諌早湾国営干拓事業の潮受堤防常時開放の定量的効果について
～予備的数値計算（シミュレーション）をもとに～
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１．調査の目的
本自主調査の目的は、農林水産省が計画及び事業主
体となり、九州農政局諌早干拓事務所が工事を行ってい
る国営諌早湾干拓事業の実施に伴って閉め切られた諌
早湾潮受堤防を部分的に開放した場合の諌早湾及び有
明海等における潮流変化をコンピュータ・シミュレーション
手法を用いて定量的に予測、解析、評価することにある。
２－１ 調査の対象
（１）対象海域
有明海・諌早湾・島原湾
全域、八代海の北部海域、
橘湾の北部海域。（図２－
１）

（３）格子規模
潮流（流速、流況）の最小単位（計算結果の格納庫）を
格子あるいはメッシュと言う。本調査では格子の規模を、２
５０ｍ×２５０ｍ×水深としている。
※ 農水省九州農政局が平成３年の環境影響評価報告書で行った潮
流シミュレーションの格子規模は 1000m(1km)。

２－３ シミュレーションの評価時間
潮流計算は、原則として 10～20 秒単位で行い１時間単
位で出力するが、潮流（流速、流況等）の評価は、表２－
１に示す評価のケースについて行う。
表２－１ 評価のケース
大 潮
中 潮
小 潮

（２）対象河川
有明海、諌早湾、島原
湾、八代海に流れ込む主
要河川の流量 1)を考慮。

満潮時
○
○
○

干潮時
○
○
○

注）本自主調査研究における満潮、干潮時は以下を意味する。
(1)満潮時：シミュレーションで潮位を与える早崎瀬戸・天草灘間
の潮位が最高の時間。
(2)干潮時：シミュレーションで潮位を与える早崎瀬戸・天草灘間
の潮位が最低の時間。

（３）海洋地形
海洋地形は、図２－２に
立体図を示す。
図２－１ 対象範囲図

３．現況再現シミュレーション
３－１ 現況再現の目的
本格的な潮流シミュレーション調査を行う前に、シミュレ
ーションの科学的妥当性を検証するため、長崎県が諌早
湾で実測した潮流（流速及び流況）データをもちいて現
況再現シミュレーション結果のの評価、検証を試みる。
３－２ ケースの設定
ケース１
諫早湾干拓工事前
ケース２
諫早湾潮受け堤防工事後(閉め切り後）

図２－２ 海洋地形図（立体図）
２－２ シミュレーションモデル
（１）シミュレーション内容
① 潮汐流（潮流）
② 密度流（河川等からの淡水の流れ）
③ 吹送流（風による流れ）

（２）流体モデル（数値モデル）の構造
差分モデル：運動方程式を差分法を用いて数値近似解
を求めるモデル。

３－３ 評価の方法
３－２のケース設定にもとづき、表３－１に示すように大
潮時の上げ潮最強時、下げ潮最強時についてコンピュー
タシミュレーションを行い、長崎県が行った実測値の結果
と比べる方法により評価を行った。
表３－１ 評価の方法
大 潮
上げ潮
下げ潮
最強時
最強時
(1)流速（cm/sec）
・調整池堤防から諫早湾口までの流速

(2)流況（流れの向きを表示）
・調整池堤防から諫早湾口までの流況

○

○

○

○

３－４ 現況再現シミュレーション評価用の実測データ
評価に用いた実測データは、長崎県県民生活環境部
環境保全課が平成１２年８月８日の第１６回諌早干拓地域
環境調査委員会に資料として配布した①閉め切り前（平
成元年）、②閉め切り後（平成１０年、１１年、１２年）の実
測データである。
※ 長崎県実施の潮流実測調査は、大潮期の上げ潮及び下げ潮の流
速最強時において行われているため、本自主調査の現況再現シミュ
レーションも同一条件下で評価を行うものとした。

３－５ 現況再現シミュレーションと評価結果
図３－１に現況再現シミュレーションと実測値との比較の
グラフを示す。個々の地点の流速には、ばらつきがあるも
のの、概ね実測結果とシミュレーション結果が対応してい
ることが分かる。相関係数は０．８８であった。また、潮流の
方向についても実測結果とシミュレーション結果は概ね同
方向を示している。
※ 実測は海面下２ｍ層（諌早湾内外）、水深１／２ｍ層（諌早湾外）に
おいて行われ、一方シミュレーションは単層で行っており、水深の条
件が異なるなど、実測とシミュレーションは必ずしも同一条件にない。
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表４－３ 本自主調査における潮流流速評価の対象海域
諌早湾主要ポイントの平均流速の比較 （注）
ケースＡ
諌早湾口の３点及びその平均
ケースＢ
諌早湾口と堤防の中間３点及びその平均
ケースＣ
調整池外堤防寄り３点及びその平均
ケースＤ
調整池内３点及びその平均
ケースＥ
諌早湾内部主要全１２ポイント平均
ケースＦ
〃
最大
ケースＧ
調整池内部の全平均流速
ケースＨ
調整池堤防から諌早湾口の平均流速
ケースＩ
有明海北部(諌早湾外)の平均流速
ケースＪ
有明海・島原湾・八代海(諌早湾外)の平均流速
ケースＫ
有明海・島原湾・八代海(含諌早湾)の平均流速

