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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
人工干潟を造成する海岸の沖合に干潮水位近傍高さの土留め潜堤を構築し、前記土留め潜
堤の天端に６～１８度の角度で岸側から沖側へ下降する砕波面を形成し、前記土留め潜堤
の天端の岸側に干潟造成材を置き、前記造成材を砕波後の波又は流れで岸側へ輸送するこ
とにより土留め潜堤と海岸との間に干潟を造成してなる人工干潟の造成方法。
【請求項２】
請求項１の造成方法において、前記土留め潜堤の天端の岸側に当該天端以下の高さの載土
場を設け、前記載土場に載置した造成材を砕波後の波又は流れにより岸側へ輸送してなる
人工干潟の造成方法。
【請求項３】
請求項２の造成方法において、前記載土場の水深を２ｍ未満としてなる人工干潟の造成方
法。
【請求項４】
請求項１から３の何れかの造成方法において、前記土留め潜堤の天端の岸沖方向の幅を沖
波の波長の０．３～０．５倍としてなる人工干潟の造成方法。
【請求項５】
人工干潟を造成する海岸の沖合に構築する土留め潜堤において、天端に６～１８度の角度
で形成された岸側から沖側へ下降する干潮水位近傍高さの砕波面、及び前記天端の岸側に
当該天端以下の高さで設けた載土場を備え、前記載土場に載置した干潟造成材を天端で砕
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波後の波又は流れにより岸側へ輸送可能としてなる干潟造成用土留め潜堤。
【請求項６】
請求項５の土留め潜堤において、前記載土場の水深を２ｍ未満としてなる干潟造成用土留
め潜堤。
【請求項７】
請求項５又は６の土留め潜堤において、前記土留め潜堤の天端の岸沖方向の幅を沖波の０
．３～０．５倍としてなる干潟造成用土留め潜堤。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は人工干潟の造成方法及び干潟造成用土留め潜堤に関し、とくに海岸の沖合に構
築した土留め潜堤と海岸線との間に人工干潟を造成する方法及びその造成に用いる土留め
潜堤に関する。
【背景技術】
【０００２】
　干拓や埋立てにより自然環境が失われた海岸において、人工の干潟や藻場（以下、両者
を纏めて人工干潟という）の造成により自然環境の回復を図る試みが進められている。例
えば図９に示す東京湾の盤洲干潟のような自然の干潟（前浜干潟）は、満潮時の海水レベ
ル（以下、HWLということがある）と干潮時の海水レベル（以下、LWLということがある）
との間に、テラス部44と呼ばれる勾配の緩やかな地形と満潮位傾斜面42とから構成され、
テラス部44の沖側は急勾配で深くなっている（干潮位傾斜面43）。テラス部44の沖側に存
在する多段バートラフ部40が来襲波を受け止めて砕波し、岸側の平坦部41に進入する波の
波高を低減することにより、干潮時に海面上に露出する平坦部41を多様な生物の生息に適
した静穏な環境に維持している。長期的に安定的な人口干潟を造成し、生物の生息場所と
して重要な平坦部41を長くするためには、多段バートラフ部40に代わる消波構造物を設置
することが有効である。
【０００３】
　例えば特許文献１及び２は、図８に示すように、人工的な沿岸護岸（直立護岸等）46で
囲われた海岸から所定距離離れた海域に土留め潜堤47を設け、護岸46と潜堤47との間に海
浜造成材48を堆積させて人工干潟21を造成する方法を提案している。土留め潜堤47の一例
は、例えば砕石等の捨石47aを断面台形のマウンド状に積み上げ、台形状マウンドの表面
に被覆石47bを敷設したものである。海浜造成材48は、例えば微生物接触材として作用す
る割石、礫、砂、土等であり、必要に応じて藻類その他の生物の着床を促進する人工暗礁
等を含めることができる。海浜造成材48として、有機物や窒素・リン等の栄養分が豊富に
含まれる航路浚渫土砂等を用いることもできる。
