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1. はじめに 

 

1.1 研究開発の目的・意義 

港湾施設の一部である水域施設（航路や泊地）においては、船舶の航行に必要な水深を

確保することが維持・管理の基本となる。しかしながら、河川からの土砂流入や海浜域で

の波浪による漂砂現象など、自然現象による航路や泊地の埋没により、維持浚渫の費用増

大や浚渫土砂の処分場の確保などの問題が深刻となるケースも多い。このような港湾にお

いては、浚渫量の軽減化や水深確保に関する何らかの効率的な維持管理手法の構築が重要

な課題となる。 

たとえば、砂浜域においては防波堤や防砂提を延長し、周辺海浜からの沿岸漂砂による

土砂の侵入を阻止することにより、航路や泊地の埋没を軽減化が可能となる例も多い。こ

れに対し河口域周辺の港湾では、河川からシルトや粘土などの細粒分による埋没、いわゆ

るシルテーションが支配的となり、構造物での埋没阻止が困難なことや海底付近に集積す

る高含水比泥（浮泥）の扱いなど、水深の維持管理上の技術課題が多く残されている。 

そこで本研究では浮泥による航路・泊地の埋没に注目し、浮泥の特徴を考慮した効率的

な維持管理手法について検討することを目的とする。たとえば、砂質分による埋没と異な

り、泥の密度分布が鉛直方向に緩やかに変化することに起因して、音響測深機の周波数に

依存した海底高さの評価結果に差異が生じることが知られている。このため、今後

i-Construction 技術の一つとして普及が見込まれるナローマルチビーム等による浮泥集積域

への適用時において、計測機器の特性に依存した水深評価結果への影響を明らかにし、こ

れら測器の使用上の留意点について明らかにすることを目的とする。 

また、欧州などの海外においては国内港湾に比べて大規模な河川による浮泥埋没が生じ

る河口港湾が多く、浮泥密度による海底面の定義方法の導入や、浮泥挙動の特性を考慮し

た航路や泊地からの排除技術が導入されている例もみられる。本研究では、国内ではまだ

使用実績の無い浮泥堆積の対策のための維持管理手法等について情報収集し、国内港湾へ

の適用に際して解決すべき課題について明らかとする。なお、本研究の成果は、国内のみ

ならず、近年日本政府の ODA による東南アジア諸国（ベトナム、インドネシア、ミャンマ

ーほか）の河口港湾での浚渫施工や維持管理にも有益な知見を見出すことが期待できる。 

 

1.2 研究開発の概要 

浮泥集積の特徴を考慮した、航路や泊地の維持管理における技術的課題を明らかとする

ため、以下の検討を行う。 

 

（１）海外港湾における浮泥集積対策事例の情報収集 

一般的な音響機器を用いた浮泥集積域の海底面の計測では、船舶が航行できる程度の濃

度の浮泥層にも関わらず、底面と評価され浚渫すべき土量の増大につながる場合がある。

このような障害を回避するため、ロッテルダム港をはじめ、浮泥による埋没が顕著な海外

の港湾では、海底面位置の評価を浮泥密度の計測結果に基づき判定する、すなわち「可航

水深」と呼ばれる評価方法（図-1）が実務的に適用されている。また、浮泥の特性を利用し

て、堆積物を流動化して水底にて輸送を促すことにより航路内からの土砂の排除を行う施
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工例もみられる（図-2、PIANC・2008）。そこで、このような海外での浮泥対策の事例につ

いて、その運用実態と対象港での浮泥堆積環境等のデータ収集を行う。 

 

（２）国内港湾における浮泥集積に関する実態把握と水深管理上の課題整理 

浮泥が集積する場合には、海底付近の底泥密度が深さ方向に緩やかに増大する（図-3）た

め、音響測深機器の周波数に依存して海底面高さの評価結果が異なるなど、堆積物の状態

が音響機器による水深評価結果に影響を及ぼす可能性がある。そこで、国土交通省港湾局

および各地方整備局との連携を通じて、ナローマルチビーム等による海底３次元データの

取得状況の情報収集や既往の現地観測事例を整理し、水深の維持管理における課題につい

て整理を行う。 

 

