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航路埋没の検討は、航路整備後に周辺の砂礫が波・流れによって移動することに伴う埋没の可能性について検討してきた。

一方、令和元年度の現地調査において、法面近くに転石が点在し、サンゴ砂礫等が堆積している状況が確認された。これは、

従来想定していた砂による航路埋没だけでなく、サンゴ砂礫の移動や転石も航路埋没に影響することが考えられる。

また、浚渫工事中における汚濁防止枠内に堆積した微細粒子の防止枠撤去後の周辺海域への影響について、第11回委員会に

おいて委員より提言があった。

以上のことより、今年度は地形の近似精度を高めたモデルにより、下記事項の検討を実施した。検討の対象とした現象と粒

子及び予測内容を表-1に示す。

【検討項目】

・サンゴ砂礫堆積・岩塊移動 ・航路内でサンゴ礫が掃流される可能性

・埋没の影響範囲 ・維持浚渫を想定した微細粒子の濁り拡散

現象 粒子 予測内容 備考

流れ・波による砂の
埋没

砂
（d：0.2～2㎜）

波（異常時）＋流れ（海浜流・潮流・吹送流）
→地形変化予測

平成30年度の検討で実施
したが、新たな地形変化
のデータに基づき再計算
を実施、1区間ではサンゴ
礫の結果を加えた調査結
果の検証

一時的な外力による
サンゴ礫堆積・転石
の発生

砂礫・岩塊
（d：＞2mm）

波（異常時）＋流れ（海浜流・潮流・吹送流）
→移動（供給先）範囲

サンゴ礫、転石の密度を
考慮したサンゴ礫堆積の
計算及び転石移動の可能
性について定量的に検討

浚渫工事完了後の濁
りの発生

微細粒子
（d：＜0.075㎜）

流れ（通常時：海浜流・潮流）
→濁りの範囲、継続時間

維持浚渫想定箇所を対象
として、汚濁防止枠内に
沈殿した微細粒子の再浮
上による影響を検討

表-1 検討の対象とする現象と粒子及び予測内容について

1. 今年度の検討の概要

1



2. 対象海域

航路保全計画の対象海域である石西礁湖の位置図と航路の位置を図-1に、水深データを図-2に示す。

図-2 調査対象海域の水深データ図-1 調査対象海域（黄色の部分が1区間）

航路幅55m、水深3m

航路（水深3～4m)

航路幅55m、水深3m

航路幅70m、水深4m

既設開発保全航路(水深4m)
開発保全航路(水深3m)
航路(水深3m)
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3. 測量等調査結果からみる１区間の堆積状況

１区間の堆積状況について、本年度までの測量結果および

令和元年度に実施された砂礫及び岩塊移動の実態調査の結果

を整理した。

各年度間の水深差分布詳細図の比較では、平成30年度の測

量結果による堆積は、令和元年度には浸食傾向となっている。

また、大規模な浚渫工事が終了した平成28年度を基準とした

比較図でも、令和元年度以降は浸食傾向がみられる。

図-3 転石・堆積礫等確認調査地点（1区間）

図-4 水深差分布詳細図の表示範囲（E1300～F1600)

令和2年度測量結果

A B C D E F G H I
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図-5 平成28年度～令和2年度の各年測量間の水深差分布

水深差分(平成28年度～平成29年度) 水深差分(平成30年度～令和元年度)

水深差分(令和元年度～令和2年度)水深差分(平成29年度～平成30年度)
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(1)水深差分布詳細図



図-6 平成28年度を基準（工事終了）とした各年度との水深差分布

5



平成28年度～平成29年度

平成28年度～平成30年度

平成28年度～令和元年度

平成28年度～令和2年度

図-7 1区間全域で平成28年度を基準（工事終了）とした水深差分布
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図-8 堆積礫の質量通過百分率

表-2 堆積礫の湿潤密度試験結果

図-9 堆積礫調査地点の状況
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航路への堆積砂礫の寸法、粒度については、長径20mm以上の枝状サンゴ礫
が50%以上を占めている。地点⑤では長径100mm以上の大型の枝状サンゴ礫の
割合が高く、一方、地点④では、長径10mm未満の砂礫が約70%であった。一
部の地点では、長径10mm以上～20mm未満の階級でサンゴ礫のほかに貝殻片が
確認されている。
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図-11 動いた痕跡が確認された転石の例

