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(57)【要約】
【課題】平常時には低い位置に配置されて景観を守ると
共に、津波等が発生した場合には高い位置に配置されて
防潮機能を発揮する。
【解決手段】傾斜面２ａに敷設されたガイド手段３と、
該ガイド手段３に摺動自在に支持された波受け手段４と
を備える。該波受け手段４の波受け面４ａが波ｗを受け
ると、その波力Ｆによって該波受け手段４は高い位置に
押し上げられて防潮機能を発揮する。該波受け手段４の
押し上げには波ｗの波力Ｆを利用するので、駆動装置を
不要として構造の簡素化を図ることができる。また、浮
力によって押し上げるものでも無いので、該波受け手段
４を軽くする必要が無く、堅牢な材料を使用することが
できる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　傾斜面の低い側から高い側に向けて延設されてなるガイド手段と、
　該ガイド手段に摺動自在に支持されると共に該ガイド手段が延設される方向と交差する
方向に延設されて波を受け得るように構成された波受け面を有する波受け手段と、
を備え、
　該波受け手段は、前記波受け面が波力を受けた場合に前記ガイド手段に沿って前記傾斜
面の低い側から高い側に摺動し得るように構成された、
　ことを特徴とする防潮堤。
【請求項２】
　前記傾斜面を上面に有する基体、
　を備えたことを特徴とする請求項１に記載の防潮堤。
【請求項３】
　前記ガイド手段は、前記傾斜面の低い側から高い側に向けて、及び該傾斜面の高い側か
ら低い側に向けて前記波受け手段を摺動自在に支持するように構成された、
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載の防潮堤。
【請求項４】
　前記ガイド手段は、前記傾斜面との間に空隙部を形成するように該傾斜面に沿うように
配置され、
　前記波受け手段は、前記空隙部から上方に突出した上端部に前記波受け面を保持すると
共に下端部が前記空隙部内に摺動自在に支持される摺動部材、を有する、
　ことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の防潮堤。
【請求項５】
　前記波受け面は、その上端部分がその下端部分よりも張り出したオーバーハング状であ
る、
　ことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の防潮堤。
【請求項６】
　前記波受け面は、波力を減衰し得るような凹凸の形状をしている、
　ことを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の防潮堤。
【請求項７】
　前記ガイド手段は複数個並設され、
　前記波受け手段は、各ガイド手段に摺動自在に支持されるように複数個並設された、
　ことを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載の防潮堤。
【請求項８】
　互いに隣接するように配置された一の波受け手段と他の波受け手段とを連結する連結手
段、
　を備えたことを特徴とする請求項７に記載の防潮堤。
【請求項９】
　前記連結手段は、前記一の波受け手段と前記他の波受け手段とが係合するように前記一
の波受け手段から一体又は別体で前記他の波受け手段に突出された突出部を有する、
　ことを特徴とする請求項８に記載の防潮堤。
【請求項１０】
　前記連結手段は、前記一の波受け手段と前記他の波受け手段とを連結する可撓性部材で
ある、
　ことを特徴とする請求項８に記載の防潮堤。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、波力によって移動する波受け手段を備えた防潮堤に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　従来、台風による大波や高潮や津波（以下、“津波等”とする）による被害を防ぐため
に防潮堤が各地の沿岸部に設置されている。
【０００３】
　しかし、このような防潮堤は周囲の景観を損ねてしまうおそれがあるので、津波等が発
生していない状況下では低くして景観を損ねないようにしておき、津波等が発生した場合