    図-1 可航水深（Nautical Depth）の概念図（PIANC･1983 より） 

  

 

 

図-2 浮泥挙動の特徴を考慮した土砂排除工法の例 

（ウォーターインジェクション浚渫船、PIANC・2008） 

 

図-3 国内港湾での底泥密度の測定例（中川ら､2015） 
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2． 航路・泊地の維持管理と浮泥集積 

2.1 浮泥集積域の特徴 

研究の概要ですでに記したように、浮泥集積域では堆積物表層に圧密が始まる以前の高

含水比泥が存在することにより、懸濁物濃度あるいは堆積物の湿潤密度が深さ方向に段階

的に増大する場合がある。堆積物が砂質、あるいは含水比の低い締まった泥質の場合には、

図-4 の左図に示すように、このときの濃度分布はいわゆる海底面を境界として、急激な濃

度の変化を示すのに対し、浮泥が集積する場合には高含水比層（すなわち堆積泥よりも低

密度の泥層）を経て、段階的に締まった泥の層へと緩やかに遷移していく（図-4 右図）。  

前者の状況において音響測深機器を使用した場合、海水と堆積物の境界における媒体密

度の急変部にて反射強度が強く現れるため、海底面の定義は明確である。これに対し、浮

泥集積が生じている場合には、堆積泥（Stationary mud）の上層にみられる高濃度浮泥層

（Mobile fluid mud）の存在により、複数の密度急変部を有する濃度の鉛直分布となるため、

音響機器による音波反射面も複雑なものとなる。また、音響機器以外の測深手法として、

例えばレッド測深においても浮泥集積がみられる状況では、堆積物表層付近では泥の強度

の鉛直分布に応じて着底高さが変化するなど、測定方法に依存して海底面位置の評価結果

が異なることになる。現地で複数の機器による計測結果を比較した例を図-5 に示す。なお、

浮泥集積時の懸濁層から堆積物層にかけて、Mobile fluid mud 層では湿潤密度が 1,200kg/m3

程度であり、さらに深層の圧密泥においては 1,300～1,400 kg/m3の値となる。 

 

2.2 航路・泊地における問題点 

浮泥集積が生じる場合、海底面をどのように定義するかの問題が生じる。すなわち音響

機器での計測においては、密度の急変部で反射を生じるため、例えば図-4 右図を例にとれ

ば、一つには高濃度浮泥層の上端面とこれらの浮泥層の下面の二つが密度急変部となり、

音波周波数に依存した減衰特性に応じていずれかの密度急変部での反射面を海底と判断す

ることになる。仮に、浮泥層上面を海底と判断する場合には、その水深が航路や泊地の維

持すべき水深に満たない場合には、これらの浮泥層の除去（すなわち浚渫）が必要とされ

る。しかし、浚渫費用や浚渫土砂処分場の確保が困難となる場合も多く、少しでも浚渫量

を減らす工夫が求められる。一方、浮泥層内では含水比が高く極めて流動性の高い状態に

あることに注目し、これら浮泥層が船舶の航行にはさほど影響は大きくないものと判断し、

浮泥層の湿潤密度が 1,200kg/m3 程度の水深を船舶航行における海底と定義する、可航水深

（Nautical depth）と呼ばれる手法が導入されている例が海外にみられる。すなわち、浮泥集

積の特徴を考慮して、その湿潤密度の鉛直分布に基づいて、船舶が航行可能な水深の維持

管理を行うというものであり、音響測深では上述のように浮泥層上面で水底と判断される

ような密度分布が形成された場合に、船舶航行の安全を確保しつつ浮泥層を対象とした不

要な浚渫を避けるための、実用的な対応方法である。 

なお、このような港湾における浮泥集積の問題は、日本国内でも決して近年になり顕在

化したものではなく、1960 年代の積極的な港湾整備の中での航路増深に伴う海図改訂の際

に、浮泥の存在が問題化したと既往研究の中でも記されている(奥村・梅原，1978)。 
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図-4 底泥密度の鉛直分布の模式図（左：浮泥集積が無い場合、右：浮泥集積がある場合） 