（注）諌早湾内の潮流（流速）評価ポイントは図４－１参照。

表４－４ 本自主調査における潮流流況評価の対象海域
a.諌早湾内部（拡大図）
・諌早湾口
・諌早湾中央
・潮受け堤防沿いの内側と外側
・潮受け堤防内部
b.諌早湾・有明海・島原湾・八代海全体

表４－５ 本自主調査における潮流評価時
大潮
中潮

満潮
○
○

干潮
○
○

小潮
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○
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図３－１ 流速の実測値と計算値の比較
（工事前後：大潮期、上げ潮・下げ潮最強時）
４．シミュレーションの実施
４－１ ケースの設定
表４－１ ケースの設定
(1) ケース１
(2) ケース２
(3) ケース３
ケース３－１
ケース３－２
ケース３－３

諫早湾干拓工事前
諫早湾潮受け堤防工事後（閉切後）
諌早湾潮受け堤防水門開放
①北水門のみ開放
②北水門及び南水門の両方を開放
③両門の中間にさらにひとつの水門を
空けた場合

図４－１ 諌早湾における潮流（流速）の評価ポイント
５．シミュレーション計算結果
以下、ケース毎のシミュレーション結果のうち中潮・満
潮の場合について図５－１から図５－５に例示する。

表４－２ 開門の前提条件
開門の前
提条件

①水門の幅はそれぞれ 250m としている。
②水門の開放は常時開放としている。

４－２ 評価の方法
シミュレーション結果の評価は、すべて閉め切り前、堤
防工事前に較べて流速、流況がどう変わったかについて
行っている。標準測定点だけでなく以下のように各海域
の流速の平均値についても数値で示している。

図５－１ ケース１：諌早干拓工事前（中潮 満潮）

なっている。
６－２ 水域毎の流速評価
ここでは、「調整池内」、「諌早湾調整池外」、「有明海北
部（諌早湾・島原湾を除く）」、「有明海（諌早湾を除く）お
よび八代海北部」、「有明海および八代海北部における」、
それぞれの水域における流速の全平均の工事前に対す
る割合を評価した。

図５－２ ケース２：完全閉め切り後（中潮 満潮）

図５－３ ケース３－１：水門１つ開放（中潮 満潮）

図５－４

図５－５

ケース３－２：水門２つ開放（中潮 満潮）

ケース３－３：水門３つ開放（中潮 満潮）

６．予測結果の評価
６－１ 代表評価ポイントの流速の評価
諌早湾内の代表１２ポイントの工事前に対する流速の割
合を評価した。調整池外側の堤防寄りと調整池内につい
ては、地点別にみると水門近くでは流速は非常に速くなり、
水門から離れた地点では流速は遅くなっている。水門の
数が多いほど流速は平均化され極端に流速の速いポイ
ントが極端に流速の遅いポイントが緩和され工事前に近く

● 総合すると、諌早湾内（潮受け堤防の有明海側）の流
速は、工事前を１００％とした場合、４９％～６２％まで大幅
に低下し、一方、調整池内では流速が０％～８％と、ほと
んどなくなる。
● これに対し、水門を開けた場合、水門付近で流速が
著しく増加するケースがあるものの、調整池内外（諌早湾
内）の流速は、工事前に近い状態まで回復することが分
かった。
● 水門は、１つより２つ、２つより３つ開放した方が流速は
大きく回復し、また水門付近で突出した水流も緩和され工
事前に近づくことが分かった。
６－３ 流速域の変化の評価
６－２では対象水域内の平均流速について分析を行っ
た。しかし平均値の比較では、個々の流速が変化した場
合でも平均値が変わらない場合には流況の変化が把握
できない。そこで、対象水域内の流速域の分布に着目し
て、９５％値、９０％値、８０％値、７０％値、６０％値、中央
値（５０％値）、４０％値、３０％値、２０％値、１０％値、５％
値の変化の分析を行った。ここで例えば「９５％値」とは、
対象水域内の流速予測結果を流速順に並び替えた場合
の低い方から９５％目の数値を表す。すなわち速い方か
ら上位５％に位置する流速を表す。
９５％～５％値の全てが工事前比１００（％）すなわち、工
事前の水準に近付くほど、流況が回復していることを表す。
一方、平均値が工事前比１００（％）に近付いた場合でも、
９５％～５％値の割合がばらついている場合には、工事前
と異なった流況であることを表す。
対象水域はＧ 調整池内部、Ｈ 調整池堤防から諌早湾
口、Ｉ 有明海北部（諌早湾外）、Ｋ 有明海・島原湾・八
代海（含諌早湾）の４水域とした。
その結果、Ｇ調整池内部、Ｈ調整池堤防から諌早湾口、
Ｉ有明海北部（諌早湾外）、Ｋ有明海・島原湾・八代湾（含
諌早湾）のいずれの範囲でも、水門を３つ開放した場合
（ケース３－３）にもっとも流速域全体が回復し、工事前に
近付くことが分かった。
特にＧ調整池内部、Ｈ調整池堤防から諌早湾口ではい
ずれの条件下においても、完全閉め切り（ケース２）と比
較して、水門を３つ開放した場合（ケース３－３）の回復が
著しいことが分った。図６－１、図６－２にＧ調整地内部、
Ｈ調整地堤防から諌早湾口の満潮時の例を示す。
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図６－１ 工事前に対する流速変化（Ｇ調整池内部 満潮）
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図６－２ 工事前に対する流速変化
（Ｈ調整池堤防から諌早湾口 満潮）