【０００４】
　図８の例では、土留め潜堤47の上端をLWLと一致させるか又はLWLより低くし、海浜造成
材48を潜堤47から護岸46へ向け緩やかに上昇させながら予め設計した形状に積み上げ、海
浜造成材48の護岸４側をHWLより高くすることにより干潮時に海面上に露出する人工干潟2
1を造成する。海浜造成材48として浚渫土砂等を用いる場合は、海浜造成材48上に細砂等
を散布して干潟21に勾配をつけることもできる。人工干潟21の沖側に設けた土留め潜堤47
により、波浪や潮流による海浜造成材48の流出を防止すると共に、沖側の傾斜側面47cの
波の減衰作用で沖波の波高を低減して干潟21を静穏な環境に保つ。
【０００５】
【特許文献１】特開平４－０６２２１４号公報
【特許文献２】特開平８－３１１８４２号公報
【特許文献３】特開昭６４－０１４４１１号公報
【特許文献４】特開平１０－１１４９２４号公報
【特許文献５】特開平４－２８９３１０号公報
【特許文献６】特許第２７６８２６８号公報
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【非特許文献１】日本土木学会水理委員会「水理公式集」丸善株式会社、1999年11月、p4
67
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　土留め潜堤47は、工費を安くするため体積を小さくすることが求められ、天端の幅が狭
く傾斜側面47cが急勾配である形状とすることが多い。しかし、天端の幅が狭く側面47cを
急勾配とした土留め潜堤47では沖波を十分に砕波させることができず、干潟21の海浜造成
材48が波浪により侵食されやすい等の問題が経験されている。図８のような人工干潟21を
創造する実際の海岸は、図９のように十分に長いテラス部44（勾配の緩やかな地形）が存
在せず、土留め潜堤47と海岸１との間の岸沖方向の長さが比較的短い場合が多い。テラス
部44の小さな海岸に安定した人工干潟21を造るためには、干潟21の平坦部41の面積を大き
くすると共に波浪の影響を小さく抑えることが重要であり、小さな体積で沖波を十分に砕
波できる土留め潜堤47の開発が求められている。
【０００７】
　また従来の人工干潟21では、最終的な形状を予め設計したうえで厳密に測量しながら海
浜造成材48を設計形状に積み上げて干潟21を造成しているが、造成後に地盤高が沈下した
り台風等で生態系が衰退したりすることによって、干潟21としての有効性が徐々に失われ
る等の問題も経験されている。長期間安定的に維持される人工干潟21を造るためには、波
浪の影響を小さく抑えると共に、自然の干潟と同様にたとえ台風等によって生態系が衰退
しても回復を繰り返すような干潟を造成する技術が必要である。
【０００８】
　そこで本発明の目的は、長期間安定的に維持される人工干潟を造成する方法及びその造
成に用いる土留め潜堤を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者は、図９のような自然の干潟では多段バートラフ部40で砕波された波の力によ
って土砂が平坦部41に運ばれて地形に応じた形状の干潟が造られ、たとえ台風等によって
平坦部41が撹乱されても波の力によって干潟が回復することに注目した。図８のような従
来の人工干潟21の土留め潜堤47は、沖側の傾斜側面47cによる波の減衰作用を期待してい
るが、砕波後の波の力で土砂を運搬することを予定していない。本発明者は、水理実験に
より、土留め潜堤47の天端に適当な砕波機能を持たせ、天端で砕波した後に急増する波の
底面流速を利用すれば土砂を平坦部41に運ぶことができるとの着想を得た。本発明は、こ
の着想に基づく研究開発の結果、完成に至ったものである。
【００１０】
　図１の実施例を参照するに、本発明による人工干潟の造成方法は、人工干潟を造成する
海岸１の沖合に干潮水位LWLの近傍高さの土留め潜堤10を構築し、土留め潜堤10の天端11