（Mehta(1989)より引用） 

 

 

図-5 現地底泥を対象とした湿潤密度の鉛直分布の測定例 

（左：浮泥集積が小さい場合、右：浮泥集積が大きい場合） 

（中川ら(2004)を一部修正） 

 

3. 海外港湾における可航水深の導入事例 

 海外においては、大陸での大河川河口に位置する港湾などでは、浮泥集積の問題が古く

から顕在化しており、かつ大規模に生じており、高含水比（低密度）な浮泥層の除去には

非効率性かつ不必要との認識もあり、いわゆる可航水深の概念の導入による、湿潤密度に

よる海底水深の評価が導入されている例がみられる（たとえば PIANC・2007）。船体への抵

抗など、航行に支障のない浮泥の湿潤密度を設定し、海底面を判断する本手法においては、

底泥の粘着特性が海域ごとに異なることもあり、航行可能な密度の上限値として表-1 のよ

うな値が各港湾にて示されている（McAnally ら・2007）。 

なお、湿潤密度の測定には、音響機器や光学式濁度計を用いる方法があるが、いずれも

キャリブレーションを頻繁に行う必要があることや、光学式濁度計の場合には測定濃度の

限界値が低いため、浮泥層の密度分布の再現性に問題を有する。このため、ガンマ線によ
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る高濃度浮泥濃度の計測や、振動子式の密度計測機器の導入による、浮泥層濃度により適

した特殊機器の導入により密度の計測が行われる場合もある（McAnally ら・2007）。 

以下では、このような浮泥集積の影響を考慮した航路・泊地の水深管理の運用について、

古くより検討が進められてきたヨーロッパの港湾における事例を整理した結果を記す。 

 

表-1 海外の港湾における可航水深を決める湿潤密度の上限設定値 

（McAnally ら・2007 より） 

 

 

 

3.1 ベルギー・Zeebrugge 港の事例 

 古くより多量の浮泥集積が港湾の維持管理において問題となってきた代表的な事例とし

て、ヨーロッパ北海に面した Zeebrugge 港（ベルギー）があり、そこでは港内の浮泥集積実

態の把握だけでなく、船舶への抵抗などに関する実務的な検討が多数行われてきた。それ

らの内容について以下に記す。 

 

(1) Zeebrugge 港の概要と浚渫実績 

Zeebrugge 港はベルギー北部の北海沿岸に位置し（図-6）は、年間の貨物取扱量が全体 4,000

万トン（うちコンテナ 1500 万トン、RoRo1500 万トンなど）（Port of Zeebrugge, 2019）であ

り、欧州圏内でも有数の国際港湾である。同港は内陸に位置する Brugge 港と運河で接続し

ており、運河部の水門ゲートを境に水位の制御された内港エリアと、北海の潮位と連動す

る海港エリアのそれぞれの港域に岸壁を有している(図-7)。 

同港へのアクセス航路は-14m で整備されており、同海域での約 4m の潮位振幅を利用し

て最大喫水 16m までの船舶が入港可能となっている（Martens et al. 2012）。しかしながら、

Zeebrugge 港東側に位置する Scheldt 川河口からの土砂供給の影響により、細粒土砂の堆積

が著しく航路および海港エリアでの定期的な維持浚渫が水深維持のために求められている。

図-8は当港周辺での海水中の浮遊懸濁物濃度の空間分布の観測事例を示したものであるが、

周辺の河川供給土砂ならびに潮汐残差流の影響により、恒常的に浮遊懸濁物の濃度が周辺

域よりも高くなる、いわゆる Turbidity Maximum 領域に同港は位置していることが、維持

浚渫量を増大させている理由の一つとなっている。 

ベルギーの北海沿岸部の全域での浚渫規模は、Martens et al.（2012）によると 1999 年～2009

年の間では年間 500 万～1,200 万 t（乾燥重量ベース）の間で推移しており（図-9）、これに
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対し Zeebrugge 港のための全維持浚渫量は平均 446 万 t/年である(Fettweise et al、2010)。浚

