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1． はじめに 

 

 漁港の基本施設は，外郭施設（防波堤，護岸，堤防な

ど），係留施設（岸壁，桟橋，物揚場，船揚場など）およ

び水域施設（航路，泊地）より構成される．これらは漁

業者が漁業活動を行う為に必要な施設であり，各施設の

整備計画，配置計画については，安全性・機能性，効率

性等を勘案し，十分な投資効果をあげるように立案・検

討されなければならない．しかしながら，砂浜海岸に位

置する多くの中小漁港は，水深-５～-６ｍ程度の砕波帯

に港口をもっている為，活発な漂砂によって港口や航路

の埋没現象を起こしていたり，また，防波堤の建設によ

って周辺海岸の汀線変化に影響を及ぼすことも多い．す

なわち，漁港における漂砂の問題は，主に水域施設の機

能低下や防波堤等の外郭施設の建設にともなう海岸地形

の変化という比較的身近な水理現象として一般に認識さ

れている．また，漁場においても，浅海域では漂砂によ

って魚礁や増殖場の埋没による機能低下が生じる可能性

があるので，漂砂現象を十分に考慮する必要がある．水

深が-10ｍ以浅の砂浜海域は，海藻類，魚介類，プランク

トン，サンゴ礁，底生動物といった生態系にとって，産

卵，餌場，生育場として大変重要な海域であるが，同時

に最も砂移動が著しい海域でもある． 

 現在も漂砂の問題は全国の漁港・海岸で数多く発生し

ており，その対策工として，離岸堤，潜堤，波除堤，防

砂突堤などが計画・採用されている．これらの対策工に

期待されている機能は，沿岸漂砂の制御，航路や泊地の

水深の維持などと考えられる．また，最近，各地で計画・

実施が検討されている藻場造成の場合にも，海藻の着

生・生育が周辺の漂砂によって阻害されないように十分

な留意する必要がある．このように，漁港・漁場におけ

る漂砂の対策工の目的は，“漁港・漁場と海岸に特有な漂

砂環境を把握・理解し，その基本的な原因を制御または

除去することによって，漁港・漁場の施設や海岸の機能

回復を目指す”ものである．しかしながら，現在でも漂

砂の力学的機構の解明は，海岸環境学の最も困難な技術

課題の一つであり，対策工の効果や事業効果の継続性の

評価は，数値シミュレ-ションや模型実験，現地観測の結

果などに基づき総合的に検討する必要がある． 

本論文では，漁港や漁場における漂砂問題の現状，漂

砂の対策工の考え方等について述べ，今後の整備計画を

立案・検討する上での漂砂の評価，留意事項などを明ら

かにする．さらに，漂砂シミュレ-ションの現状を整理し，

漁港の為の漂砂予測の開発・適用条件について考察した

後，新しい漂砂プログラムの概要およびその代表的な適

用事例を報告する． 

 

2． 漁港・漁場における漂砂問題の現状 

 