に６～１８度の角度θで岸側から沖側へ下降する砕波面を形成し、土留め潜堤10の天端11
の岸側に干潟造成材20を置き、造成材20を砕波後の波６又は流れで岸側へ輸送することに
より土留め潜堤10と海岸１との間に干潟21を造成してなるものである。
【００１１】
　好ましくは、図１（Ｂ）に示すように、土留め潜堤10の天端11の岸側に天端11以下の高
さの載土場16を設け、載土場16に載置した造成材20を砕波後の波６又は流れにより岸側へ
輸送する。この場合、載土場16の水深を２ｍ未満とすることが望ましい。更に好ましくは
、土留め潜堤10の天端11の岸沖方向の幅Ｗを沖波５の波長Ｌの０．３～０．５倍とする。
【００１２】
　また図１の実施例を参照するに、本発明による干潟造成用土留め潜堤は、人工干潟を造
成する海岸の沖合に構築する土留め潜堤において、天端11に６～１８度の角度θで形成さ
れた岸側から沖側へ下降する干潮水位LWLの近傍高さの砕波面、及び天端11の岸側に天端1
1以下の高さで設けた載土場16を備え、載土場16に載置した干潟造成材20を天端11で砕波
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後の波５により岸側へ輸送可能としてなるものである。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明による人工干潟の造成方法は、干潮水位LWLの近傍高さの土留め潜堤10の天端11
に６～１８度の角度θで岸側から沖側へ下降する砕波面を形成し、天端11の岸側に置いた
干潟造成材20を砕波後の波６又は流れで岸側へ輸送することにより土留め潜堤10と海岸１
との間に干潟21を造成するので、次の顕著な効果を奏する。
【００１４】
（イ）土留め潜堤の天端を傾斜面とすることで、様々な潮位レベルで沖波を砕波させるこ
とが可能となる。
（ロ）また、土留め潜堤の天端に大きな砕波機能を持たせることで、比較的小さな設置面
積（岸沖方向の幅）で沖波を十分に減衰させることが可能となり、テラス部の小さな海岸
（例えば、テラス幅300ｍ以下）でも安定した比較的広い平坦部を造ることができる。
（ハ）潜堤天端の岸側に干潟造成材を置き、天端で砕波した波の力を利用して造成材を岸
側へ運ぶことにより、様々な海岸地形に応じた最適形状の干潟、とくに岸沖方向の平坦部
の長い干潟を造成することが期待できる。
（ニ）波の力を利用して干潟を造成することにより、台風等によって撹乱されても地形に
応じた形状を容易に回復させることができ、自然の干潟と同様に安定的に維持される人工
干潟とすることが期待できる。
（ホ）新規な人工干潟を造成する場合だけでなく、既存の干潟を保全する場合等にも適用
可能である。
（ヘ）干潟造成材として浚渫土砂を用いた場合でも、潜堤の天端を干潮水位近傍高さとす
ることにより、浚渫土砂等の流出を有効に防止することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　図１（Ａ）は、本発明の土留め潜堤10の一例を用いて造成した人工干潟21の実施例を示
す。図示例の人工干潟21は、海岸１の沖合に構築した土留め潜堤10と、土留め潜堤10の天
端11の岸側縁に隣接させて干潟造成材20を載置する載土場16と、潜堤10及び載土場16と海
岸１との間に堆積した干潟造成材20とにより構成されている。土留め潜堤10は、干潟造成
材20の流出を防止できるように天端11を干潮水位LWLの近傍高さとし、その天端11に岸側
から沖側へ下降する砕波面を形成する。土留め潜堤10の天端11が干潮水位LWLより若干高
くてもとくに問題はないが、天端11を干潮水位LWL又はそれより低くすれば土留め潜堤10
を水中に隠すことができる。載土場16には、天端11で砕波された波６が打ち込まれるよう
に、天端11の岸側縁と同じレベル又はそれより低いレベルの載置面を形成する。
【００１６】
　先ず海岸１の沖合に土留め潜堤10と載土場16とを構築し、干潟造成材20を載土場16上に