渫土砂の性状としては泥分が主体であり、たとえば浚渫時の湿潤密度を 1.4t/m3 と仮定（乾

燥濃度・約 600g/l）すると、ベルギー北海全体で年間 833～1,999 万 m3（湿重量）となり、

Zeebrugge 港だけでも浚渫容量は 743 万 m3/年と（湿重量）なる。これらの土砂のほとんど

は沖合部で指定された海域（図-10）に投入されている（Lauwaert et al. 2016）。 

 

 

図-6 Zeebrugge 港の位置（Googlemap より） 

 

 

図-7 Zeebrugge 港のレイアウト図（左：Zeebrugge Port Authority 資料

より）と海港域の様子（右：GoogleMap より） 

 

 

 

図-8 衛星データによる北海沿岸域における表層 SS 濃度の空間分布（年平均値の空間分布

をコンター図で示したもので単位は mg/L、Fettweise et al、2010） 
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図-9 ベルギーの北海沿岸部における年間浚渫量の推移 

（縦軸：乾重量 ton、横軸：年、Martens et al.（2012）） 

  

 

 

図-10 Zeebrugge 港を含むベルギー北海沿岸での浚渫土砂の海面処分水域（矢印部） 

（Lauwaert et al. 2016 に矢印を追記） 

 

(2) 同港における水深管理の運用 

Zeebrugge 港の海港域が 1980 年代初頭に拡大整備されて以来、同港では浮泥集積の問題

を抱えつつ、水深の維持管理がなされてきた（PIANC,2014）。同港内の水域では、通常の音

響測深機（周波数 210kHz 程度）により測定される水深帯のさらに下層には、船舶航行には

支障が小さいとされる、いわゆる Fluid mud 層がおよそ３～４ｍの厚さでみられる。このよ

うな低密度の浮泥の存在を考慮して、いわゆる可航水深の概念を導入した水深の維持管理

により、港湾利用の効率化が図られてきた。 

船舶航行に与える浮泥影響の検討においては、音響測深機で得られる水深より深部の浮

泥層における、泥の降伏値や粘度等の強度特性が船体の動きと共にどのように変化するか、

すなわちレオロジー特性の把握が重要となる。しかしながら、レオロジー特性を現場にお

いて計測することは困難なため、現場で採取された底泥のレオロジー特性と湿潤密度のお

およその関係（たとえば図-11、Fontein and Byrd, 2007）から、現地計測が可能な湿潤密度に

より可航水深を定めているのが実状である。 
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Zeebrugge 港の場合には、1980 年代の当初には限界湿潤密度は 1,150kg/m3として運用され

てきたが、その後の浮泥集積状況の変化により、他港で多く採用されることの多い湿潤密

度 1,200kg/m3 に限界値の設定が改訂された経緯がある。これは、図-12 に示すように約 10

年隔てた期間における浮泥層内の鉛直分布において、レオロージー特性が時間と共に変化

したことを配慮したためである。なお、現在の Zeebrugge 港では限界湿潤密度だけでなく、

水槽実験および泥場内での航行を考慮した操船シミュレーション等での検討（Delefortrie 

and Vantorre, 2016）をふまえ、浮泥層に船底が接触する場合には、2 隻以上のタグボートに

よる曳航を行い、かつ船底の泥層内への侵入が喫水深の７％の深さまでとするなど、単に

密度による基準以外の附則事項を定めて運用されている。（PIANC, 2014） 

 

