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干潟の物理過程と干潟－流域－沿岸域間の物理的な相互作用 
小松  利光・矢野  真一郎 

（九州大学大学院工学研究院環境都市部門） 

 
摘  要 

干潟におけるゾーニングや分類法、ならびに物理的な過程についての新しい研究

成果を紹介する。また、干潟の大規模な消失があった有明海において、干潟の存在

が周辺の沿岸域に与える物理的な影響と、干潟域へ流入する河川の流域からの土砂

供給が与える干潟への影響についての考え方を述べる。有明海では諫早湾干拓事

業の潮受提による締め切りで、諫早湾奥と有明海の最湾奥において直立壁と干潟と

いう地形的な違いが有明海本体の流れの構造を変化させた。このメカニズムについ

ても詳述する。さらに、有明海への最も重要な物質流入源である筑後川において過

去に行われた砂利採取やダム建設に伴って減少した土砂供給が、干潟へ与えた影

響についても紹介する。  
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1. はじめに 

 
干潟は潮間帯に存在するため、潮汐による干出

と水没のサイクルをはじめとして、潮流、吹送流、

ならびに波浪、日射による熱環境の変化、河川の

流入による土砂や栄養塩・有機物の輸送、さらに

は突発的な河川の出水、台風、高波、高潮、津波

などの気象擾乱など多くの物理過程の影響を受け

ている。それらの物理過程は、干潟の地形や底質

の構造に変化をもたらす。このように干潟は常に強

い変化にさらされることから、動的に安定した状態

にあると考えられる。 
干潟の水質浄化機能、生態系の特殊性や豊か

さ、さらに渡り鳥の飛来地としての機能など、沿岸

域の自然環境に対する干潟の重要性が認識され

て久しい1), 2)。また、沿岸域における大規模な埋め

立てや港湾整備などの結果として劣化した環境を

修復する目的で、人工的に干潟を造成する試みも

行われ始めている3)-6)。そのような状況のもと、干

潟の特性に関する活発な研究、調査が行われてき

ており、数多くの知見が得られてきた。しかしなが

ら、干潟の動的な特性に起因する現地調査の困

難さのため、さらに、個々の干潟は潮汐、波浪、地

形、周辺の環境、生態系など多くの構成条件があ

るため、一般的な議論が行われにくいこともあり、

最も基本的な物理過程についてさえもまだ十分に

理解されているとは言えない。 
本稿では、これまでの数多くの研究事例から、

主に物理的な過程に関する研究に着目し、レビュ

ーを試みる。さらに、近年、著者らが重点的に現地

調査を行っている有明海の流動構造に関する研

究結果から、干潟の存在が沿岸域に与える物理

的な影響や干潟域に流入する河川の流域での人

為が干潟へ与える影響についても紹介したい。 
 

2. 干潟の物理過程 

 
2.1 干潟の分類 

干潟の厳密な定義はないといわれているが、こ

こでは一般的な干潟に対するイメージをよく表現し

ていると考えられる、栗原7)による「潮汐の干満周

期により露出と水没のサイクルを繰り返す平坦な

砂泥質の地帯」という定義を採用する。この定義に

ついても砂浜との区別が明確ではないが、一般的

な砂浜のイメージと比較して、干潟は主に保湿能

力の高い微細な粒子で構成された地形3)と考える

ことにする。 
干潟の分類法については、干潟の構成要素が

多種多様であること、さらに特殊な生態系を構成し

ていることなどがこれまでの干潟研究の主要な動

機になっていたことから、種々の提案がなされてい

る。個々の干潟については、地形により分類する

場合（前浜干潟、河口干潟、潟湖干潟）や、構成

材料により分類する場合（泥干潟、砂質干潟）があ

る。また、ある1つの干潟の内部をゾーニングする

場合もある。この場合には、各ゾーンの干出・水没
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の時間的な割合が主に潮汐により決定されること

から、潮汐の統計的な情報により分けられることが

多い。 
一例として、Dyer et al.8)で紹介された Klein9)

によるゾーニングを示す（図１）。ここでは、大潮平

均高潮面(MHWST)と小潮平均高潮面(MHWNT)