載置し、潜堤10の天端11で砕波した波６又は流れにより載土場16上の造成材20を岸側へ輸
送する。載土場16上への載置と波６による輸送とを繰り返すことにより、載土場16と海岸
１との間に造成材20を徐々に堆積させる。例えば造成材20として潜堤10の沖合の浚渫土砂
等を利用し、浚渫土砂を載土場16上に随時に供給して干潟21を造成することができる。な
お図示例では、潜堤10と海岸１との間に予め割石や礫等の捨込材22を敷設し、その捨込材
22上に干潟造成材20を堆積させているが、捨込材22の敷設は本発明に必須のものではなく
、海底３が浅い場合は捨込材22を省略できる。
【００１７】
　土留め潜堤10は、海底３が浅い場合は、海底３上に捨石、ブロック、フィルターユニッ
ト及び／又はコンクリートケーソン等を積み上げて築堤することができる。また海底３が
深い場合は、鋼管矢板工法等で深い部分に基礎部を構築したのち、捨石、ブロック、フィ
ルターユニット及び／又はコンクリートケーソン等を基礎部上に積み上げて築堤してもよ
い。図１（Ａ）の土留め潜堤10は、天端11を沖波５が砕波可能な角度θで岸側から沖側へ
傾斜面状に下降する砕波面とし、天端11の水深を沖側から岸側へ向かうにつれて浅くして
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いる。沖合から押し寄せる沖波５は徐々に浅くなる天端11上で砕波され、底面流速の大き
な砕波６となって隣接する載土場16に打ち込まれる。
【００１８】
　載土場16は、土留め潜堤10の天端11の岸側縁に隣接させて又は土留め潜堤10に接しない
捨込材22上に、捨石、ブロック、フィルターユニット等を積み上げて構築することができ
る。また、捨込材22上に干潟造成材20がある程度堆積した時点で、堆積した造成材20上に
直接捨石等を積み上げてもよい。図１（Ｂ）に示すように、土留め潜堤10上に岸側側面15
から突出させたステップ状の載土場16を形成し、土留め潜堤10と載土場16とを一体的構造
として構築してもよい。載土場16の頂面（干潟造成材20の載置面）には、砕波６の打ち込
みにより洗掘されないように、転石や砂利等の被覆材17を設けることが望ましい。また、
土留め潜堤10の岸側側面15に沿って造成材20を予め積み上げ、積み上げた造成材20の頂面
に被覆材17を敷設して載土場16とすることも考えられる。載土場16に打ち込まれる砕波６
は、載土場16の幅Ｅ（岸沖方向の長さ、図２参照）の区間は浅い水深で維持され、更に土
留め潜堤10の内側へ進入すると水深が深くなって波高の小さい波（以下、内側波という）
７に再生される。載土場16の幅Ｅは、載置する造成材20の量や載土場16の安定性等を考慮
して適当に選択する。
【００１９】
　図２は、本発明の土留め潜堤10に押し寄せる沖波５、土留め潜堤10の天端11上の砕波６
、及び土留め潜堤10の内側波７の各々について、水平流速の垂直分布を図式的に表わした
ものである。同図から分かるように、土留め潜堤10の天端11上の巻き波状又は段波状の砕
波６は沖波５に比して底面流速が大きくなり、土砂の輸送力が増加する。その天端11の岸
側に隣接して載土場16を設けることにより、天端11で砕波した波６の底面流速を一定区間
維持させ、載土場16上に載置した干潟造成材20を砕波６の大きな底面流速により浮遊させ
又はシートフロー状に岸側へ移動させることができる。載土場16を通過した砕波６は波高
の小さい内側波７に再生されるので、載土場16から岸側へ移動した造成材20は徐々に海底
３に沈降して堆積する。天端11に対する載土場16の深さｄ（≧０）は、あまり大きくする
と造成材20が移動しにくくなるが、干潟造成地の沖波５の波高や周期等に応じて適当に選
択することができる。本発明者は、波高0.3～1.5ｍ、波周期3～6秒の沖波条件下で載土場
16の水深を２ｍ未満とすれば、造成材20を浮遊移動又はシートフローにより移動すること
を水理実験により確認することができた。好ましくは、載土場16の水深を１ｍ未満とする