図-10 寸法階級ごとの転石数
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確認された転石の寸法や性状は、転石の長径は
0.5～3.5mで約6割は長径1m未満であり、長径2mを
超えたのは2個であった。確認された転石の組成
は、すべて石灰岩やサンゴ等由来の石灰質であっ
た。転石上面の水深は1.1～5.4mであった。



① サンゴ礫及び岩塊の水中比重の推定

代表寸法
(mm)

粒子単体
比重

間隙率
(％)

内部間隙率
(％)

見かけの水中
比重

静水中の水
中安息勾配
（tanβ）

サンゴ礫 9.1x5.1 2.81 45.9 32.7 0.89※ 0.61
4号珪砂 0.79 2.62 36.9 0.0 1.62 0.55
玉砂利 3～8 2.65 35.2 0.0 1.65 0.46
砕石 2.5～5 2.73 44.6 0.0 1.73 0.55

𝜌 1 𝑛 𝜌 𝑛 𝜌 (1)

𝜌 1 𝑛 𝜌 𝑛𝜌 (2)

現地調査で確認された航路への堆積物はサンゴ礫であった。
サンゴ礫の特性について、岩塚ら[1]によれば、

「サンゴ礫を形成する石灰質骨格の比重は2.81であり、4号珪砂や玉砂利、砕石よりもやや大きいが、
サンゴ礫はポーラス構造で内部に間隙を持つため、間隙を水で満たされた状態を想定した見かけの水中比重は
通常の砂浜や礫浜の底質よりも大幅に小さい」 また、サンゴ礫の見かけの水中比重を用いることにより、
移動限界シールズ数は通常の砂と同様に0.03～0.08の値で評価できるとしている。

[1] 岩塚雄大・琴浦毅・片山裕之・田島芳満・茅根創：サンゴ礫による地形変化の基礎的検討、土木学会論文集B2（海岸工学）、Vol. 71, No.2, I_517-I_522, 2015.

表-3 岩塚らの実験で使用されたサンゴ礫・砂の諸元

内部間隙率を考慮し、間隙を海水で満たしたサンゴ礫の見かけの密度𝜌 は次式で算定される。

また、現地観測で測定された湿潤密度𝜌 は、間隙率𝑛を用いて、以下の式で関連付けられる。

9

※本検討の算定では
1.22となる。

（次ページ参照）



現地調査によれば、航路に堆積したサンゴ礫の湿潤密度は、1.90 ～ 2.38g/cm3と算定されている。このデータを参考にし
て、内部間隙率と見かけの密度及び水中比重を算出した（表4）。算出の手順は以下の通りである。
(a) 海水の密度をρw=1025kg/m3とし、岩塚らに倣って石灰質骨格の比重が2.81であると仮定する。
(b) (a)により、サンゴ礫の土粒子密度はρs=2.81×ρw=2880 kg/m3となる。
(c) 砂礫の間隙率は30％～50%が標準的な値なので、間隙率を30, 40, 50%とした場合について、観測された湿潤密度の範囲
である1900～2380kg/m3を用いると、式(2)により見かけの密度ρsが算出される。
(d) サンゴ礫の土粒子密度ρs、見かけの密度ρs'および海水の密度ρwを用いて、式(1)により内部間隙率n'が算出される。
(e) さらに、水中比重（ρs⁄ρw -1）を算出すると、内部間隙率がゼロである通常の砂よりもサンゴ礫は軽量な状態である
と評価される。

サンゴ礫を対象とする地形変化計算では、上記の見かけ密度または水中比重を用いて計算することにより、サンゴ礫の
効果を取り入れる。ここでは、岩塚らによるサンゴ礫の内部間隙率に近い値となった表-4の赤枠で示したケース（見かけ
密度2275kg/m3）を検討対象とした。

表-4 サンゴ礫を対象とした見かけの水中比重の推定
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⼟粒⼦密度 内部間隙率 間隙率 みかけ密度 ⽔中⽐重 湿潤密度 備考
(kg/m3) (%) (%) (kg/m3) (kg/m3)