に高い位置に移動して防潮機能を発揮できるような可動式の防潮堤が種々提案されている
（例えば、特許文献１及び２等参照）。
【０００４】
　図７は、可動式の防潮堤の従来構造の一例を示す断面図であり、符号１０４は防波板を
示し、符号１０５Ａ，１０５Ｂは、該防波板１０４に取り付けられた２つの空気室を示し
、符号１０６Ａ，１０６Ｂは、各空気室１０５Ａ，１０５Ｂの吸排気を行うための吸排気
管を示し、符号１０７は、前記防波板１０４の下端と海底面とを連結する第１のリンクを
示し、符号１０８は、前記防波板１０４の中央部と海底面とを連結する第２のリンクを示
している。そして、前記吸排気管１０６Ａ，１０６Ｂを使って各空気室１０５Ａ，１０５
Ｂの給気又は排気を行うことによって、前記２つのリンク１０７，１０８に連結された前
記防波板１０４が海面から起立した状態になったり海面下に沈んだりしてその姿勢が適正
に制御されるように構成されている。
【０００５】
　また、図８は、可動式の防潮堤の従来構造の他の例を示す斜視図であり、符号２０１Ａ
，２０１Ｂは、海底に略鉛直に掘られた２つの削孔穴を示し、符号２０２Ａ，２０２Ｂは
、各削孔穴２０１Ａ，２０１Ｂに出入り自在に配置された２本の支柱を示し、符号２０４
は、それらの支柱２０２Ａ，２０２Ｂの間に張設された防波部材を示し、符号２０５は、
浮力を発生させるように前記防波部材２０４に連結された浮体を示している。この防波部
材２０４は、複数の板材を上下に連結して構成されており、海面が高くなって浮体２０５
の浮力によって支柱２０２Ａ，２０２Ｂが引き上げられた場合には前記防波部材２０４は
２本の支柱２０２Ａ，２０２Ｂの間に張設された状態となって防潮機能を発揮し、海面が
低くなって支柱２０２Ａ，２０２Ｂが削孔穴２０１Ａ，２０１Ｂに収納される際には折り
たたまれた状態となって該支柱２０２Ａ，２０２Ｂの該削孔穴２０１Ａ，２０１Ｂへの収
納を阻害しないように構成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特許第５５０８３０６号公報
【特許文献２】特許第５５２５４７４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、図７及び図８に例示するものは、浮力を利用して防波板１０４や防波部
材２０４を起立させて防潮機能を発揮させるものであるので、該防波板１０４や防波部材
２０４や支柱２０２Ａ，２０２Ｂに軽くて堅牢な部材を使用しなければならず、材料選択
の幅が狭くなってしまうという問題があった。また、図７に例示するものでは前記空気室
１０５Ａ，１０５Ｂの給気や排気を行うための吸排気装置が必要となり、構造が複雑化し
てコストも掛かってしまうという問題があった。
【０００８】
　本発明は、上述の問題を解消することのできる防潮堤を提供することを目的とするもの
である。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
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　請求項１に係る発明は、図１乃至図３（ａ）（ｂ）に例示するものであって、傾斜面（
２ａ，１２ａ，２２ａ，３２ａ）の低い側（２ａ１，１２ａ１，２２ａ１，３２ａ１）か
ら高い側（２ａ２，１２ａ２，２２ａ２，３２ａ２）に向けて延設されてなるガイド手段
（３，１３，２３，３３）と、
　該ガイド手段（３，１３，２３，３３）に摺動自在に支持されると共に該ガイド手段（
３，１３，２３，３３）が延設される方向（ｘ）と交差する方向（ｙ１）に延設されて波
を受け得るように構成された波受け面（４ａ，１４ａ，２４２ａ，３４ａ）を有する波受
け手段（４，１４，２４，３４）と、
を備え、
　該波受け手段（４，１４，２４，３４）は、前記波受け面（４ａ，１４ａ，２４２ａ，
３４ａ）が波力（Ｆ）を受けた場合に前記ガイド手段（３，１３，２３，３３）に沿って
前記傾斜面（２ａ，１２ａ，２２ａ，３２ａ）の低い側（２ａ１，１２ａ１，２２ａ１，
３２ａ１）から高い側（２ａ２，１２ａ２，２２ａ２，３２ａ２）に摺動し得るように構
成された防潮堤（Ａ１，Ａ２，Ａ３，Ａ４）に関する。
【００１０】
　請求項２に係る発明は、請求項１に係る発明において、前記傾斜面（２ａ，１２ａ，２