2．1 漁港・漁場の水理現象と漂砂 

 わが国の多くの中小漁港は，強風や波浪の遮蔽域（例

えば，島の陰，半島や岬の間）や水深の浅い領域（砕波

帯内，リ-フ上等）に計画・建設されている．したがって，

一般に漁港周辺の地形は大変複雑であり，波の屈折，回

折，砕波等の変形現象がみられるとともに，強い循環流

が発生する場合があり，防波堤の周辺では，沿い波，反

射波等も発生する．また，天然のサンゴ礁による消波効

果が知られるリ-フ海岸においては，台風による高波浪が

来襲するとともに，異常な水位上昇（サ-フビ-ト）が起



こる場合があり，これが漁港施設の機能低下をもたらす

要因になっている． 

 一方，漁港の建設にともない，図-１のように，１）沿

岸流による漂砂，２）岸沖漂砂，３）循環流による漂砂，

４）波による港口流入砂，５）河川流による漂砂等の発

生が予想されるが，これらの漂砂はいずれも上述の水理

現象と密接に関連している．すなわち，漂砂によって漁

港周辺の水深が変化する機構を，a．波の影響によって砂

が巻き上げられ，運ばれる現象（主に，１）や４）の漂

砂），b．流れや水位上昇によって砂が運ばれる現象（主

に２）や３）の漂砂），または，c．砂の流入する量と流

出する量に差ができる現象（例えば５）の漂砂）と考え

れば理解しやすい1)． 

図-1 港口、航路埋没の模式図１）

 
ただし，波高や流速による砂の動きは，移動限界水深

によって規制されており，人工構造物（海岸保全施設で

あることが多い）の建設位置，河川の影響等により，a．
～c．の現象は必ずしも独立して発生するとは限らない．
実際に砂浜海岸に位置する多くの中小漁港は，航路や港

口が移動限界水深よりも浅い場所に位置し，周辺河川か

らの流出土砂の影響等を受けており，波浪や流況が変化

した結果として，漁港埋没や周辺海岸の汀線変化という

問題が発生している場合が多い． 
 また，最近，水産資源量が減少する中で，幼稚魚の生

育場としての藻場や海中林の役割が再認識されている．

この為、漁場環境を保全することを目的として，海藻類

の“磯焼け”対策が重要な課題となっており，消失した

藻場の回復，代替藻場造成の手法が検討されている．海

藻類には，砂浜域や泥地に生育するアマモや岩礁域に生

育するカジメ，アラメがあるが，とくに前者は砂の影響

を大きく受けていることになる．藻場を具体的に造成す

る手法としては，例えば，生育条件の良い海域に予め設

置した基盤に，海藻の種をまき，着生・生育させた後，

磯焼け海域に移設する方法や，磯焼け海域に基盤を設置

した後，直接に海藻の種を投入し，着生・生育させるこ

とによって基盤の移設工事を行うことなく藻場を回復す

る方法などが検討されている．しかしながら，上述のよ

うに基盤に投入されたアマモの種子は，砂移動の影響に

よって埋没したり，発芽しても砂層上まで出芽できない

場合や砂移動で発芽体が枯死する場合がある．一般に，

種子は覆土厚６cmまでは発芽するが，９cm以上となると
全く発芽しないという研究成果２）もある． 
 

2．2 漂砂の対策工の考え方 

 漂砂問題の発生は，防波堤等の構造物を建設した結果

として，漂砂環境を改変した反作用である場合が多い．

これに対して，漁港と海岸に特有な漂砂環境を把握・理

解した上で，その基本的な原因を制御または除去するこ

とが，現在の漂砂対策の基本的な考え方である．一方，

わが国の海岸侵食対策としては，古くから海岸堤防，突

堤，潜堤等が築造され，また，サンドバイパスを用いた

養浜が経験的に行われており，昭和40年代以降は離岸堤

の築造が急増した３）．これらの海岸保全施設は急激な海

岸侵食を一時的に抑えたり，局所的な海岸欠壊を改善す

る効果はあるが，侵食原因を根本的に取り除くものでは

ない．この為，その後，海岸堤防の前面の基礎洗掘や高

波浪の来襲によって離岸堤や突堤そのものが沈下する現

象が新たに生じており，離岸堤の嵩上げ、基礎地盤の改