６－４ 満潮時の流況（流れの方向）の変化
満潮時における閉め切り後の流況を工事前と比べると、
全体的に流速が低下しているのみでなく、諌早湾口にお
いて湾内に向かって流れ込んでいた流れが、湾口北側
で湾の外側にそれるような向きに変わっている。また潮受
け堤防の直前でやや南側に向きに流れを変えている。こ
の傾向は大潮より中潮、中潮より小潮において顕著であ
る。小潮の場合は、潮受け堤防の北側から流れが、渦を
まき南側から湾の外を向かっている。
（１）水門１つ開放のケース３－１
諌早湾口の流れは、閉め切りの場合と変わらないものの、
全体的に水門に向かって流れ、水門に近付くに従い流れ
が強くなっている。水門部分で最も流れが速くなった後、
調整池内で本明川と調整池の南に向かい二手に分かれ
流れている。
潮受け堤防に着目してみると、堤防の内と外では、堤防
に平行で反対向きの流れとなっていることが分かる。これ
は工事前及び閉め切り後とも異なる流れである。
（２）水門２つ開放のケース３－２
諌早湾口付近の湾内に向かう流れが回復する。また、
諌早湾内で平行に湾奥に向かう流れも回復している。た
だし、潮受け堤防付近で二手に別れ、堤防の中央部に流
れる非常に弱い部分が生じている。調整池内では本明川
に向かう流れと調整池中央に向かう流れが生じているが、
調整池中央部で非常に弱い流れが生じている。

（３）水門２つ開放のケース３－３
２つの場合（ケース３－２）と同様に、湾口付近の湾内に
向かう流れも回復する。湾内で平行に湾奥に向かう流れ
も回復している。さらに潮受け堤防付近でも、停滞する部
分は非常に狭く、工事前の状態に近づいている。調整池
内では全体として本明川に向かう流れが形成され、堤防
付近で流れが弱いほかは、工事前の状態に近付きつつ
あると言える。
６－５ 干潮時の流況（流れの方向）の変化
干潮につき閉め切り後の流況を工事前と比較すると、全
体的に流速が低下しているのみでなく、諌早湾口から有
明海に流れ出す勢いが弱く、やや南向きに流れの方向
が変わっている。
この傾向は大潮よりも中潮、中潮よりも小潮において顕
著でる。小潮の場合は湾口北側から湾内に大きく流れ込
んでいる。
（１）水門が１つの場合（ケース３ー１）
湾口の流れもやや回復している。調整池内では本明川
と南側から水門に向かって流れ、水門で最も流れが速く
なった後、水門から諌早湾内に向かって広く流れ出して
いる。堤防に着目してみると、堤防の内と外では、堤防に
平行でかつ反対向きの流れとなっていることが分かる。こ
れは工事前とも閉め切り後とも異なる流れである。
（２）水門が２つの場合（ケース３ー２）
湾口付近の湾内に向かう流れもほぼ回復し、諌早湾内
をほぼ平行に湾口に向かう流れも回復している。ただし潮
受け堤防付近で両方の水門から合流しており、堤防の中
央部に流れの非常に弱い部分が生じている。調整池内
では北側水門に向かう流れと南側水門に向かう流れが生
じているが、調整池中央部でも非常に弱い流れが生じて
いる。
（３）水門が３つの場合（ケース３ー３）
２つの場合（ケース３ー２）同様に、湾口付近の湾内に向
かう流れが回復し、湾内を湾口に平行に向かう流れが回
復している。さらに堤防付近の停滞する部分は、水門が２
つの場合（ケース３ー２）と比らべ狭く工事前の状態に近
付いている。調整池内では本明川から湾の幅に広がる流
れが形成され、工事前の状態に近付きつつあると言え
る。
６－５ 流況（流れの方向）の変化のまとめ
総合的にみると、満潮及び干潮の場合ともに、大潮・中
潮・小潮に関わらず、水門が３つの場合（ケース３ー３）は、
工事前の流れにかなり近い水準まで流況が回復すること
が分かる。
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