２ａ，３２ａ）を上面に有する基体（２，１２，２２，３２）を備えたことを特徴とする
。
【００１１】
　請求項３に係る発明は、請求項１又は２に係る発明において、前記ガイド手段（３，１
３，２３，３３）が、前記傾斜面（２ａ，１２ａ，２２ａ，３２ａ）の低い側（２ａ１，
１２ａ１，２２ａ１，３２ａ１）から高い側（２ａ２，１２ａ２，２２ａ２，３２ａ２）
に向けて、及び該傾斜面（２ａ，１２ａ，２２ａ，３２ａ）の高い側（２ａ２，１２ａ２
，２２ａ２，３２ａ２）から低い側（２ａ１，１２ａ１，２２ａ１，３２ａ１）に向けて
前記波受け手段（４，１４，２４，３４）を摺動自在に支持するように構成されたことを
特徴とする。
【００１２】
　請求項４に係る発明は、請求項１乃至３のいずれか１項に記載の発明において、図３（
ａ）に例示するように、前記ガイド手段（２３）が、前記傾斜面（２２ａ）との間に空隙
部（Ｂ）を形成するように該傾斜面（２２ａ）に沿うように配置され、
　前記波受け手段（２４）は、前記空隙部（Ｂ）から上方に突出した上端部（２４１ｂ）
に前記波受け面（２４２ａ）を保持すると共に下端部（２４１ａ）が前記空隙部（Ｂ）内
に摺動自在に支持される摺動部材（２４１）、を有することを特徴とする。
【００１３】
　請求項５に係る発明は、請求項１乃至４のいずれか１項に記載の発明において、図１及
び図３（ａ）（ｂ）に例示するように、前記波受け面（４ａ，２４２ａ，３４ａ）が、そ
の上端部分がその下端部分よりも張り出したオーバーハング状であることを特徴とする。
【００１４】
　請求項６に係る発明は、請求項１乃至５のいずれか１項に記載の発明において、前記波
受け面（図４（ａ）（ｂ）の符号４４ａ，５４ａ参照）が、波力（Ｆ）を減衰し得るよう
な凹凸の形状をしていることを特徴とする。
【００１５】
　請求項７に係る発明は、請求項１乃至６のいずれか１項に記載の発明において、図５に
例示するように、前記ガイド手段（符号６３参照）が複数個並設され、
　前記波受け手段（６４）は、各ガイド手段（６３）に摺動自在に支持されるように複数
個並設されたことを特徴とする。
【００１６】
　請求項８に係る発明は、請求項７に記載の発明において、図６（ａ）～（ｃ）に例示す
るように、互いに隣接するように配置された一の波受け手段（７４Ａ，８４Ａ，９４Ａ）
と他の波受け手段（７４Ｂ，８４Ｂ，９４Ｂ）とを連結する連結手段（７５，８５，９５
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）、を備えたことを特徴とする。
【００１７】
　請求項９に係る発明は、請求項８に記載の発明において、図６（ａ）に例示するように
、前記連結手段（７５）が、前記一の波受け手段（７４Ａ）と前記他の波受け手段（７４
Ｂ）とが係合するように前記一の波受け手段（７４Ａ）から一体又は別体で前記他の波受
け手段（７４Ｂ）に突出された突出部を有することを特徴とする。
【００１８】
　請求項１０に係る発明は、請求項８に記載の発明において、図６（ｃ）に例示するよう
に、前記連結手段（９５）が、前記一の波受け手段（９４Ａ）と前記他の波受け手段（９
４Ｂ）とを連結する可撓性部材であることを特徴とする。
【００１９】
　なお、括弧内の番号などは、図面における対応する要素を示す便宜的なものであり、従
って、本記述は図面上の記載に限定拘束されるものではない。
【発明の効果】
【００２０】
　請求項１，２及び４に係る発明によれば、前記波受け手段の移動を波力によって行うよ
うになっているので、浮力を考慮して該波受け手段を軽くする必要が無く、堅牢で重い材
料を使用することができる。また、前記波受け手段は波力によって移動するようになって
いるため、該波受け手段を駆動するための駆動装置等を不要とし、構造を簡素化してコス
トも低減することができる。
【００２１】
　請求項３に係る発明によれば、津波発生時のように第１波や第２波などが時間を置いて
押し寄せるような際には次の波が到達するまでに前記波受け手段は前記傾斜面の高い側か
ら低い側に向けて降下することとなる。したがって、次の波が押し寄せた場合には、その
波力の一部は、該波受け手段を低い側から高い側に押し上げるために消費されることとな
り、防潮機能を有効に発揮させることができる。