良、海岸護岸の築造等の継続的な侵食対策が必要となり，

長期的な侵食傾向に対しては十分な抑止効果が得られて

いない．このように，対策工として新たな人工構造物を

建設すると，反作用として周辺環境が不安定となるので，

自然海浜が波や流れの作用に対して安定状態になろうと

する機構に着目した安定海浜工法（R．Silvester(1976)，

土屋ら（1979，1985））が提案された４）５）６）．この工法で

は，海岸侵食制御における最も重要な課題として，漂砂

の連続性の確保を取り上げている．そのためには，出来

るだけ消波機能が高い自然の砂浜を形成させて，反射波

を軽減し，沖方向へ向かう漂砂量を抑止するとともに，

サンドバイパス等によって沿岸方向の漂砂の連続性を確

保するか，あるいは上手側よりの土砂供給がなくても，

人工のヘッドランド群を形成して安定な海岸線を作り出

す方法などが考えられている． 図-２に，河川からの土

砂供給が減少して海岸侵食が生じた場合の安定海浜工法

の適用例を示す（土屋(1985)）６）．また， 沖合潜堤の設

置によって前浜を創出し，砂浜の消波効果を生かすとと

もに，対策工の規模をあまり大きくせず，複数の海岸保

全施設を面的に展開することによって総合的な侵食抑止

効果を得る面的防護工法（大河原(1983)，長田(1985)）

が提案されている７）８）．この工法で潜堤，突堤等の構造

物を設置した場合には，その影響によって波高分布，海

浜流の分布が変化し，施工途中にも新たな地形変化が生

じて，砂浜が安定しない可能性があるので現地海岸への

適用には十分な検討が必要である． 

 また、天然のサンゴ礁による波浪減殺効果に注目した

人工リーフ工法（宇多ら（1984））が提案され，多くの海

岸の侵食対策で実際に適用されるようになった９）．人工

リーフは， 図-３のように比較的海底勾配の急な海岸に
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図-２ 安定海浜の形成による侵食対策６） 

 

 

図-３ 人工リ-フ模式図９） 

 

石等によって浅い棚状の海底を設け，波高の減殺を図る

とともに，沖への漂砂を防止する．人工リーフは，土砂

の損失を防止する他，景観を損なわず，また，養浜と併

用すればリ-フ背後に緩勾配の海浜を造成することがで

きるので，海浜のレクリエ-ション利用も可能である．こ

の他，岸沖漂砂を制御する工法として，岬状の地形を造

り，岬周辺の波の屈折効果を利用して岸向きの海浜流を

発生させて，沖への漂砂移動を阻止する人工岬工法や海

底の砂防ダムを造る海底崩壊防止工等を念頭において十

分な検討を行うようにしたい．最近，わが国の海岸侵食

対策工法は、侵食した海岸を出来るだけ本来の自然海岸

に近づくように修復することによって，侵食制御効果を

最大限に得ようとするものに変化してきた．また、防災

目的からの侵食対策だけではなく，失われていた自然景

観が復活することにも大きな期待が寄せられている． 

 

2．3 漁港・海岸計画における漂砂の評価 

 新たな漁港計画を立案・検討する場合には，外郭施設

などの建設によって，現在の漂砂環境に大きな影響を与

えないようにすることが重要であるが，施設の施工順序

によって漂砂問題が生じることがあるので，できるだけ

長期間を対象とした検討を行うことが必要である．とく

に，防波堤等の施工により，波や流れが大きく変化する

ことが予測される場合には，港口や航路の埋没，反射波，

沿い波，海浜流の発生による操船障害，防波堤前面の洗

掘によって機能低下や災害となる可能性がある．この為， 

 

できるだけ自然の地形を生かし，現在，安定状態にある

海岸地形にできるだけ影響が少ない防波堤計画を立案す

るとともに，漂砂対策の効果を継続的にモニタリングし

ながら施工することが望ましい． 
 

３． 漁港のための漂砂予測手法の開発 

 