。
【００２０】
　従来から、例えば特許文献３が開示するように岸側から沖側へ下方に傾斜する天板（傾
斜板）を用いた潜堤構造や、特許文献４が開示するように鋼製又はコンクリート製の開口
付き傾斜板を用いた消波構造等が知られている。しかし、従来の潜堤構造又は消波構造は
、傾斜面の岸側縁において急激に水深が深くなっているため、傾斜面上において沖波５が
砕波して底面流速が大きくなっても、傾斜面の岸側縁ですぐに内側波７が再生して底面流
速も減少してしまう。波の力によって干潟21を造成するには、本発明のように天端11の岸
側縁において砕波した波６の底面流速を一定区間維持し、その砕波６の底面流速を利用し
て干潟造成材20を運搬することが有効である。
【００２１】
　図１（Ａ）及び（Ｂ）の実施例では、土留め潜堤10の天端11を傾斜面状の砕波面として
いるが、砕波面の構成は図示例に限定されない。例えば特許文献３又は４のような傾斜板
又は開口付き傾斜板を、本発明の土留め潜堤10の天端11に取り付けて砕波面を形成し、そ
の砕波面で破砕した波６により載土場16の造成材20を運搬することも可能である。また、
特許文献５又は６が開示するように、複数の没水平板を岸側から沖側へ徐々に下降するよ
うに階段状に配設した消波構造も知られており、図１（Ｃ）のように土留め潜堤10の天端
11を岸側から沖側へ階段状に下降する砕波面とすることも可能である。この場合は、破砕
面の各階段の重心を結ぶ仮想平均勾配を沖波５が砕波可能な角度θとする。階段状の砕波
面は、傾斜面状の砕波面に比し施工が難しいと思われるが、傾斜面状の砕波面と同等の砕
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波機能を有することを本発明者は水理実験により確認することができた。
【００２２】
　土留め潜堤10の天端11の砕波面の勾配は、好ましくは６～１８度、更に好ましくは６～
１０度、最も望ましくは８度付近とする。一般に砕波の形式は崩れ波砕波、巻き波砕波、
砕け寄せ砕波に分類することができ、図７に示すように海底勾配（一様勾配を仮定）と沖
波の波形勾配（波高Ｈと波長Ｌとの比Ｈ／Ｌ、Ｈ＝0.5～2.0ｍの条件で算出）とにより砕
波の形式が決まる。同図は、非特許文献１を参考にして、海底勾配（横軸）と波形勾配（
縦軸）とで定まる平面上に、崩れ波砕波と巻き波砕波との境界線、及び巻き波砕波と砕け
寄せ砕波との境界線を表わしたものである。また同図には、海底勾配毎に、沖波周期が３
秒、６秒及び12秒のときの波形勾配をガイドとして付してある。巻き波砕波は、崩れ波砕
波及び砕け寄せ砕波に比し、エネルギー散逸量が大きく、突っ込み点で大量の土砂（本発
明では干潟造成材20）を巻き上げることが知られている。同図から分かるように、土留め
潜堤10の天端の砕波面の勾配角度θを６～１８度とすれば、波高0.5～2.0ｍ、周期３～６
秒の沖波をほとんど巻き波砕波することができ、干潟造成材20を効率的に運搬することが
できる。また、天端の勾配は安定性の点からなるべく緩い方がよいことを考慮すると砕波
面の勾配角度θを６～１０度とするのがよく、とくに砕波面の勾配角度θを８度付近とす
れば、うねり性の周期12秒の沖波も砕波形式を巻き波とすることができる。なお特許文献
５及び６は、複数の水没平板を階段状に配設した消波構造においても、砕波面の角度θを
８度付近としたときに沖波の透過率が最も小さくなることを報告している。
【００２３】
　また、土留め潜堤10の天端11の砕波面の岸沖方向の幅Ｗは、干潟造成地の沖波５の波高
や周期等に応じて十分な砕波効果が得られるよう適当に選択することができる。例えば図
９のような自然の干潟では、多段バートラフ部40により平坦部41の内側波７の波高が沖波
５の約半分（波の透過率＝透過波高／入射波高＝0.5）であることが報告されているので
、人工干潟21を造成する場合も土留め潜堤10による沖波の透過率を0.5以下に抑えるよう
に、土留め潜堤10の天端11の砕波面の角度θ及び岸沖方向の幅Ｗを選択することが望まし