【００２２】
　請求項５に係る発明によれば、波力は前記波受け面を押し上げるように効率的に作用す
ることとなる。
【００２３】
　請求項６に係る発明によれば、波と波とを互いに干渉させることによりその波力を減衰
させることができる。
【００２４】
　請求項７乃至１０に係る発明によれば、広範囲にて防潮機能を発揮させることができる
。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】図１は、本発明に係る防潮堤の構造の一例を示す断面図である。
【図２】図２は、本発明に係る防潮堤の構造の他の例を示す斜視図である。
【図３】図３（ａ）（ｂ）は、本発明に係る防潮堤の構造のさらに他の例を示す断面図で
ある。
【図４】図４（ａ）（ｂ）は、波受け手段の形状の例を示す斜視図である。
【図５】図５は、本発明に係る防潮堤の構造の他の例を示す斜視図である。
【図６】図６（ａ）（ｂ）（ｃ）は、波受け手段の連結構造の例を示す平面図である。
【図７】図７は、可動式の防潮堤の従来構造の一例を示す断面図である。
【図８】図８は、可動式の防潮堤の従来構造の他の例を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下、図１乃至図６に沿って、本発明の実施の形態について説明する。
【００２７】
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　本発明に係る防潮堤は、図１乃至図３（ａ）（ｂ）に符号Ａ１，Ａ２，Ａ３，Ａ４で例
示するものであって、
・　傾斜面２ａ，１２ａ，２２ａ，３２ａの低い側２ａ１，１２ａ１，２２ａ１，３２ａ
１から高い側２ａ２，１２ａ２，２２ａ２，３２ａ２に向けて延設されてなるガイド手段
３，１３，２３，３３と、
・　該ガイド手段３，１３，２３，３３に摺動自在に支持されると共に波受け面４ａ，１
４ａ，２４２ａ，３４ａを有する波受け手段４，１４，２４，３４と、
を備えている。そして、該波受け面４ａ，１４ａ，２４２ａ，３４ａは、前記ガイド手段
３，１３，２３，３３が延設される方向ｘと交差する方向ｙ１に延設されて波ｗを受け得
るように構成されており、該波受け面４ａ，１４ａ，２４２ａ，３４ａが波力Ｆを受ける
と前記波受け手段４，１４，２４，３４は前記ガイド手段３，１３，２３，３３に沿って
前記傾斜面２ａ，１２ａ，２２ａ，３２ａの低い側２ａ１，１２ａ１，２２ａ１，３２ａ
１から高い側２ａ２，１２ａ２，２２ａ２，３２ａ２に摺動し得るように構成されている
（二点鎖線で示す波受け手段４’，１４’，２４’，３４’参照）。前記傾斜面２ａ，１
２ａ，２２ａ，３２ａとしては、
・　既に設置してある防潮堤の上面や、
・　新たに設置する基体２，１２，２２，３２の上面
を挙げることができる。つまり、該基体２，１２，２２，３２を新たに設置する場合には
、本発明に係る防潮堤Ａ１，Ａ２，Ａ３，Ａ４は、該基体２，１２，２２，３２と、前記
ガイド手段３，１３，２３，３３と、前記波受け手段４，１４，２４，３４とにより構成
されることとなる。なお、前記波受け面４ａ，１４ａ，２４２ａ，３４ａが延設される方
向ｙ１は、前記ガイド手段３，１３，２３，３３が延設される方向ｘと交差する方向（つ
まり、該方向ｘと所定の角度θ（ただし、０＜θ＜１８０°）を為す方向）であれば良い
が、好ましくは、該ガイド手段３，１３，２３，３３が延設される方向ｘと略直交する方
向ｙであると良い。そのようにした場合（つまり、前記波受け面４ａ，１４ａ，２４２ａ
，３４ａが延設される方向ｙ１を、該ガイド手段３，１３，２３，３３が延設される方向
ｘと略直交する方向ｙにした場合）には、波力Ｆが“摺動のための力（つまり、前記波受
け手段４，１４，２４，３４を前記ガイド手段３，１３，２３，３３に沿って摺動させる
ための力）”に効率良く変換されることとなり、波力Ｆが小さくても前記波受け手段４，
１４，２４，３４を摺動させて防潮機能を有効に発揮させることができる。
【００２８】
　本発明によれば、前記波受け手段４，１４，２４，３４は、前記傾斜面２ａ，１２ａ，
２２ａ，３２ａに延設された前記ガイド手段３，１３，２３，３３に摺動自在に支持され
ているので、津波等が発生しない平常時においては前記波受け手段４，１４，２４，３４