2,880 32.7 30 2,273 1.22 1,900 ←現地調査の最⼩値
2,880 21.4 40 2,483 1.42 1,900 ←現地調査の最⼩値
2,880 5.7 50 2,775 1.71 1,900 ←現地調査の最⼩値
2,880 0.0 30 2,881 1.81 2,324 ←現地調査の最⼤値
2,880 0.0 40 2,880 1.81 2,138
2,880 0.0 50 2,880 1.81 1,953
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図-12 転石・堆積礫の湿潤密度

岩塊（転石）の移動に関する検討は、後述するようにHudsonの式により評価した。Hudsonの式に必要な湿潤密度（＝単位体積
重量）は現地調査結果を基に設定した。
現地調査による岩塊（転石）の湿潤密度を図-12に示す。これによると、岩塊（転石）の湿潤密度は1500kg/m3～1950kg/m3で

あることがわかる。

② 岩塊（転石）の湿潤密度（単位体積重量）

図-13 転石・堆積礫等確認調査地点（1区間）
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4. 高波浪の出現状況

表-5 高波浪（Ｈ1/3≧5ｍ）の出現一覧
（波浪GPV2010/10～2020/10）

図-14 NOWPHAS波浪観測場所及び
波浪GPVデータの推算地点
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波浪ＧＰＶデータより、波高5ｍ以上のデータを
抽出（30ｹｰｽ/10カ年）した結果を表-5に示し、有義
波高及び風速の時系列データを図-15に示す。



図-15 風速・波浪の経時変化と測量調査等の実施時期
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測量調査の年度間 強風 台風 状況

(H28-29) 2016年12月～2017年10月 7/3、7/29、9/13 7/29、9/13 堆積小

(H29-30) 2017年11月～2018年10月 7/11、9/11、9/29、10/4 7/10、9/29、10/4 堆積大

(H30-R1) 2018年12月～2019年8月 7/18 7/18 浸食大

(R1-R2)  2019年8月～2020年8月 8/8, 9/30 8/8、9/5、9/30 浸食小

転石等調査 2019年10月 8/8, 9/30 8/8、9/5、9/30 堆積大

表中の着色部は調査前に暴風有の場合

• サンゴ礫が航路に堆積する現象は、主に高波浪に伴う作用によるものと考えられ、台風の影響によるもの

と考えられる。

• 夏季に行われた調査では浸食、秋季に行われた調査では堆積となった。

• 平成30年度は台風も多く、その年の台風襲来を終えた時期に調査が行われているため、台風を受けた影響

が顕著に調査結果に表れたと考えられる。

• 堆積したサンゴ礫は、中期的（冬季～春季）には、潮流等の航路沿う流れによって航路の浅場から深場に

移動することも想定される。

• 平成30年度のように航路法面の堆積が顕著な場合と、平成28年から令和2年の5年間全体では航路はやや侵

食傾向であることから、仮説として、台風等によって夏季にサンゴ礫が移動・堆積する年があるものの、

中・長期的には堆積物が掃流されるため堆積現象は一時的な状態と見なすことができる。

●サンゴ砂礫の堆積に関する想定

表-6 高波浪の出現と測量期間の関係
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図-16 白化調査地点

5. サンゴ礫供給源の可能性（白化調査結果）
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航路に堆積するサンゴ砂礫の供給源として、白
化現象等で死滅したサンゴが砂礫化したものが想
定される。
そこで、平成28年度に実施された石西礁湖白化

調査（環境省※）によるサンゴ分布結果のデータ
を用いて、ここまで検討してきた堆積砂礫、岩塊
の供給源となり得るサンゴの実態を把握した。調
査地点図を図-16に示す。

※【調査期間：平成28年７月26日～8月17日】
一般財団法人自然環境研究センター 木村 匡 氏

【その他期間】環境省沖縄奄美自然環境事務所



all

die

図-17 各調査地点のサンゴ被度の分布（平成28年7月調査結果）
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平成28年７月は、死亡サンゴ
群体はほとんど見られない。