3．1 漂砂シミュレ-ションの現状 

 一般に漂砂問題の要因として，１）上流ダムの建設等

にともなう河川からの流下土砂量の変化，２）構造物に

よる沿岸漂砂の連続性の阻害，３）岸沖方向の離岸流な

どによる縦断面変化などがあげられる．この他，４）大

規模な防波堤などの構造物が建設された結果，構造物の

遮蔽域の内外で波浪場が変化して侵食・堆積を生じる場

合，５）外海に面した海岸で台風や季節風による高波浪

や海底崩壊によって土砂が沖側に持ち去られることによ

り，長期的な海岸侵食を生じている場合もある．漂砂シ

ミュレーションは，これらの要因にともなう地形変化予

測計算を行うものである．以下，代表的な地形変化予測

モデルの概要を示す． 

(1) ２次元の計算モデル 
 １-line モデルは，１～10 年程度の時間スケールの地

形変化の予測計算に対して有効であり，沿岸距離スケ-ル

は数km～数10kmを対象とする．このモデルでは，底質の

移動を沿岸漂砂のみで取扱っているが，海岸線に直角方

向の岸沖漂砂を考え，汀線を含む２本以上の等深線の変

化を求める方法も考えられている．その代表的なモデル

は２-lineモデルと呼ばれており，岸沖方向の流入物とし

て，河口流出土砂，養浜砂，海食崖，また流出物として

港内堆砂，海谷への流出，砂利採取などを考慮する．た

だし，これらのモデルは波浪条件（波高，波向角），地形



変化高などによって変化量が影響されるので，これらの

設定に関して十分な予備検討が必要である． 

(2) ３次元の計算モデル 
 対象領域内の水深を直接計算するモデル（パワーモデ

ル，フラックスモデル）が開発され，３次元海浜変形モ

デルと呼ばれている．計算の手順は，まず，３次元の波

と流れの場の計算を行って，次いで海浜流の分布や波高，

平均水位の分布を計算し，最後にこれらを外力として水

深変化量を予測する．対象の時間スケールは，数日～季

節程度であり，沿岸距離スケールは数百km～数kmである．

これらのうち，パワーモデルは波と流れが共存する場の

局所漂砂量を平均流による成分と波の直接作用による成

分にモデル化し，波による漂砂方向関数を導入して岸沖

漂砂量を評価し，局所的な底面勾配の影響も考慮する．

一方，フラックスモデルは，水深変化が底面の砂の浮上

するフラックスと沈降するフラックスの差及び掃流砂の

収支によって生じると考えるモデルである． 

 