の間を upper flat、MHWNT と小潮平均低潮面

(MLWNT)の間を middle flat、MLWNT と大潮平

均低潮面(MLWST)の間を lower flat と分けてい

る。一般的に、朔望平均満潮面(MHW)と朔望平

均 干 潮 面 (MLW) 、 も し く は 大 潮 最 高 高 潮 線

(EHWS)と大潮最低低潮線(ELWS)に挟まれる区

間を潮間帯(intertidal zone, littoral zone)と定義

する。さらに、潮間帯の上部を潮上帯(supratidal 
zone)（もしくは飛沫帯(splash zone)）、下部を潮下

帯(subtidal zone) （もしくは亜潮間帯(sublittoral 

zone)）という。この他にもいくつか分類法が提案さ

れている10)が、本質的には干出と水没の割合によ

り分類されている点は同じである。 
Klein のゾーニングを、我が国で最も干潟面積

が大きいことで有名な有明海に適用して考えてみ

る（図２）。2004年9月の気象庁による大浦験潮所

のデータ11)を利用して考えると、一定勾配を持つ

干潟が存在していたと仮定して、upper flat が約

28％、middle flat が約35％、lower flat が約28％

と分類された。これは後で示す護岸堤防のない自

然干潟についていえることであり、堤防が存在する

場合は干潟全体の面積が少なくなると同時に、3

つのゾーンの割合も変化することには注意が必要

である。特に地球温暖化に伴い海面上昇が起こっ

た場合、自然干潟であるか、堤防が存在している

かで干潟への影響は大きく変わると考えられる。な

お余談であるが、2004年9月7日には台風18号に

よる高潮が記録されており、大浦では午前11時 

38分に最大潮位偏差 213 cm を記録した。 
次に、Dyer et al.8)が行った INTRMUD プロジ

ェク トにおける干潟の 分類について説明する。

Dyer12)は潮差、波浪のエネルギー、ならびに地形

勾配の3つのパラメータで定性的な分類を試みた

が、それをベースにしてさらに多くのパラメータ 
を導入した分類法を提案している。表１に利用 
さ れ て い る パ ラ メ ー タ 一 覧 を 示 す 。 Dyer ら は 、

INTRMUD プロジェクトで調査されたイギリス、オ

ランダ、デンマークの18の干潟（13のエスチャリー

に分布）についてデータを整理し、相関解析、多

次元尺度分析(MDS)、クラスター解析などの統計

解析によりグルーピングを行った。その結果、潮差

が最も支配的なパラメータであり、波浪への露出

度（表１中の露出度Ｃ）と勾配が次に重要であり、

mesotidal と macrotidal な干潟については乾燥密

度も重要なパラメータであることが明らかにされた。
 
図１ 干潟のゾーニング（Klein9) によるゾーニング）． 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                  

図２ 有明海，大浦における2004年9月の実測潮位（DL
上）と干潟の干出（オレンジ色）・水没（水色）の割
合変化． 
174 

 

 表

1

1 干潟の分類に利用するパラメータ．（Dyer et al.８）) 

項 目 説 明 項 目 説 明 

1 潮差(m)  micro(<2m), meso(2-4m), 
macro(4-6m), hyper(>6m) 

11 有機物含有比(%)  

2 潮汐の位相   S2 潮の位相   12 乾燥密度(kg/m3)  
3 干潟幅(m)   13 せん断強度(Pa)   
4 最大フェッチ方向  北から時計回りの角度   14 露出度Ａ   卓越風の風向を 10 ランクに分類  

5 海岸線の方位    15 露出度Ｂ   卓越風の風向と最大フェッチの方向の一致度を 
10 ランクに分類  

6 平均勾配   平均潮差／平均干潟幅   16 露出度Ｃ   卓越風の風向におけるフェッチ長を 10 ランクに分類 
7 平均密度   足跡の深さで３つにランク分け  17 位置   エスチャリーにおける相対位置（河口～干潮域上限）  
8 底質タイプ   ５つにランク分け  18 水路長(m)   
9 平均被覆率(%)  干潮時の水没面積の割合 19 干潟全面積(ha)   