死亡サンゴ群体を含む全体被度

死亡サンゴ群体被度

10%～

～100%



図-18 各調査地点のサンゴ被度の分布（平成28年9月調査結果）
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平成28年9月は、死亡サンゴ
群体被度が大きくなっている。
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die

死亡サンゴ群体を含む全体被度

死亡サンゴ群体被度

10%～
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図-19 各調査地点のサンゴ被度の分布（平成28年12月調査結果）
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平成28年12月には、全体被度
と死亡サンゴ群体被度が同程度
となっている。また、いくつか
の調査点では、サンゴ被度が減
少していることから、サンゴ礫
となり消失したことが示唆され
る。

このことから、 平成28年の白
化現象では、後にサンゴ礫とな
る可能性のある死亡サンゴ群体
が多く確認されたことにより、
平成30年の測量結果との関連が
考えられ、航路へのサンゴ礫堆
積の要因の一つと考えられる。

all

die

死亡サンゴ群体を含む全体被度

死亡サンゴ群体被度

10%～

～100%
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図-20 検討フロー図

6. サンゴ砂礫堆積・岩塊移動の検討

過年度に構築した埋没予測モデルを用いて、流速や底面せん断力等の外力を算定し、サンゴ砂礫の移動に関する検討や、
岩塊（転石）移動の可能性を含めて検討した。検討フローを図-20に示す。



(１)計算条件

• 波浪条件
堆積が顕著な時期で北からの高波浪と南か

らの高波浪を設定した。

• 底質条件
サンゴ礫を対象として粒径が10mm及び

100mmを設定した。サンゴ礫の密度は内部空
隙を考慮した2275kg/m3、空隙率は砂礫の一
般的な0.4とした。

入射波、風向・風速条件
波高
(m)

周期
(sec)

波向
(度)

風速
(m/s)

風向
(度)

備考

T1824ピーク時※ 6.6 10.0 30 18.4 338 北からの高波浪

T1918ピーク時 9.29 10.0 143 24.9 135 南東からの高波浪

T1513（最大波） 12.8 12.3 135 29.4 90 過去10年最大波浪

表-7 シミュレーションで設定した波浪・風速
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※表中の表記について
Ｔ 18 24
↑ ↑ ↑
台風 2018年 24号

表-8 再現計算での波作用時間の設定（波エネルギーを考慮）

継続時間(h) 波エネルギー換算の 計算での
波高(m) 周期(s) 波向 t(H>4m) 継続時間（ｈ） T1824で代表 作用時間

T1808 6.65 10.9 49 23 14.4 15.8
T1824 6.62 10 30 50 28.9 28.9
T1825 6.11 10.3 35 30 20.7 18.2

62.9

ピーク時波浪特性
台風
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項目 内容

使用モデル
基礎式
計算層数

・波浪変形計算：SEBEDモデル
回折項を含むエネルギー平衡方程式（間瀬ら, 1999）

・流況・地形変化計算：NeCSTモデル
水深積分型連続式と運動方程式による平面2次元流動モデル（1層）

波浪・風・潮位
①T1824号ピーク時 波高6.6m、周期10.0sec.、波向NE、風速18.4m/s、風向338
②T1918号ピーク時 波高9.29m、周期10.0sec.、波向SE、風速24.9m/s、風向135
③T1513号ピーク時 波高12.8m、周期12.3sec.、波向SE、風速29.4m/s、風向90
潮位はH.W.Lとする。

パラメータ

底面摩擦係数：n=0.04
水平渦動粘性係数：流れ ν , = Smagorinski Model (Cs=0.15)

: 波  ν , Λ𝑢 𝐻, Larson & Kraus (Λ 0.5)
: 𝜈 max 𝜈 , , 𝜈 ,

地形変化計算
波と流れ（海浜流＋吹送流）による底面せん断力を計算（Soulsbyの算定法）
渡辺（1984）の漂砂量式に基づく水深変化計算
漂砂量係数：Ac=0.25, Aw=0.025、 海底勾配係数：ε=5.0

対象底質

サンゴ砂：粒径=0.56mm、密度＝2,275kg/m3、含有率85%
サンゴ礫1：粒径=10mm、密度＝2,275kg/m3、含有率9%
サンゴ礫1：粒径=100mm、密度＝2,275kg/m3、含有率6%
（底質密度は、サンゴ砂礫の内部間隙を考慮した密度で与えた。通常の砂の2,650kg/m3より軽量。）

計算地形
広域計算格子= 100mメッシュ（石西礁湖全体）
小領域計算格子=10mメッシュ（竹富島周辺）
１-wayネスティングにより、広域から小領域へ波・流れの境界条件を与えて計算する。

計算時間ステップ 計算時間ステップ：流況計算0.25 sec、地形変化計算 30 sec.

