり，７４％以上波高が減衰

していることが確認された．

� 要求性能との比較

消波性能を確認するために，St.０の有義波高と St.２

の有義波高を比較した．図－５に観測結果を示す．ここ

で，縦軸は St.２の有義波高H2を，横軸は St.０の有義

波高H0をそれぞれ示す．

H0が１.０m以下の場合，H2はH0の約７０％となり，

H0は３０％減衰した．H0が２.０m程度の場合は約５０％

減衰した．H0が４.０m以上の場合，H2は１.５m以下と

なり，６０％以上減衰した．平均的には，伝達率 Kt（＝

H2／H0）は０.３５より小さくなることが分かる．

一方，設計時の要求性能は，年数回来襲波（波高４.０

m，周期１０.０s）で伝達率０.３６（伝達波高１.４４m），冬

期エネルギー平均波（波高２.５m，周期７.０s）で伝達率

０.４４（伝達波高１.１０m）であった．図中に示した×印

が，設計時の要求性能である．

冬期エネルギー平均波帯の観測結果は多少のバラツキ

があるものの，設計時の要求性能とほぼ同等の値となっ

ており，目標伝達率をおおむね確保していることが分か

る．年数回来襲波帯の観測結果は，全て要求性能を下回っ

ており，目標伝達率を十分クリアしていることが確認さ

れる．

観測結果をより定量的に評価するため，冬期エネル

ギー平均波帯を有義波高２.０～３.０m，有義周期６.５～７.５s

の範囲，年数回来襲波帯を有義波高３.５～４.５m，有義

周期９.５～１０.５s の範囲と考えた．これらの範囲内の St.

０の有義波高と時間的に対応する St.２の有義波高を抽

出し，平均伝達率を求めた．この結果を表－１に示す．

図－５と同様に要求性能が満たされていることが再確認

される．特に，年数回来襲波帯における消波性能が向上

することが確認できる．

� 従来型人工リーフとの比較

トラップ式ダブルリーフと従来型人工リーフの有義波

高を比較したものが図－６である．ここで，縦軸は St.２の

有義波高H2を St.３の有義波高H3で除した結果を示し，

横軸は St.０の有義波高を示す．図中の値がH2／H3＜１.０

であればトラップ式ダブルリーフの消波性能が従来型人

工リーフに比べて高いことを示すことになる．図中では，

基準となる比率１.０のラインならびに目標伝達率を設定

した沖波波高２.５mおよび４.０mの軸を強調した．

H0が１.０m以下では，H2／H3＜１.０の分布が多く，H0

が１.０～３.０mの間では，H2／H3＞１.０となる傾向が確

波 高
（m）

周 期
（s） 伝達率

年数回来襲波
要求 ４.０ １０.０ ０.３６

観測 ３.５－４.５ ９.５－１０.５ ０.３２

エネルギー
平均波

要求 ２.５ ７.０ ０.４４

観測 ２.０－３.０ ６.５－７.５ ０.４２

図－５ トラップ式ダブルリーフの波浪伝達状況

表－１ 要求性能と観測値の伝達率比較

図－４ St.２における有義波高および有義周期の経時変化
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認される．冬期エネルギー平均波帯（H0＝２.５m）では，