 

図-11 異なる底泥に対する泥のせん断強度と湿潤密度の関係 

（Fontein and Bryd, 2007） 

 

  

図-12  Zeebrugge 港の底泥の降伏値と湿潤密度の鉛直分布 

（Delefortrie and Vantorre, 2016） 

 

(3) 現地での浚渫状況 

 2019 年 1 月に同港における浚渫工事に立ち会う機会を得て、ドラグサクション浚渫船

ARTEVELDA（DEME 社、ホッパー容量：5,400m3）（図-13）に乗船した。港域内の浅所対

策のために浚渫した土砂は、上述のとおり沖合の海面処分域に搬送し海洋投棄を行ってい

る。一方、可航水深の設定における基準泥密度との関係を確認するため、浚渫船の配管途

中に設けられたガンマ線計測器（図-14）により浚渫土の湿潤密度をリアルタイムで計測し、
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その結果は船橋にてモニターできる仕組みになっている（図-15）。さらに、基準値以下の低

密度（高含水比）の泥土については、海域に再度排出されることになっており、浚渫土量

の削減に寄与する仕組みとなっている。 

 

   

図-13 Zeebrugge 港での維持浚渫の様子 

（DEMA 社ドラグサクション船 ARTEVELDE（左）による泊地内の浚渫時の様子（右）） 

 

   

図-14 浚渫土の配管途中に設置されたガンマ線による湿潤密度計測装置 

 

   

図-15 ブリッジの様子（左）と浚渫状況モニター画面（右） 

（右図モニターの中央部にて、撮影時の浚渫土砂が密度「1.21（t/m3）」と表示されている） 
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4. 国内港湾における現状の把握 

4.1 国内での浮泥集積域での調査事例 

日本国内では、水路測量業務においては音響測深機を用いることを原則としており、浮

泥層の集積が生じる海域においては、浮泥層を対象とする浚渫の負担が大きくなる可能性

がある。一方、近年になり情報通信技術(ICT)の活用による現場生産性の向上を目的として、

いわゆる i-Construction が推進される中で、ナローマルチ・ビーム（以下、NMB）により測

得される水深の 3 次元データの活用が進みつつある(国土交通省港湾局・2004)。たとえば、

2018年度の国内における国土交通省直轄事務所による深浅測量工事の約8割（53件）がNMB

による測量が実施されている（国総研調べ）。ところが、NMB による計測では測深機の発

信周波数は 400kHz が主流となり、200kHz 程度の発信周波数を標準とするシングル・ビー

ム測量よりも高周波数となるため、浮泥集積域における水深評価結果におけるさらなる浅

化が懸念される。このため、その影響を評価するための検討も別途実施されつつある（坂

田ら，2019）。 

以下では、これまでに実施されてきた国内港湾等での、現地データに基づく浮泥集積状

況について、既往文献に基づくデータの整理と、近年の観測例を以下に示すものとする。 

(1) 東京湾羽田沖 

同海域での調査事例（中川ら・2007）では、コア採取枠からの押出時における性状の目

視観察（図-16）により、底泥が形状を保てずに流出する流動泥と定義することにより、そ

の厚さの平面的な分布を作成している（図-17 左図）。これによると、当海域では多摩川河

道内の浅海部から東京湾側に向かって水深が急激に変化する前置斜面があり，さらに沖側

で水深が 20 m 程度にまで達すると比較的勾配が緩やかな海底地形となっている．堆積物性

状の空間分布も河口部でのこのような急な地形変化に対応しており，河口部から沖合に向

かう水深の増大とともに流動泥厚さも増大し，前置斜面の沖合部の海域では流動泥厚が 10 

cm 以上となる地点も見られる。 一方、図-17 右図は河口部の地点 A および B におけるコア

サンプル分析により得られた、底泥表層の湿潤密度の鉛直分布を示している。地点 A では

浮泥の集積は見られず湿潤密度も比較的大きい一方で、地点Bにおいては表層 10㎝以内は、

湿潤密度が 1.2g/cm3以下のいわゆる Fluid mud 層が存在していることがわかる。 

 