地形変計算期間

① 63時間 (ピークの波浪条件で擾乱(H>4m)の波エネルギーにより設定、T1808、T1825の擾乱も含
めてT1824で代表させた）
② 13時間(ピークの波浪条件で擾乱(H>4m)の波エネルギーにより設定）
③ 24時間(ピークの波浪条件で擾乱(H>4m)の波エネルギーにより設定）

表-9 擾乱によるサンゴ砂、サンゴ礫移動の計算条件の一覧



図-22 10mメッシュで近似した地形
（航路の水深を反映）

図-21 対象海域の水深の設定と
ネスティング計算の設定範囲
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・地形条件



図-23 波浪・流況シミュレーション結果（T1824号）
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(2)波浪・流況及び地形変化シミュレーション結果



図-24 波浪・流況シミュレーション結果（T1918号）
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図-25 波浪・流況シミュレーション結果（T1513相当）
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図-26 サンゴ礫による地形変化（T1824号） 図-27 砂による地形変化（T1824号）
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粒径10mm

粒径100mm 砂0.56mm
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（3）地形変化の合成の考え方

過去の底質調査結果を基に、竹富航路1区間周辺の平均的な粒度組成を抽出した。

St.ｂ

St.a

St.a（前出：区域-3）

礫分15%

砂分85%

③平成22年度、23年度底質調査地点

④平成27年度調査地点
60% (<50mm)

40% (>50mm)

②区間1のサンゴ礫調査

①過去の底質調査結果

各粒径での計算結果を底質の含有率を考慮して重ね合わせる

砂分(85%)+礫分(15%) ⇒ 0.56㎜(85%) + 10mm(9%) + 100mm (6%)

地点番号



図-28 実測による地形変化（平成29年から30年の変化） 図-29 予測結果
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29図-30 航路横断面図

計算結果は、北からの波の影響による竹富島側の法面での堆積が再現されている。なお、法肩部で
大きく掘削されているが、地形条件を砂礫としているためと考えられる。

実測（測量：H29-H30） 計算結果
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西 東

僅かではあるが、計算結果（計算の赤線）は初期地形（黒線）から浅い領域で下回っているため、航
路底部の侵食を、定性的に再現している。

図-31 1区間の航路中心線の縦断面形状

実測
（航路中央）

計算 （航路中央）



𝑊
𝜔 𝐻

𝐾 𝜔 𝜔⁄ 1 cot 𝛼 (4)

捨石式構造物の所用重量算定式を準用し、転石の重量が波の作用を受
けても安定かどうかを判断基準として検討した。捨石の安定重量の算定
式として広く用いられているHudsonの式は次式で表される。

ここで、W:捨石の重量、ωr:捨石の単位体積重量（本検討では転石の湿潤密度）、H:捨石斜面の法先での波高、ω0:海水の
単位体積重量、α:傾斜面が水平面となす角である。KDは安定係数と呼ばれる捨石やブロックの形状と設置状態によって決まる
定数であり、被害率が0～5%となるKDの値は捨石の場合、一般に2～4である。このKDは、人工的に設置された捨石やブロック
を対象とした値であるため、転石よりも安定していることが推測され、捨石よりも不安定であると仮定し、KD 1（かみ合わせ

を考慮せず外力がそのまま作用する）とした。
転石の移動については、転石の寸法は現地の調査結果により0.5m～2mが多いことがわかっており、転石の単位体積重量（湿

潤密度）は、1500kg/m3～1950kg/m3である。また、傾斜面は、航路の法面と航路の外側を想定し、航路断面図（図-32）を参考
にそれぞれ1/5、1/20に設定した。