は前記傾斜面２ａ，１２ａ，２２ａ，３２ａの低い側２ａ１，１２ａ１，２２ａ１，３２
ａ１に配置されて周囲の景観を損ねないようにすることができ、津波等が発生して前記波
受け面４ａ，１４ａ，２４２ａ，３４ａが波力Ｆを受けると前記傾斜面２ａ，１２ａ，２
２ａ，３２ａの高い側２ａ２，１２ａ２，２２ａ２，３２ａ２に摺動して防潮機能を発揮
することができる。また、前記波受け手段４，１４，２４，３４の移動を波力Ｆによって
行うようになっているので、浮力を考慮して該波受け手段４，１４，２４，３４を軽くす
る必要が無く、堅牢で重い材料を使用することができる。さらに、前記波受け手段４，１
４，２４，３４は波力Ｆによって移動するようになっているため、該波受け手段４，１４
，２４，３４を駆動するための駆動装置等を不要とし、構造を簡素化してコストも低減す
ることができる。
【００２９】
　ここで、前記基体２，１２，２２，３２及び前記波受け手段４，１４，２４，３４はコ
ンクリートにより形成することが好ましいが、もちろんこれに限られるものではなく、コ
ンクリート以外の材料で形成しても良い。例えば、図２に符号１４で例示するように、
・　複数のガイド手段１３，１３に摺動自在にそれぞれ支持された複数の柱状部材１４１
，１４１と、



(7) JP 2016-65429 A 2016.4.28

10

20

30

40

50

・　該複数の柱状部材１４１，１４１の間に張設された可撓性部材１４２と、
によって波受け手段を構成した場合には、該柱状部材１４１，１４１は金属製又は鉄筋コ
ンクリート製とし、該可撓性部材１４２は樹脂シート製にすることも可能である。なお、
該可撓性部材１４２を金属プレートにしても良い。この場合、上述したように浮力によっ
て該波受け手段１４を移動させる必要が無いことから、前記柱状部材１４１や前記可撓性
部材１４２を軽くて堅牢なものにする必要は無い。
【００３０】
　また、前記ガイド手段３，１３，３３としてはガイドレールを用いると良いが、図３（
ａ）に例示するようにしても良い。すなわち、ガイド手段２３を、前記傾斜面２２ａとの
間に空隙部Ｂを形成するように該傾斜面２２ａに沿うように配置しておいて、
・　該空隙部Ｂ内に下端部２４１ａが摺動自在に支持される摺動部材２４１と、
・　該空隙部Ｂから上方に突出した上端部２４１ｂ（つまり、前記摺動部材２４１の上端
部２４１ｂ）に保持させた波受け面２４２ａと、
により波受け手段２４を構成すると良い。この場合、ガイド手段２３と基体２２とはコン
クリートで一体的に形成すると良い。また、前記摺動部材２４１も前記波受け面２４２ａ
と同様に波を受けるような形状にしておいて、防潮機能を高めるようにすると良い。なお
、これらの摺動部材２４１とガイド手段２３との間、及び／又は該摺動部材２４１と基体
２２との間にはコロを配置しておいて該摺動部材２４１が円滑に摺動されるようにしてお
くと良い。また、前記ガイド手段３，１３，３３をガイドレールにて構成する場合には、
複数本のガイドレールを設けるようにすると良い。
【００３１】
　ところで、上述のガイド手段３，１３，２３，３３は、前記波受け手段４，１４，２４
，３４を前記傾斜面２ａ，１２ａ，２２ａ，３２ａの低い側２ａ１，１２ａ１，２２ａ１
，３２ａ１から高い側２ａ２，１２ａ２，２２ａ２，３２ａ２に向けて一方向にのみ摺動
自在に支持するようにしても良いが、往復の方向（つまり、前記傾斜面２ａ，１２ａ，２
２ａ，３２ａの低い側２ａ１，１２ａ１，２２ａ１，３２ａ１から高い側２ａ２，１２ａ
２，２２ａ２，３２ａ２に向けて、及び該傾斜面２ａ，１２ａ，２２ａ，３２ａの高い側
２ａ２，１２ａ２，２２ａ２，３２ａ２から低い側２ａ１，１２ａ１，２２ａ１，３２ａ
１に向けての両方向）に摺動自在に支持するようにすると良い。そのようにした場合には
、津波発生時のように第１波や第２波などが時間を置いて押し寄せるような際には次の波
が到達するまでに前記波受け手段４，１４，２４，３４は前記傾斜面２ａ，１２ａ，２２
ａ，３２ａの高い側２ａ２，１２ａ２，２２ａ２，３２ａ２から低い側２ａ１，１２ａ１
，２２ａ１，３２ａ１に向けて降下することとなる。したがって、次の波が押し寄せた場
合には、その波力Ｆの一部は、該波受け手段４，１４，２４，３４を低い側２ａ１，１２