い。
【００２４】
　本発明者は、図１（Ａ）及び（Ｂ）のように天端11に斜面状の砕波面を形成した土留め
潜堤10（以下、斜面式潜堤10ということがある）、及び図１（Ｃ）のように階段状の砕波
面を形成した土留め潜堤10（以下、階段式潜堤10ということがある）の何れを用いた場合
でも、波高0.3～1.5ｍ、波周期３～６秒の波条件下で、潜堤10から25ｍ岸側において沖波
の透過率を20％以下、50ｍ岸側において沖波の透過率を10％以下に抑えることができるこ
とを水理実験により確認することができた。すなわち、本発明の土留め潜堤10を用いるこ
とにより、波の力を利用して造成材20を運搬して干潟21を造成できると共に、造成した干
潟21を静穏な環境に維持することが可能である。
【００２５】
［実験例１］
　本発明の土留め潜堤10による砕波性能を確認するため、図３（Ａ）のような斜面式潜堤
10の1/25の模型33aと、図３（Ｂ）のような階段式潜堤10の1/25の模型33bと、比較のため
図３（Ｃ）のように長い傾斜状の破砕面を設けた土留め潜堤の模型33cとをそれぞれ試作
し、深さ0.3ｍ、奥行き0.2ｍ、長さ８ｍの水路30を用いて水理実験を行った。各模型33a
、33b、33cの砕波面の角度θを８度とし、模型33a、33bについては天端11の岸沖方向の幅
Ｗが異なる複数の模型を用意した。
【００２６】
　本実験では、水路30の中央部に模型33a、33b、33cを１つずつ設置し、水路30内に模型3
3の天端11が水深ｄ＝4.0cm（現地水深１ｍ）となるように水を張り、造波板31により波高
Ｈ＝1.2～6.0cm（現地波高0.3～1.5ｍ）、周期0.6～1.2秒（現地周期3.1～5.8秒）で変化
させながら沖波５を発生させた。水深ｄ＝１ｍは、干潟造成地におけるLWLとHWLとの中間
潮位（MWL）を仮定したものである。波周期はフルードの相似則に従って1/5とし、波周期
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から求めた沖波５の波長Ｌを55～152cm（現地波長14.6～36.5ｍ）とした。４つの容量式
波高計341、342、343、344をそれぞれ、模型33の砕波面の沖側縁から1.5ｍ（現地距離75
ｍ）沖側部位（1CH）、天端11の砕波面の岸側縁（2ch）、天端11から1.0ｍ（現地距離25
ｍ）岸側部位（3CH）、及び天端11から2.0ｍ（現地距離50ｍ）岸側部位（4CH）に設置し
、沖波５の波高、砕波６の波高、及び内側波７の波高をそれぞれ測定した。更に、波高計
343（3CH）及び波高計344（4CH）の波高測定値に基づき、各模型33a、33b、33cによる沖
波５の透過率を算出した。
【００２７】
　本実験結果を図４のグラフに示す。同図のグラフの縦軸はそれぞれ、各模型33a、33b、
33cについて、波高計343（3CH）及び波高計344（4CH）の波高測定値に基づき算出した沖
波５の透過率を示す。また同図のグラフの横軸はそれぞれ、沖波５の波長Ｌに対する各模
型33a、33bの天端11の幅Ｗの比（Ｗ／Ｌ）を示す。同図（Ａ）～（Ｆ）のグラフから、波
高4.0cm（現地波高１ｍ）以下の沖波５に対し、長い傾斜状の破砕面を設けた土留め潜堤
よりも、本発明の斜面式潜堤10及び階段式潜堤10の方が沖波５の透過率が低いことが分か
る。また、同図（Ｂ）～（Ｈ）のグラフから、天端11の幅Ｗを沖波５の波長Ｌの0.3～0.5
倍とすることにより、沖波５の透過率をほぼ最低レベルにまで下げられることが分かる。
すなわち本発明の斜面式潜堤10又は階段式潜堤10によれば、比較的小さな設置面積（岸沖
方向の幅）で沖波５を効果的に減衰することが可能である。
【００２８】
　また、図４（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、波高1.2cm（現地波高0.3ｍ）の沖波５に対
しては斜面式潜堤10の方が階段式潜堤10よりも沖波５の透過率が若干低くなっているが、