また、東京湾奥部の東京港内で浮泥集積の状況を検討した森ら（2013）によると、音響

測深機（210ｋHz）による海底面とレッド（底面反力：0.022kg/cm2）による測深結果を比較

(a) 流動泥 (b) 自立泥 

図-16 採取試料の流動状態の評価 
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し、最大 30 ㎝程度の差が生じることを確認した例もある。また、湾奥部におけるコアサン

プルの分析により、泥表層から 40 ㎝の深さまで含水比 300%以上の浮泥集積を示すデータ

も過去には存在する（五明ら、1990）。 

 

図-17 東京湾羽田沖の流動泥の平面分布（左）とコアサンプル分析による湿潤密度の鉛直

分布の計測例（右、調査点は左図の地点 A および B を示す） 

 

(2) 有明海（熊本港） 

熊本港における航路およびその周辺海域（図-18）では、振動子式の現地密度計を導入し

た堆積物表層の性状把握調査（中川ら、2004）を行っている。船上から垂下することによ

り、海水から底泥にいたる湿潤密度の変化を計測したもので、図-18 に示す 4 地点で計測さ

れた結果を図-19 および図-20 に示す。同図には音響測深機器（210kHz）、レッド測深、コア

サンプル分析の結果も重ねて示してある。 

 

 

図-18 熊本港での底泥密度調査 
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図-19 Stn.a および b における底泥密度の計測結果（中川ら、2004） 

 

 

図-20 Stn.c および d における底泥密度の計測結果（中川ら、2004） 

 

 最も浮泥の集積が顕著となっているのは Stn.c の航路部であり、そこでは湿潤密度が海水 

のもの（1.08g/m3）から上昇して 1.2g/m3（=1,200kg/m3）に達するまでに 20 ㎝程度の層が存

在している。底泥表層に浮泥集積がない場合には、海水層から底泥層にかけて湿潤密度が

1.3g/m3 程度以上に急激に上昇する分布となる。一方、同一地点で計測された音響測深

（210kHz）やレッド（底面反力：0.306kg/cm2）測深の結果と照らし合わせると、低密度の

浮泥集積がみられる地点では、音響測深とレッド測深の結果の間で乖離が大きくなること

がわかる。また、近年になり周防灘海域の港湾で実施した調査においても、最大 20 ㎝程度

の湿潤密度 1.2g/m3以下の浮泥集積層が確認されている。 

  

(3) 信濃川河口（新潟西港） 

浮泥集積が生じやすい河口部での事例として、信濃川河口に位置する新潟西港で行われ

た調査（中川ら、2015）の例を図-21 に示す。同図は、上流域での降雨による出水が生じた

際に、同港内の航路内で密度計測を行った結果であり、河川からの流下土砂の影響が顕著

となるタイミングでは、底層付近に約 30 ㎝の浮泥集積が確認された。ただし、このような

鉛直分布は定常的に存在するわけではなく、特に河口部のように出水履歴の影響を強く受

ける水域では、時間的に変動の大きな現象であることに留意する必要がある。 
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図-21 新潟西港内で観測された底泥密度の計測結果（図-3 再掲、中川ら、2015） 

 

 