ａ１，２２ａ１，３２ａ１から高い側２ａ２，１２ａ２，２２ａ２，３２ａ２に押し上げ
るために消費されることとなり、防潮機能を有効に発揮させることができる。
【００３２】
　また、前記波受け面は、平面であっても曲面であっても良いが、図１及び図３（ａ）（
ｂ）に符号４ａ，２４２ａ，３４ａで例示するように、その上端部分がその下端部分より
も張り出したオーバーハング状にすると良い。そのようにした場合には、波力Ｆは該波受
け面４ａ，２４２ａ，３４ａを押し上げるように効率的に作用することとなる。
【００３３】
　さらに、前記波受け面は、波と波とを互いに干渉させることによりその波力Ｆを減衰し
得るような凹凸の形状をしていると良い。具体的な断面形状（水平断面形状又は鉛直断面
形状）としては、
・　図４（ａ）に符号４４ａで例示するような波形（或いは、パラボラ形）や、
・　同図（ｂ）に符号５４ａで例示するような山形や、
を挙げることができる。
【００３４】
　またさらに、前記ガイド手段を、図５に符号６３で例示するように複数個並設し、前記
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波受け手段６４は、各ガイド手段６３に摺動自在に支持されるように複数個並設させてお
くと良い。そのようにした場合には、広範囲にて防潮機能を発揮させることができる。
【００３５】
　なお、複数個の波受け手段６４を並設する場合には、波受け手段６４と波受け手段６４
との間に隙間があっても良いが、図６（ａ）～（ｃ）に例示するように、互いに隣接する
ように配置された一の波受け手段７４Ａ，８４Ａ，９４Ａと他の波受け手段７４Ｂ，８４
Ｂ，９４Ｂとを連結手段７５，８５，９５によって連結して、それらの波受け手段７４Ａ
及び７４Ｂ，８４Ａ及び８４Ｂ，９４Ａ及び９４Ｂが連動して摺動するようにしても良い
。そのようにした場合には、局所的に高い波が到達した場合でも他の波受け手段が連動し
て移動することとなり、効果的に防潮機能を発揮させることができる。この場合の連結手
段としては、
・　図６（ａ）に例示するように、前記一の波受け手段７４Ａと前記他の波受け手段７４
Ｂとが係合するように前記一の波受け手段７４Ａから一体又は別体で前記他の波受け手段
７４Ｂに突出された突出部７５や、
・　図６（ｂ）に例示するように、前記一の波受け手段８４Ａと前記他の波受け手段８４
Ｂとを連結する、何らかの板状の部材８５や、
・　図６（ｃ）に例示するように、前記一の波受け手段９４Ａと前記他の波受け手段９４
Ｂとを連結する可撓性部材９５（例えば、強化繊維製のシートやロープ）
を挙げることができる。
【００３６】
　なお、波力Ｆを受けた前記波受け手段４，…が前記ガイド手段３，…を摺動して前記高
い側２ａ２，１２ａ２，２２ａ２，３２ａ２で停止するようにストッパ機構を適宜設けて
おくと良い。
【符号の説明】
【００３７】
２　　　　　　基体
２ａ　　　　　傾斜面
２ａ１　　　　傾斜面の低い側
２ａ２　　　　傾斜面の高い側
３　　　　　　ガイド手段
４　　　　　　波受け手段
４ａ　　　　　波受け面
１２　　　　　基体
１２ａ　　　　傾斜面
１２ａ１　　　傾斜面の低い側
１２ａ２　　　傾斜面の高い側
１３　　　　　ガイド手段
１４　　　　　波受け手段
１４ａ　　　　波受け面
２２　　　　　基体
２２ａ　　　　傾斜面
２２ａ１　　　傾斜面の低い側
２２ａ２　　　傾斜面の高い側
２３　　　　　ガイド手段
２４　　　　　波受け手段
３２　　　　　基体
３２ａ　　　　傾斜面
３２ａ１　　　傾斜面の低い側
３２ａ２　　　傾斜面の高い側
３３　　　　　ガイド手段
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３４　　　　　波受け手段
３４ａ　　　　波受け面
２４１　　　　摺動部材
２４１ａ　　　摺動部材の下端部
２４１ｂ　　　摺動部材の上端部
２４２ａ　　　波受け面
７５　　　　　　連結手段
８５　　　　　　連結手段
９５　　　　　　連結手段
Ａ１，…　　　防潮堤
Ｂ　　　　　　空隙部
Ｆ　　　　　　波力

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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