図-32 深浅測量による航路断面図（L06）
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(4)転石移動の可能性検討



図-33 転石の移動可能性についての算定

図-34 波による底面軌道流速振幅
（上段：T1918、下段：T1824）
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湿潤密度 cotα KD値
1,500 5 1 T1824 T1918

波浪条件 H1/3(m) 1.0 1.5 2.0 1.3 2.2
3,014 10,174 24,116 6,623 32,538

転⽯径(m) 転⽯重量W'(kg)
0.5 98 × × × × ×
1.0 785 × × × × ×
1.5 2,651 × × × × ×
2.0 6,283 安定 × × × ×

↑転⽯の径dから推定(=πd3/6)

湿潤密度 cotα KD値
1,500 20 1 T1824 T1918

波浪条件 H1/3(m) 1.0 1.5 2.0 1.3 2.2
754 2,543 6,029 1,656 8,134

転⽯径(m) 転⽯重量W'(kg)
0.5 98 × × × × ×
1.0 785 安定 × × × ×
1.5 2,651 安定 安定 × 安定 ×
2.0 6,283 安定 安定 安定 安定 ×

↑転⽯の径dから推定(=πd3/6)

湿潤密度 cotα KD値
1,950 5 1 T1824 T1918

波浪条件 H1/3(m) 1.0 1.5 2.0 1.3 2.2
531 1,791 4,245 1,166 5,728

転⽯径(m) 転⽯重量W'(kg)
0.5 128 × × × × ×
1.0 1,021 安定 × × × ×
1.5 3,446 安定 安定 × 安定 ×
2.0 8,168 安定 安定 安定 安定 安定

↑転⽯の径dから推定(=πd3/6)

湿潤密度 cotα KD値
1,950 20 1 T1824 T1918

波浪条件 H1/3(m) 1.0 1.5 2.0 1.3 2.2
133 448 1,061 291 1,432

転⽯径(m) 転⽯重量W'(kg)
0.5 128 × × × × ×
1.0 1,021 安定 安定 × × ×
1.5 3,446 安定 安定 安定 安定 ×
2.0 8,168 安定 安定 安定 安定 安定

↑転⽯の径dから推定(=πd3/6)

海⽔密度
1,025

海⽔密度
1,025

海⽔密度
1,025

Hudson式 W (kg)
W'>W:安定、W'<W:×

航路脇の計算値

航路脇の計算値

航路脇の計算値

航路脇の計算値

Hudson式 W (kg)
W'>W:安定、W'<W:×

海⽔密度
1,025

Hudson式 W (kg)
W'>W:安定、W'<W:×

Hudson式 W (kg)
W'>W:安定、W'<W:×



7. 航路内でサンゴ礫が掃流される可能性

 最新の測量データにみられる航路の侵食傾向に対して、「台風等によって夏季にサンゴ礫が移動・堆積する年があるも
のの、中・長期的には堆積物が掃流されるため堆積現象は一時的な状態と見なすことができる。」

 台風襲来期以外の冬季～春季にかけては、潮流等の航路沿う流れによって航路の浅場から深場に移動することも想定さ
れる。

 平均大潮時の潮流計算結果から、対象の竹富航路の1区間では上げ潮時・下げ潮時ともに航路に沿う方向の流れとなって
おり、航路内でも0.6～0.7m/sの潮流（次ページに平均大潮時の結果）が発生すると予測された。

33
図-35 1区間の航路中心線の縦断面形状

西 東

長期的には航路の底面が
徐々に深くなっている。



図-36 平均大潮時の潮流予測結果（左：潮流下げ潮時、右：潮流上げ潮時）
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サンゴ礫の粒径を10mm、密度を2,275kg/m3とすれば、移動限界シールズ数の移動限界せん断力は次式より、6.13N/m2が得られる。

ここで，ρsは底質の密度、ρwは海水の密度、gは重力加速度、D50は底質中央粒径である。ψcrは移動限界Shields数で0.05とした。
「潮流等の流れのみでは動かなくても、やや大きな波（波高1m程度）が作用すると、波によるせん断力は移動限界せん断力を上回
るため、サンゴ礫が動き掃流される可能性がある。」