3．2 漁港向けの漂砂予測手法の開発・適用条件 

 漁港における漂砂対策としては，水深を維持する為の

浚渫作業，サンドバイパス，波除堤の設置，捕砂ポケッ

トの設置，岸沖漂砂に対する離岸堤・潜堤の設置，沿岸

漂砂に対する防砂突堤の設置，養浜工，防波堤の延伸，

航路変更等が試みられている．また，周辺海岸への影響

を抑えるとともに，沿岸漂砂を通過させる漁港整備事業

（国縫漁港，道川漁港）も進められている．こうした漁

港整備事業を円滑に進めていく為に，漂砂予測プログラ

ムには，少なくとも上述の対策工の効果および効果の継

続性を予測し，確認する程度の計算精度が求められる． 

(1)開発条件 

a. 漁港周辺は複雑な地形となっている場合が多いの
で，局所的な漂砂対策工の効果が容易に確認・再

現できるモデルであり，また，ほとんどの漁港が

位置する波と流れが共存する砕波帯域への適用性

が高い水深変化モデル（パワーモデル）を選択し，

基本プログラムとした． 

b. 周辺の河川などからの外部流入の影響を考慮でき
るモデルとした． 

c. 湾奥，リーフ海岸等に位置する漁港では，長周期
の水位変動（うねり，サーフビ-ト）が漁港周辺の

地形変化に大きな影響を与えるので，このような

現象にも対応できる機能を備えた． 

(2)適用条件 

a. 波と流れの計算において，計算結果と現地観測デ
ータなどを照合し，プログラムの適用性の検証を

行うことを前提とした． 

b. 波の計算に関しては，「１方向規則波」および波の
進行方向を考慮した「多方向不規則波」の取扱い

を可能とし，漁港域の静穏度や操船の安全性を検

討する為の基礎資料となる波高分布，流速分布の

計算のみにも適用できるようにした． 

3．3 漂砂プログラムの概要 

 基本プログラムはパワーモデルである．ここでは，漁

港向けとしての本プログラムの代表的な機能を示す． 

(1)波の計算プログラム 

a. 多方向不規則波，１方向不規則波、規則波の計算
が可能． 

b. 任意地形を対象とした波浪変形（回折，屈折，反
射，浅水変形，砕波）計算が可能． 

 (2)流れの計算プログラム 

a. 汀線からの距離を考慮した水平混合係数の評価
（Jamesの式）を行う． 

b. 流れによる摩擦力評価だけではなく，海底流速を
考慮した波・流れ共存場の摩擦力評価が行える． 

c. 外部流入（河川など）による流れ場への影響の計
算が可能． 

 (3)水深変化の計算プログラム 

a. 渡辺ら（1984）のパワ-モデルによる局所漂砂量の
計算により，砂の移動を評価する． 

b. 波・流れ共存場における底面摩擦係数による摩擦
速度の評価が可能． 

c. 海底勾配の影響による底質の移動が考慮できる． 
d. 岩盤上に堆積する砂移動を考慮した計算が可能． 

 

４． 漂砂予測の適用事例 

 

4．1 長周期の水位変動を考慮した事例 

(1)対象地点の概要 

沖縄県Ａ島のリ-フ海岸を対象として，漂砂プログラム

を適用した．この海岸における主要な外力は台風による

高波であるが，約１km沖合まで広がるリ-フによって強制

的に砕波が生じ，現地観測では入射波高５ｍ以上の高波

が来襲する場合には，異常な水位上昇（サ-フビ-ト）が

観測された．ここでは，養浜，離岸堤，階段護岸等を組

み合わせた面的防御方式の海岸保全事業を計画し，その

効果を検討した．図-４～６に現況および計画案を示す． 

(2)計算条件 

 潮位条件は，外海からの波がリーフに侵入しやすい条

件としてH．W．L．＋2．1ｍとした．また，対象海岸の沖

合で実施された波浪観測結果（表-１）から，漂砂の安定

性を検討する波浪諸元として，台風９７１３号による最

大有義波諸元を用いた．この場合の長周期変動成分は，

波高0．7m，周期156．3secであり，継続時間は擾乱時の

総エネルギーフラックスと等価となるように２７時間と

した．なお，養浜砂の中央粒径は，購入砂が限定される



ことからｄ５０＝0．6mmとした． 

 
図-４ 現   況 

 

図-５ 計画案１（突堤＋離岸堤＋階段護岸） 

ただし，計画案３は離岸堤＋階段護岸 

 

 
図-６ 計画案２（突堤＋潜堤＋階段護岸） 

 

 

表-１ 最大有義波諸元および５年確率波諸元 

 

 

 表-２に，現況および各計画案における地形変化の比較

結果を示す．ここで，侵食量と堆積量との差が対象期間

内（２７時間）の地形変化の収支となる．なお，水深の

変化量は，防波堤基部から西へ沿岸方向480m，岸沖方向

185mの範囲で集計した． 

表-２をみると，現況に対する計算結果は発生漂砂量が

少なくなっているが，これは砂浜がほとんど消失してい

る為であり，侵食量が堆積量よりもかなり多い傾向とな

っている． また，従来の方法（海浜流のみ）では，リー

フ上での波高が小さい為に，全体的に流速も小さくなる

為，計画案１（離岸堤案）と計画案２（潜堤案）を比較

しても侵食堆積量に大きな差異を生じないので，海水交

換性の良い潜堤案が有利になる．ところが，長周期の水

位変動を考慮した場合には，いずれの計画案でも地形変

化量が増大する傾向にあり，計画案２（潜堤案）では計

画案１（離岸堤案）に比べて，潜堤天端上での流れが強

く促進される結果となった．こうしたシミュレーション

結果より，潜堤案では離岸堤案よりも海水交換が期待で

きるが，地形変化の規模範囲が大きくなることがわかる． 

 

表-２ 地形変化量の比較 

 