0 粒径(µm)   20 最大フェッチ長(m)  
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この結果は、我が国の干潟にすぐには援用できな

い部分もあると考えられるが、多数の干潟を簡便

な調査手法により分類する場合に非常に有用であ

る。しかし、これらの分類法はある程度平均化され

た情報に対する分類には適しているが、定量的に

厳密な分類でなく、また外力の時間変化に対する

応答などについては一切情報を与えてくれない13)。

干潟の動的な特徴を把握するための、包括的で

詳細、かつ長期的な調査研究が必要と考えられる。 
2.2 干潟の物理過程に関する調査研究 

これまでに実施された膨大な干潟研究事例を全

て把握し紹介することは著者らの能力を超えるの

で、最新の研究事例のうち主なもののみを紹介し

たい。近年の沿岸域環境保全へのニーズから人

工干潟造成の機運が高まっており、干潟の物理過

程に着目した研究は、土木工学的視点からの研

究事例が急増している。それらの視点は、1）干潟

の水質浄化機能に関連した研究14)-19)、2）波浪・

潮汐などの物理的外力が干潟の地形安定性に及

ぼす影響に関連した研究6), 13), 20)-26)、3）物理的外

力が生物生息環境に与える影響に関連した研 
究27), 28)などである。これらのうち、新しい調査方法

として注目されるのが、中村らの研究グループによ

る調査17), 18)である。これまでの干潟研究では、物

質輸送と水質変化は定点観測（オイラー的観測）

で行い、各物質のフラックスを求めてボックスモデ

ル的に解析されてきた。ここでは、流れにより移動

する水塊に着目し、それを追跡しながら水質調査

(ラグランジェ的観測)を行っている。これにより、 
移流による変化を除いた生産・消費過程などの物

質動態を正確に把握することができる。さらに、透

明なビニールバック内に隔離した水塊を同時に浮

遊させることで、周囲水との混合の影響を除いた

測定も実施している。この手法は、ある単一の水塊

のみに着目するため、測定開始地点や開始時刻

に依存するという問題点はあるが、物理的な過程

と生物化学的な過程をある程度分離できると考え

られるため、非常に有用な測定手法と思われる。 
また、数値シミュレーションにより干潟の流れ場

を計算する試み29)-33)も精力的に行われているが、

それらの多くは沿岸域の流れを計算する際の精度

向上を目的に干潟部分を計算しているものが多く、

干潟の物理プロセスそのものを計算する目的のも

の34), 35)はまだ少ない。これは、干潟部分の流れを

計算するためには非常に細かい計算メッシュを必

要とする一方、現象は潮汐変化など比較的長い時

間スケールを持っていることから、計算負荷が大き

いことと、干潟を正確に解くためには境界条件とし

て接続する河口部や沿岸域の流れも同時に解く

必要があり、計算が大変難しいためである。 
 

3. 干潟と周辺海域、流域との相互作用： 

 有明海の事例から 

 
3.1 干潟の流れと干拓等による地形の変化の

影響 

我が国の干潟は、まさに干拓の歴史そのものと

言える。例えば、有明海においては江戸時代以前

から“搦（からみ）”という独特の手法を用いた干拓

が続けられてきており、現在までに 260 km2を超え

る面積の干拓が行なわれてきた。そのおおよその

干拓速度は以下のようである36）。 
江戸時代 ：   415 ha/10年 

明治～昭和10年代 ：  435 ha/10年 

昭和20年～昭和30年代 ：   650 ha/10年 

昭和40年～昭和50年代 ： 1,950 ha/10年 

昭和後期に大きく増加している。また、1997年

（平成9年）には諫早湾干拓事業により一挙に約

3,500 ha の海域が失われ、約1,500 ha の干潟が

消失した。 

3.1.1 干潟の有無による潮流流速の変化 

図３に自然干潟、干拓堤防前面の干潟、潮受

け堤防などによって干潟が完全に消失した場合の

3 通りの断面図を示す。 
図３(a)のような自然干潟で、干潟の勾配がほ

ぼ一定のまま沖合まで続くと、矩形に近い湾では

岸沖方向に直角な沖合のどの断面でも水深平均

の潮流流速はほぼ一定となるという大きな特徴をも

つ。一方、図３(c)は直立堤で仕切られて干潟が

(a) 自然干潟 

(b) 干拓堤防前面の干潟 

(c) 潮受け堤防などにより，干潟が完全に消滅  
図3 地形の変化による干潟の態様． 
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消滅した場合である。この場合は沖合のある断面