両人工リーフとも同程度の消波機能を有していることが

わかる．

一方，沖波波高が３.０m以上の高波浪時には，H2／H3

＜１.０の分布が再び多くなり，トラップ式ダブルリーフ

の消波性能が良いことがわかる．また，全体の観測結果

の約６０％がH2／H3＜１.０となっている．

以上のことから，トラップ式ダブルリーフは従来型人

工リーフに比べ，小断面で設計されているにもかかわら

ず同等の消波性能を有することが検証された．

３－３ セットアップ抑制効果

� 水位変動の経時変化と解析方法

St.２の水位変動は，

ηprot＝ηatom＋ηwind＋ηwave＋η tide

であると仮定できる．ここで，ηprotは St.２の水位の実

測値，ηatomは気圧変動によって生じる水位上昇量，ηwind

は風の吹き寄せによる水位上昇量，ηwaveは波浪によっ

て生じる水位上昇量，η tideは潮汐変動によって生じる

水位上昇量である．

一方，St.０は離岸距離１５００.０m，水深約２０.０mであ

るため，風による吹き寄せや波浪によるセットアップは

生じていないと仮定できる．また，気圧や潮汐のような

長周期の変動が水位上昇に及ぼす影響は，計測を行って

いる海域においては，一様であると仮定できる．なお，

美川海岸での風速計測が実施されていないため，解析に

使用する風速記録は，徳光で計測された値を用いた．徳

光の計測地点は，美川海岸から北東に約５km離れた地

点であるが，風速場としての差が無いと仮定した．これ

らのことを踏まえた上で，以下のような手順に沿って，

St.２における各成分を分離した．

�気圧成分 ηatomおよび潮汐成分 η tideは St.０の値を

St.２から差し引くことで取り除く．

�徳光風速値と St.０の有義波高を用い，重回帰分析
を行う．

�回帰分析結果から波浪成分 ηwaveと風成分 ηwindと

を分離する．

図－７に St.２の水位の経時変化（実測値）と�の処理
を施した結果を示す．１月２７日までの変動，１月２８日

から２月１日までの変動，２月２日以降の変動がそれぞ

れ異なっていることが分かる．１月２８日前の観測値は，

St．０の変動の影響を受けているため，高波浪でないに

もかかわらず水位が高くなっている．１月２８日から１

月３１日までの４日間は低気圧由来の高波浪によるもの

であり，２月２日以降は比較的安定している．

なお，水位の基準を，

�波浪が小さいこと．
�風が弱いこと．
�潮位差が小さいこと．

など外的要因が小さい２月６日前後とした．また，以降

の解析では１月２８日前の観測値は考慮しない．

� 重回帰分析結果

図－８は，上述の�および�の解析結果から算定した
セットアップ量と，St.２のセットアップ量（気圧と潮

汐の変動は削除）を比較した結果である．セットアップ

量が大きくなるにつれて（０.３m以上），バラツキが大

きくなるものの，解析結果は観測結果をよく再現してい

る．

そこで，�として�の解析結果から得られた風速に関
する値を，�の結果から差し引くことで，ηwaveの値を

図－６ トラップ式ダブルリーフおよび従来型
人工リーフの波浪伝達状況の比較

図－７ St.２における水位の経時変化
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得る．

� 水理模型実験結果との比較

縦軸に得られた ηwaveを St.０の有義波高H０で除し

て無次元化した値を取り，横軸に天端水深 R をH0で除

して無次元化した値を取り整理した結果が図－９であ

る．

図中の×印は，設計時の２次元水理模型実験から得ら

れた結果である．ηwave/H0と R/H0の相関が高いこと

が分かる．また，観測は３次元性の高い結果であるが，

実験結果とほぼ同様な傾向となっている．このことから

実海域でのトラップ式ダブルリーフのセットアップ抑制

効果は，実験結果を用いて評価できるものと判断される．

:á 
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� 従来型人工リーフとの比較

次に，従来型人工リーフとの比較を行った．縦軸に St.

２の無次元セットアップ量を取り，横軸に St.３の無次

元セットアップ量を取り整理した結果が図－１０である．

前出の図－２に示すように，

�St.２は隣接する既設の従来型人工リーフの影響を受
けること．

�St.３は対象とする従来型人工リーフの延長が短いた
め，人工リーフの存在によるセットアップが生じ難いこ

と．

などの地形的な影響が大きい．このため，両者に明瞭な

差が見られない結果となる場合も生じている．しかしな

がら，St.２のセットアップ量は St.３よりもほとんど小

さくなっており，最大５０％程度抑えられていることが

確認される．
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図－１０ St.２および St.３の水位比較

３－４ 観測波形の特徴

有義波高５.９７mを記録した１月３０日４時の観測結果

において，各計測器の時系列データを周波数分解した結

果を図－１１に示す．図は，縦軸にパワースペクトル（波

エネルギー成分）を，横軸に波周波数を用いて整理した．

図から，人工リーフ背後に伝達される波浪は，砕波の

影響によって，沖波の周期帯に比べ広い範囲に分布して

いることが読み取れる．また，横軸に示す波周波数０.０５

～０.０８Hz（波周期１３.０s～２０.０s）付近において，St.２に

伝達される波浪成分が，St.３に比べて小さくなっており，

トラップ式ダブルリーフは従来型人工リーフに比べて長

周期波の消波性能が良いものと判断される．また，St.２

の結果はスペクトルのピークが分散しており，St.２で

は単一の波浪とならないことが確認される．

従来型人工リーフでは，リーフ上で砕波した波浪成分

が，流れのように長周期の成分に変化して人工リーフ背

後に伝播する現象が報告されている
２）
．これに対し，ト

ラップ式ダブルリーフでは，砕波に伴う水塊をスリット

函体で捕捉し，前面開口部から沖側に押し戻す流れ（戻
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り流れ）を発生させている．この戻り流れは，次に到達

する波浪の砕波を誘発させるとともに，人工リーフ背後

のセットアップを抑制する機能を有していると考えられ

る．
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図－１１ 各計測器のパワースペクトル特性

§４．まとめ

石川海岸美川２工区に施工したトラップ式ダブルリー

フの消波性能を確認するために現地観測を実施した．得

られた結論は以下のとおりである．

� すべての計測器で観測されている１月２３日１４時か

ら２月２５日１１時までの７８９回において，１月２８

日４時から１月３０日１５時までの期間で，St.０の

沖波が４.０mを超える有義波高が観測された．この

期間発生した有義波高の最大は，１月３０日４時の

有義波高５.９７m，有義波周期１０.９s である．

� 天端幅２４.０mのトラップ式ダブルリーフは，天端

幅５０.０mの従来型人工リーフと同程度の消波性能

を有していることが確認された．実海域においても

設計時に要求された消波性能を十分確保できる結果

となった．

� 実海域におけるトラップ式ダブルリーフのセット

アップ量は，従来型人工リーフより少ないことが明

確となった．また，２次元水理模型実験結果をもち

いて実海域のセットアップ量を評価できることが確

認された．

� トラップ式ダブルリーフの特徴である戻り流れに

よって，伝達波浪の長周期成分が，従来型人工リー

フに比べて小さくなることが分かった．

現在，美川海岸では人工リーフ周辺の生物調査が実施

されている．中空のRC構造物を有するトラップ式ダブ

ルリーフは，豊かな生物生息の場を創出しうるものであ

ることが，今後明確になるものと考えられる．
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