𝜏 𝜌 𝜌 𝑔𝐷 𝜓 (3) 
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波と流れの共存場における底面せん断応力の最大値は、Soulsby(1997)の方法によれば、次式で算定される。

ここに、𝜏 は波と流れによる最大せん断応力、 𝜏 は流れによる底面せん断力、 𝜏 は波による底面せん断応力、 𝜏 は波・流れによる
平均せん断応力、 𝜙は波と流れがなす角である。
潮流による底面せん断応力が4.6N/m2として、波が加わった場合に粒径10mmのサンゴ砂礫が移動する場合の波浪条件を試算した。
波と流れの向きにより異なるが、波と流れのなす角が0°の場合は、波高0.4m以上の波が流れと同時に作用すると、10mmのサンゴ砂礫
でも容易に移動可能となることがわかった。

𝜏 𝜏 𝜏 cos 𝜙 𝜏 𝐬𝐢𝐧 𝜙 / (4) 

𝜏 𝜏 1 1.2
𝜏

𝜏 𝜏

.

(5) 

6.13N/m2

移動可能

図-37 サンゴ礫に対する航路底での移動可能性



サンゴ礫の移動・堆積が懸念される場所は、こ
れまで確認されている限りでは、航路の近くが浅
瀬となっている部分（もしくは、浅瀬を掘削した
場所）で生じやすいといえる。

8. 埋没の影響範囲の検討

(1)サンゴ礫及び転石の影響海域

図-38 竹富島南海域におけるサンゴ礫及び転石の影響懸念箇所
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(2)サンゴ礫の掃流の可能性

堆積したサンゴ礫が中期的には掃流され地形変
化は生じない可能性を示した。

(3)転石発生時における対応

転石発生時には作業船により吊り上げ撤去する
ものとする。



(4)竹富南航路全域における埋没懸念海域

図-39 竹富南航路全域における航路埋没の影響懸念箇所

37

外力条件

：台風1513クラス

：年数回波

今回の検討結果より追加。
年数回波と同程度の波によ
る堆積であったため、年数
回波による堆積として追加

今年度行った10mメッシュによるサンゴ砂礫及び岩塊移動のシミュレーション結果を、対象海域全域に当てはめて再
計算を行った結果、以下の埋没懸念海域が抽出された。今後、懸念海域だけでなく航路全体において定期的な測量計画
を検討し維持管理を実施していくこととする。



9. 維持浚渫を想定した微細粒子の濁り拡散シミュレーション

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

汚
濁
防
止
枠

航路浚渫時

浚渫土砂に含まれる

微細粒子の沈降 

微細粒子の堆積

（濁りの発生源）

航路浚渫後

航路浚渫後

流れや波浪による

微細粒子の再浮上

図-40 微細粒子の堆積から再浮上までのイメージ図

38

航路浚渫時に汚濁防止枠内で巻き上がった微細粒子
（シルト・粘土）は、浚渫工事終了後に沈降して海底
面上に微細粒子層を形成する。汚濁防止枠撤去後には、
沈殿した微細粒子が潮流や波浪により再浮上し、濁り
の発生・拡散により周辺に影響を及ぼす可能性がある。
ここでは、維持浚渫時に発生する濁りへの影響を予測
する。

（１）計算条件

本検討では、浚渫後に堆積する微細粒子の再浮上を対
象にするため、浚渫後の採泥により得られた情報を元
に条件を設定した。
採泥調査地点および調査状況を図-41、42に、採泥時

の天候、海況および枠内の状況について表10、11に示
す。いずれの枠内においてもほぼ全面で微細粒子を含
む堆積がみられた。堆積厚は偏りがあり、岩盤上の窪
地では最大3cm程度であった。
前提条件として、枠内すべてにおいて３ｃｍの微細

粒子が堆積しているものとしてシミュレーションを実
施した。



（２）微細粒子の堆積状況

図-41 微細粒子の性状調査地点図

図-42 微細粒子の性状調査状況図
（左：採水、右：採泥）

表-10 採泥時の天候、海況等

表-11 採泥時の枠内の状況
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（３）検討ケース

図-43 計算範囲

検討ケースは潮流や波浪を組み合わせた以下の3パターンとした。なお、
潮流は流速が大きく巻き上げが生じやすい平均大潮（振幅：M2＋S2、周
期12時間）とした。
ケース① 潮流（平均大潮）のみ
ケース② 潮流（平均大潮）＋平均波（H=1.87m, T=7.3s, 波向E）
なお、平均波は過去10年の沖波での算定結果である。