の水深平均潮流流速は、その断面と潮受け堤の

間の岸沖方向の距離に依存して増加することにな

る。図３(b)は、(a)と(c)の中間的なパターンで現

在よく見られる。干拓堤防の前面に干潮のときだ

け干潟が拡がる。図４は1977年7月30日に、海上

保安庁が有明海で61隻の定置船を用いた一斉同

時観測から得た下げ潮最強時の潮流分布37)であ

る。また、図５は矩形のモデル湾で水深が一定の

場合の潮流分布である。有明海では1977年当時

干潟部分のほとんどが図３(b)の形であったと思

われるが、湾奥に行くにしたがってやや潮流流速

は減少しているものの、図５と比べると流速の一

様性は高く、干潟が存在する場合の特徴をよく示

している。 

3.1.2 干潟の有無による潮流パターンに変化 

前節で干潟の有無が潮流流速に大きな影響を

与えることを示したが、本節では干潟の有無が流

速だけでなく潮流のパターンにも大きな影響を与

えることを具体例を挙げて示す。 
図６に干潟のない内湾湾口部における潮流発

生のメカニズムを示す。潮差が同じであれば湾へ

の入退潮量は内湾の面積と潮差で決まるが、湾口

部の潮流流速は単位幅当たりの入退潮量（すなわ

ち奥行きの長さと潮差の積）をその点の水深で割

った値で与えられる。図６の比較において潮差や

湾口部の水深は同じとすると、湾口部の流速は湾

の奥行きの長さで決定されることになる。湾奥部に

干潟が図３(a)のような形で共通に存在しても同

様のことがいえる。 
有 明 海 に お い て 諫 早 堤 防 の 締 め 切 り 前 は 、 

図７の左図に示されるように諫早湾は有明海最奥

部と較べて湾の広さは大きく劣るが、奥行き長はほ

ぼ匹敵するスケールを持っていた。したがって、両

図５ 
  

 
 

図６ 内湾における潮流発生のメカニズム． 

 

 

 
水深一定の場合の矩形 
モデル湾の潮流パターン．
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図４ 北部有明海における1977年7月30日

の下げ潮最強時の潮流パターン37)． 
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湾口付近における流速もほぼ同程度であったと思