4．2 サンドポケットを利用した事例 

(1)対象地点の概要 

 山形県Ｂ漁港は，河川の横に位置する漁港であり，防

波堤建設によって水域の機能向上を図ってきた．ところ

が，1998 年秋頃から航路の著しい埋没現象を生じたため

に，この時点の港形における埋没機構の解析および漂砂

対策工の再検討を実施した． 

 現地観測，流れのシミュレ-ション等による航路埋没機

構の検討結果より，冬季風浪時に，港内において西防波

堤前面先端付近に向かう強い流れを伴う循環流の発達と

その流れによって運ばれた砂が航路，特に西防波堤先端

付近に堆砂することが予想された．さらに，この部分の

水深が浅くなると港内に侵入した比較的小波高の波もこ

の位置で砕波するようになり，港内へ押し込められ西主

防波堤背後の航路部に堆砂する(図-７(a))． 

 

(2)漂砂シミュレーションの結果 

上記の結果から，漂砂対策工を以下の方針で立案し，そ

の効果を漂砂シミュレ-ションで比較し，適切な施設平面

配置を検討した．すなわち，ａ．港内に侵入する漂砂量

を減らす，b．一旦港内に侵入してきた漂砂を，航路より

静穏な水域を創出し，そこに堆砂させサンドポケットと

して，航路部に堆砂することを防ぐ，c．航路部へ移動す

る漂砂量を低減させる，等の方針である．図-７は防波堤

を延伸した場合と現況の砂移動の軌跡(漂砂量フラック

スの流線)を比較した検討例である．図より，防波堤延伸

により港内に砂が侵入する可能性が低くなることが確認



できる． 
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(a)現況 
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(b)防波堤を延伸した場合 

 

図-７ 現況および防波堤延伸時の漂砂の軌跡比較例 

 

以上の検討結果より，最も合理的な対策案として速効

性の高い防砂突堤を建設し，堆砂部をサンドポケットと

する対策案を提案した． 

 

５． 考 察 

 
 沖縄県Ａ島の漁港海岸の事例では，対象地点に特有な

水理現象として異常な水位上昇（サーフビート）に着目

し，長周期の水位変動が漂砂予測に大きな影響を与える

事を明らかにした．従来手法のように,波と流れのみを取

り扱う場合には,リーフ内の波高が小さいことから,砕波

にともなう海浜流の効果が小さく評価され，対策工の選

択が難しい．一方，この事例では長周期の水位変動を考

慮した結果，離岸堤を用いた場合と潜堤を用いた場合と

で侵食堆積量に大きな差異が生じている．なお，こうし

た長周期の成分は,泊地奥の堆砂現象にも大きく寄与す

るので十分に留意する必要がある． 

 また，山形県Ｂ漁港の事例では，現地調査,シミュレー

ション等により航路埋没の実態を調べた．この結果，港

口が広く開いた港内で発達する循環流が航路埋没に最も

大きな影響を与ることを明らかとなったので，a．防砂突

堤の設置，b．人工リーフ（潜堤）の設置，防波堤の延伸

による港口幅の縮小等の対策案を立案し，漂砂シミュレ

ーションによって各々の効果を検討した．海浜流をベー

スとした漂砂予測プログラムは上述の循環流にともなう

地形変化を良く再現するが，浮遊砂の影響が大きい場合

や，港口部が狭くても長周期波の影響が大きい場合には

予測精度が低下するので，現地調査の結果を用いてモデ

ルの再現性を事前に検証しておくことが重要である． 

 

６． おわりに 

 

本研究論文では，漁港や漁場における漂砂問題の現状，

漂砂対策工の考え方を整理し，漁港や海岸の整備計画を

立案・検討する上での漂砂の評価方法を示した．さらに，

漂砂シミュレ-ションの現状を整理し，漁港向けの漂砂プ

ログラムの概要および適用事例を示した．漁港周辺の漂

砂に係わる技術課題はまだまだ多く，新しく開発したプ

ログラムについてもより多くの事例に対して検証を行い，

改良を重ねることによって汎用性を高め，その適用範囲

を広げていくことが望まれる． 

本論文中の漂砂解析の事例は，沖縄県，山形県からの

委託調査の結果から引用させて頂いた．ここに記すとと

もに，資料掲載の許可および理解を頂いた関係機関，関

係各位に深く謝意を表する． 
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