 計算範囲
計算範囲を図-43に示す。計算格子サイズは100mとした。

 鉛直層分割
鉛直層分割数は5層とした（層厚4m, 4m, 4m, 4m, 海底まで）。
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図-44 初期堆積位置
（地点A，B，Cは昨年度シミュレーション実施地点）

41

初期堆積位置はシミュレーション結果から以下の地点D、E、Fを設定した。



1h後 地点D（第1層）

D

波浪により濁りが発生するものの、潮

流により拡散され、3時間程度でほぼゼ

ロになる。

42

1h後

D

地点D（第1層）

濁りが発生するものの、比較的強い

潮流により直ちに拡散し、ほぼゼロ

になる。

（４）予測結果（干潮時から上げ潮に変わる瞬間を移動開始とした場合のシミュレーション結果）

① 潮流のみ：地点D

② 潮流＋平均波：地点D

地図上の赤枠はモズク漁の範囲
引用元：沖縄県ホームページ
漁業権の免許の状況（平成25年
9月1日及び平成30年9月1日免許
分）、共同第24号（八重山）
(https://www.pref.okinawa.jp
/site/norin/suisan/gyogyo/gy
ogyouken.html#gyogyo)

図-45 シミュレーション結果(地点D拡大図)

2h後

3h後
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数時間後も漂うものの、強い潮流により

拡散し、8～9時間程度でほぼゼロになる。

4h後 6h後

E

3h後 6h後

濁りが発生する。

1h後

F

地点E,F（第1層）

潮流と波浪により濁りが発生する。

1h後 地点E,F（第1層）

E
F

① 潮流のみ：地点E、F

② 潮流＋平均波：地点E、F

図-46 シミュレーション結果(地点E、F拡大図)

E
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①潮流のみ ②潮流＋平均波

地点A,B：潮流が弱い箇所であるため、再浮上は生じない。 地点A,B：波浪により濁りが発生し、発生地点の周辺を数時間漂
うものの、半日程度でほぼゼロになる。2mg/Lの最大拡散範囲
は発生源からおよそ1.5km程度である。

地点D,E,F：全地点で潮流により、再浮上が生じる。強い潮流によ
り、数時間で濃度はほぼゼロとなる。 2mg/Lの最大拡散範囲は、
D：600m、E：1.2km、F：1.6km程度となる。

地点D,E,F：全地点で波浪により、再浮上が生じる。波と潮流に
より、濁りは拡散し、数時間で濃度はほぼゼロとなる。2mg/Lの
最大拡散範囲は、D：700m、E：1.2km、F：1.9km程度となる。

図-47シミュレーション結果(最大拡散範囲)

D

E

F

Ａ
Ｂ
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①潮流のみ（上げ潮時） ②潮流＋平均波（上げ潮時）

①潮流のみ（下げ潮時） ②潮流＋平均波（下げ潮時）

地点D,E,F 地点D,E,F

上げ潮時の濁り拡散シミュレー
ションと、満潮時から下げ潮に変
わる瞬間を移動開始とした場合の
シミュレーション結果を比較した。
初期に輸送される方向が異なって
くるが、拡散距離は上げ潮時とほ
ぼ同程度であった。

図-48 シミュレーション結果の比較（最大拡散範囲）
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（５）上げ潮時と下げ潮時の予測結果の比較

埋没懸念箇所における維持浚渫
を想定した濁り拡散シミュレー
ション結果からは、濁りが発生す
るものの、長時間にわたって海域
に存在し続けるものは確認できな
かった。
しかし、対象海域にはモズク漁

場が点在するため、維持浚渫によ
り発生しうる濁りのモズク漁への
影響を考慮し、苗床への沖出しの
時期より、可能な限り早い時期に
維持浚渫の時期を設定する事など
を、航路維持管理計画の検討に加
える必要がある。
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