4.2 国内港湾における今後の課題 

（１） 可航水深の導入について 

 前節のとおり、既往の調査事等による国内の港湾などでの浮泥集積の状況として、多い

ところでは 20～30 ㎝程度の Fluid mud 層の厚さが現場で確認されている。新潟西港の事例

で示したように、河川出水による土砂供給が顕著な条件下では、より多くの浮泥集積が生

じている。このため、河口港湾以外でも高波浪擾乱等の直後など、周辺から輸送されてく

る懸濁土砂等の供給が浮泥集積を増大させる可能性があることには注意が必要である。す

なわち、国内における沿岸域への浮泥供給の要因が、欧州などの大陸性の河川での継続的

な土砂供給とは異なり、河川出水や高波浪擾乱などの非定常性の強いイベント現象に関係

するため、浮泥集積が時間的にも大きな変動性を有するものとなる。 

 これまでの国内の観測結果をふまえた限りでは、海外港湾の事例で示したような数 m の

オーダーでの Fluid mud 層の出現には至っていない。このため、数十 cm 程度の Fluid mud

層厚に対しては、浮泥層厚や音響測深そのものの測定精度や誤差の範囲を考慮すると、必

ずしも航行可能水深の概念を導入することへの緊急性は高くはないものと現状では判断さ

れよう。しかし、上述のように変動制の大きな現象であることや、計測手法が汎用化され

ていないこともあり、観測に基づく浮泥量の実態が把握できていない場合も考えられるこ

とから、浮泥集積が懸念される港湾では、音響測深だけでなく例えばレッド測深との比較

などのモニタリングを通じて、現場情報の蓄積をしておくことが重要である。 

（２）浮泥集積域における水深維持の効率化に向けて 

 一方、20～30 ㎝程度の Fluid mud 層厚といえども、このような浮泥集積が生じる水域では、

確実に浅所化が生じる箇所である。このため、水深の維持管理を如何に効率化するかの問

題は依然として残ることになる。浮泥の状態から沈降し、湿潤密度の上昇と共に圧密泥へ

と移行していくという、浮泥集積域での堆積特性を考慮した水深維持の効率化のための技

術課題も検討に値するものと考えられる。このような視点で、やはり浮泥問題の先進域で

ある欧州では、特徴のある工法が実用化されている。そのうちの一つが、冒頭にも紹介し

たウォーターインジェクション浚渫船（図-2）であり、堆積した海底泥を水圧により航行可

能な密度まで液状化させ、さらには液状化した Fluid mud の重力流的な移動を利用して、航

路外への排除も期待するものである。海水中にて泥の移送をするため、状況によっては浚
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渫土砂の土捨て場も不要となるメリットも考えられる。導入に際しては、濁りの発生や水

質等の環境影響など検討すべき事項が考えられるが、国内での導入の有効性について今後

の検討課題のひとつとしたい。 

 

5. まとめ 

浮泥集積による航路・泊地の維持管理上の問題点を整理し、既往の調査研究事例ならび

に国内外の港湾での事例収集を行った。欧州の大陸河川河口周辺での浮泥集積の発生規模

はきわめて大きく、現場での対策実績も多いことから、ここではベルギーでの Zeebrugge 港

での取り組みを中心に情報収集を行い、PAINC 等のガイドラインでも紹介されている可航

水深による水深評価の運用の実態について示した。一方、国内港湾等を対象としたこれま

での浮泥調査事例をとりまとめ、海外港湾の状況との比較を通じて現状の認識と、可航水

深などの評価手法の導入の必要性について考察した。その結果、早急な水深評価方法を導

入すべき浮泥集積の実態は今のところ確認されてはいないものの、気象擾乱等の非定常な

イベント現象に依存した現象であることや、観測手法の汎用化が進んでいないことにより、

観測実績が少ないことに留意し、浮泥集積が懸念される港湾でのモニタリングの強化の重

要性を指摘した。 

一方、浮泥集積域での浅所化に関しては、土捨て場確保の困難さなどの現状を踏まえる

と、これまで以上に合理的な対策が求められるものと思われる。このため、国内での使用

実績はまだないものの、海外の浮泥集積域で導入されている工法に関する情報収集や、そ

れらの国内への導入に際しての課題等の整理も有用と考えられる。これらもふまえ、水域

施設における水深の維持管理の効率化に向けた技術的課題の検討に引き続き取り組んでい

く予定である。 
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