図４（Ｃ）～（Ｈ）に示すように、波高2.0cm（現地波高0.5ｍ）以上の沖波５に対して、
本発明の斜面式潜堤10及び階段式潜堤10による沖波５の透過率はほぼ同等であった。斜面
式潜堤10の方が施工しやすいと思われるので、人工干潟21の造成には斜面式潜堤10の方が
適しているが、階段式潜堤10もほぼ同等の砕波機能を有することが確認できた。
【００２９】
　更に、図４（Ｅ）～（Ｈ）から分かるように、潮位MWLにおいて本発明の斜面式潜堤10
及び階段式潜堤10は何れも、波高4.0cm（現地波高１ｍ）以上の沖波５に対して、潜堤10
から1.0ｍ（現地距離25ｍ）岸側において波の透過率が30％以下、2.0ｍ（現地距離50ｍ）
岸側において波の透過率が20％以下であることが分かる。すなわち本発明の土留め潜堤10
は、比較的小さな設置面積で沖波５を十分に砕波することができ、テラス部の小さな海岸
に人工干潟を造成する場合に適している。
【００３０】
［実験例２］
　実験例１と同じ斜面式潜堤10の模型33aを用い、同じ水路30内に模型33aの天端11が水深
ｄ＝8.0cm（現地水深２ｍ）となるように水を張って、実験１と同様に斜面式潜堤10の砕
波性能を確認する実験を行った。水深ｄ＝２ｍは、干潟造成地におけるHWLを仮定したも
のである。本実験結果を図５のグラフに示す。同図のグラフから、天端11の幅Ｗを沖波５
の波長Ｌの0.3～0.5倍とすることにより、潜堤10から2.0ｍ（現地距離50ｍ）岸側におい
て波高6.0cm（現地波高1.5ｍ）の沖波５の透過率を50％以下とし、波高4.0cm（現地波高1
.0ｍ）以下の沖波５の透過率も75％以下にできることが分かる。すなわち本発明の土留め
潜堤10は、潮位が高くても沖波５を効果的に減衰することができ、HWLにおいても人工干
潟21を静穏な環境に維持できることを確認できた。
【００３１】
［実験例３］
　また、本発明の土留め潜堤10及び載土場16による干潟造成材20の運搬性能を確認するた
め、実験例１と同じ水路30と斜面式潜堤10の模型33aとを用い、干潟造成材20の運搬に適
する載置深さｄ及び載土場16の幅Ｅを検討する実験を行った。本実験では、図３（Ａ）に
示すように模型33aの岸側に勾配1/1000の干潟部模型36を設け、その干潟部模型36上の天
端11の岸側縁、天端11から1.0ｍ（現地距離25ｍ）岸側部位、及び天端11から2.0ｍ（現地
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距離50ｍ）岸側部位の３箇所にそれぞれ、幅0.1mm×高さ0.01mm×奥行0.2ｍで模擬被覆材
35を載置した。模擬被覆材35として、比重＝1.46、中央粒径（D50）≒0.29mmの石灰粉を
用いた。この石灰粉は、比重が土砂の約1/2であり、中央粒径（D50）が干潟に適した粒径
であり、シールズ数が現地の干潟に合うようにしたものである。
【００３２】
　干潟部模型36の水深ｄが4.0cm（現地水深１ｍ）、8.0cm（現地水深２ｍ）及び12.0cm（
現地水深３ｍ）となるように水路30内の水位を調節し、各水深ｄにおいて、造波板31によ
り波高Ｈ＝1.2～6.0cm（現地波高0.3～1.5ｍ）、周期0.6～1.2秒（現地周期3.1～5.8秒）
の沖波５を発生させて３箇所の模擬被覆材35の移動状態及び移動形態をそれぞれ目視で観
察した。本実験結果を図６のグラフに示す。
【００３３】
　図６（Ａ）のグラフから、水深ｄ＝4.0cm（現地水深１ｍ）では、波高6.0cm（現地波高
1.5ｍ）の沖波５の砕波の打ち込み時において、天端11から2.0ｍ（現地距離50ｍ）の岸側
部位においても模擬被覆材35がシートフロー状に移動していることが観察された。また、
波高1.2cm（現地波高0.3ｍ）の沖波５の砕波の打ち込み時においても、天端11の砕波面の
岸側縁の模擬被覆材35がシートフロー状に移動することを観察できた。この結果から、干