われることから、潮流は諫早湾の独立性が強い分

岐・合流流れであったと思われる（図７，右図参

照）。 
1977年7月30日の海上保安庁による、一斉同時

観測の上げ潮最強時の潮流パターン37)を図８に

示す。前述の図４と対をなすものであるが、両図

から諫早湾締め切り前は図７の右図に一致する

分岐・合流流れが実現されていたものと判断でき

る。 
図９、図10に、小松ら38), 39)による2001年10月

の大潮期と、2003年7月の中潮期において実施さ

れた ADCP 曳航観測により得られた、諫早湾口部

の下げ潮最強時と上げ潮最強時の流速分布40)を

それぞれ示す。大潮期では諫早湾への強い水塊

の流出入が見られるのに対して、中潮期ではそれ

が弱まり、湾口北側（竹崎側）で下げ潮時にやや

強い流入が発生しており、キャビティーフロー的な

流動構造が出現している。キャビティーフローとは、

窪地の入り口に発生する片方の端で流入し、反対

の端で流出するような流れのパターンのことをいう。

大潮～中潮～小潮のサイクルで潮差が変化したと

しても、諫早湾ならびに北部有明海についてそれ

ぞれの湾奥部の汀線付近における地形の状況が

同じであれば、両海域に出入りする入退潮量の比

は変わらない。しかし、実際には図11に縦断面図

を模式的に示すように、北部有明海の湾奥部につ

いては、干潮のときは広大な干潟が広がり、満潮

のときには直立堤防によって仕切られている。一

方、諫早湾奥部は常時潮受け堤防が直立壁とな

って仕切っている。これらの地形状況の違い（干潟

の有無）により、北部有明海の奧部に出入りする入

退潮量は小潮から大潮になっても、図11中の黒塗

りで示される潮間帯に掛かる容積分は増えないこ

とになる。したがって、小潮～大潮の変化は、諫早

湾と北部有明海へそれぞれ出入りする入退潮量

の比を変化させることになる。すなわち、諫早湾へ

の入退潮量の北部有明海奥部への入退潮量に対

する比が、小潮・中潮期よりも大潮期で相対的に

大きくなる。これらのことより、大潮期では諫早湾口

周辺海域において諫早湾方向（東西方向）へ往復

する潮流成分は、北部有明海方向（南北方向）に

往復する潮流成分に対して相対的に増加し、分

岐・合流流れ近くになったものと思われる。 
ここに示した諫早湾口周辺の流況は、松野・ 

中田41)により、有明海奥部への入退潮が諫早湾口

の前面海域を通過する際に生じるキャビティーフ

ローと諫早湾へ出入りする潮流との重ね合わせと

して説明されている。潮受け堤防締切り後の現況

では、大潮期は小潮・中潮期と較べて諫早湾への

入退潮量が相対的に大きいためにキャビティーフ

ローの成分が弱まり、分岐・合流流れに近くなるが

（図９）、潮差の比較的小さい中潮では有明海奥

部に対する諫早湾への入退潮量の比が相対的に

小さくなるため、キャビティーフローが明瞭に現れ

たと推測される（図10）。つまり諫早湾奥の干潟が

消えたことから、現在の諫早湾口付近の流れのパ

ターンは、潮差の大きさによって変わってくるという

微妙なバランスの上に成り立っているといえる。 
内湾における潮流の大きさは、前述のように基

本的には、その点の単位幅当たりの入退潮量とそ

の点の水深によって決まる。一方、単位幅当たりの
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図７ 締切り前の諫早湾口の流れのパターン． 図８ 北部有明海における1977年

7月30日の上げ潮最盛時の

潮流パターン37)． 
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入退潮量は潮差と湾の奥行き長で決定される。 
図11の右図に示されるように、締切り以前は諫早