潟造成材41を水深１ｍ程度に載置すれば、波高0.3ｍ程度の沖波５の砕波によって造成材4
1をシートフロー状に載土場16から岸側へ輸送できることを確認できた。
【００３４】
　また図６（Ｂ）に示すように、水深ｄ＝8.0cm（現地水深２ｍ）では、天端11から1.0ｍ
（現地距離25ｍ）又は2.0ｍ（現地距離50ｍ）の岸側部位においては浮遊移動しか観察で
きなかったが、波高6.0cm（現地波高1.5ｍ）の沖波５の砕波打ち込み時に砕波面の岸側縁
において模擬被覆材35のシートフロー状の移動が観察された。この結果から、干潟造成材
41を水深２ｍ程度に載置した場合は、通常の沖波５では造成材41を岸側へ輸送することは
難しいが、月に１回～数回発生する高波時に造成材41を浮遊させ又はシートフロー状に載
土場16から岸側へ輸送されることが期待できる。
【００３５】
　他方、図６（Ｃ）に示すように、水深ｄ＝12.0cm（現地水深３ｍ）では、波高6.0cm（
現地波高1.5ｍ）の沖波５の砕波打ち込み時にも模擬被覆材35のシートフロー状の移動は
観察できなかった。この結果から、土留め潜堤10の天端11の岸側縁に隣接させて載土場16
の水深を２ｍ未満とすれば、載土場16に置いた干潟造成材20を天端11の砕波６により岸側
へ輸送できることが確認できた。
【００３６】
　本発明によれば、土留め潜堤の設置面積を比較的小さくしつつ、その天端で沖波を十分
に減衰させることができるので、テラス部の小さな海岸でも安定した平坦部の広い人工干
潟を造ることができる。また、土留め潜堤の天端で砕波した波の力を利用して造成材を岸
側へ運ぶことにより、様々な海岸地形に応じた最適形状の干潟を造成することが期待でき
る。更に、波の力を利用して干潟を造成することにより、台風等によって撹乱されても地
形に応じた形状を容易に回復させることが期待でき、自然の干潟と同様に安定的に維持さ
れる人工干潟とすることができる。
【００３７】
　こうして本発明の目的である「長期間安定的に維持される人工干潟を造成する方法及び
その造成に用いる土留め潜堤」の提供を達成することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本発明の実施例の説明図である。
【図２】本発明による波の力を利用した干潟造成方法の原理の説明図である。
【図３】本発明の作用を確認するための水理実験装置の説明図である。
【図４】図３の実験装置を用いた実験例１の実験結果を示すグラフである。
【図５】図３の実験装置を用いた実験例２の実験結果を示すグラフである。



(9) JP 4400931 B2 2010.1.20

10

20

【図６】図３の実験装置を用いた実験例３の実験結果を示すグラフである。
【図７】海底勾配と波形勾配と砕波の形式との関係を示すグラフである。
【図８】従来の人工干潟の造成方法の説明図である。
【図９】自然に形成された干潟の説明図である。
【符号の説明】
【００３９】
１…海岸　　　　　　　　　２…海水面
３…海底　　　　　　　　　５…沖波
６…砕波した波　　　　　　７…内波
10…土留め潜堤　　　　　　11…天端（斜面状砕波面）
12…天端（階段状砕波面）
14…沖側側面　　　　　　　15…岸側側面
16…載土場　　　　　　　　17…被覆材
20…干潟造成材　　　　　　21…人工干潟
22…捨込め材
30…水路　　　　　　　　　31…造波板
32…消波装置　　　　　　　33…土留め潜堤模型
34…波高計　　　　　　　　35…模擬被覆材
36…干潟部模型
40…多段バートラフ部　　　41…平坦部
42…満潮位傾斜面　　　　　43…干潮位傾斜面
44…テラス部
46…直立護岸　　　　　　　47…潜堤
47a…捨石
　　　　　　　　47b…被覆石
48…海浜構成材
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【図３】 【図６】
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