湾の奥行き  L2 と有明海奥部の奥行き  L1 はほぼ

同程度であった。その後の諫早湾における堤防締

切りは、諫早湾の奥行き長を約2/3に減少させたこ

とで単位幅当たりの入退潮量も約2/3に大幅に 
減少させることとなった。さらに、諫早湾奧部の汀

線の地形をも変化させて干潟も消滅させた。締め

切り以前は、諫早湾への単位幅当たりの入退潮量

は現在の約1.5倍であったことから諫早湾と北部有

明海は、上げ潮で分岐流、下げ潮で合流が明瞭

に発生する安定した流れ場であったが、現在では

干潟の有無により潮差の大きさに応じて変化する

ような微妙な流れパターンの場に変わってしまった

と考えられる（図12）。 
したがって、諫早湾の締め切りによって干潟が

消え、海表面積が減少することで、諫早湾口付近

の潮流パターンは大きく変化した。さらに、締め切

り後の諫早湾奥には直立堤が、有明海最奥部に

は干潟が存在することから、潮差の大小により干

潟の効果の相対的大きさが異なってくることで、諫

早湾口の潮流のパターンが変わることが分かった。

干潟は湾内の潮流の流速のみでなく、流れのパタ

ーンにも大きな影響を与えることが明らかとなった。 
 

3.2 河川からの土砂供給と干潟の粒度特性 

近年、河川からの土砂供給の減少が海岸侵食、

砂浜の消失、また干潟の細粒化・泥化を引き起こ

し、生態系に悪影響を与えているとの指摘がなさ

れている42), 43)。河川からの土砂供給を減少させる

要因としていくつか考えられる。 
(1) 江戸末期頃に最も荒れていた山に植林がな

され、裸地が減ったため、山地からの土砂生産そ

のものが減少してきている。 
(2) 土砂がダムに堆砂することにより下流側へ流

れて来ない。 
(3) コンクリートの骨材用の砂利採取がかつて活

発に行われていたことにより河床が低下したため、

上流から新たに土砂が流れてきても途中で停止し、

下流まで流れない。 
一方、砂利採取の際、河川水で砂利・砂をふる

って粗い成分のみを残したため、細粒分が極端に

高い割合で下流側に流れ、これが干潟の細粒化・

泥化をさらに引き起こしている可能性がある。筑後

川では流域の年間土砂生産推定量は  32万 m3／

年であるが、砂利採取の最盛期には年間  200万

～300万 m3の採取が行なわれた。また同じく、有

明海に注ぐ熊本県の緑川でも似たような状況であ

った。 
現在は、砂利採取はほとんど全面禁止となって
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図９ 大潮時の諫早湾口における水深平均流速ベクトル図40)． 

 （左図：上げ潮最強時，中央図：下げ潮最強時，右図：測線の位置）． 
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図10 中潮時の諫早湾口における水深平均流速ベクトル図40)． 

 （左図：上げ潮最強時，右図：下げ潮最強時）． 
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いるが、それによって河

するというところまでに

原因の一つは、河川管

が共に河川からの土砂

な影響を与える可能性

かったことである。彼ら

すると橋脚の基礎が洗

根固めが不安定になる

また逆に、河床に土砂

と、河積が不足して洪

を怖れ、積極的に掘削

の土砂を排除してきた

現在は、河川管理者

域から海への新鮮な土

による干潟を構成する

にとって極めて重要で

ってきている。今後は干

改善されていくことが期

 
4. おわりに 

 
最近の研究事例から

や分類法、ならびに物

果の紹介を行った。こ

のメカニズムを理解す

の保全と再生、ならび

めの工学的な応用へも

 

 

 

図11 干潟の有無がもたらす潮汐条件による入退潮量の差異． 

 

図12 潮汐条件による諫早湾口の流れの差異． 
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川からの土砂供給が復活

は至っていない。こうなった

理者、土木分野の研究者

供給が海の生態系に大き

があることを全く認識してな

の関心は専ら河床が低下

われて危険だとか、護岸の

ことなどに向けられていた。

が堆積して河床が上昇する

水通過能力が低下すること

や砂利採取を行って河床

。 
・河川の研究者は共に流

砂の定常的な供給と、それ

材料の更新が、海の生態系

あることを認識するようにな

潟を取り巻く環境も徐々に

待される。 

、干潟におけるゾーニング

理的な過程についての成

れらの知見は、複雑な干潟

ることだけでなく、自然干潟

に人工干潟の造成などのた

利用されていくと考えられ

る。また、我が国で最も広大な干潟を持つがゆえ

に、干拓により干潟が大規模に消失し続けてきた

有明海において、干潟の存在が周辺の沿岸域に

与える物理的な影響と、干潟域へ流入する河川の

流域からの土砂供給が与える干潟への影響につ

いての考え方を紹介した。有明海においては、干

潟の消失が水質浄化機能を損なうだけでなく、諫

早湾干拓事業の潮受提による締め切りにより、諫

早湾奥と有明海の最湾奥において直立壁と干潟と

いう地形的な違いが生じた。そこには、有明海本

体の流れの構造を変化させるという物理的メカニ

ズムが存在しており、これが有明海問題の原因の

一つになっている可能性が強い。さらに、有明海

への最も重要な物質流入源である筑後川におい

て、過去に行われた砂利採取やダム建設に伴う堆

砂により減少した土砂供給が、有明海の干潟へ与

えた影響も甚大である。これらの影響が複合的に

作用して、いわゆる負のスパイラルが生じ、今の有

明海の疲弊が生じたのではないかと考えられる。こ

のことから、有明海の問題は、流域－河川－干潟

－沿岸域の相互作用系として捉え直し、総合的な

調査研究を進める必要がある。 
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