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１．背景 

 観測史上最大規模である桜島の大正噴火(1914 年)において発生した火山砕屑物は桜島全域を

20cm 以上覆い、最大で 1m に達した。また鹿児島市でも 30cm から 50cm の堆積量が認められた。

一方、鹿児島湾では見渡す限り軽石で覆われたことが報告されており、軽石の堆積厚さは平均

10cm・最大堆積厚さが 1m、浮遊面積は 36km2と推算されている。この大量の軽石の堆積のために

船の着岸や運航が 2週間困難であったとの報告がある。近い将来、大正噴火規模の噴火が危惧さ

れるが、火山砕屑物の一種である軽石に着眼した港湾の埋塞現象について詳細に検討は行われて

いない。さらに軽石は密度が海水と比べて 1.1 から 2.6 倍小さく、水面付近を長時間浮遊するこ

とが想定されるため、その移動特性は風場に強く影響されることが考えられる。 

 

２．目的 

 被災後の復旧活動や事前の防災活動を考えた場合、降下軽石が港湾内にどのくらいの期間、ど

のくらいの量が堆積するのかを明らかにする必要がある。そこで本報告では模型実験において風

と波の共存場における軽石の移動特性を検討した。また数値実験では粒子法を使用し、波による

防波堤周りの軽石の堆積と港湾地形での軽石の移動特性について検討を実施した。 

 

３．模型実験 

実験では、粒径 60mm から 85mm の軽石 13 個、軽石と

同密度のケヤキとサクラ、ピンポン玉を漂流物と仮定

した(図-1)。実験水槽を図-2 に示す。実験水槽は長さ

30m、高さ 1.1m、奥行き 1.1m であり、水深が 0.64m、

岸側に勾配約 1/20 の斜面が設置されている。岸側最端

部に送風機が設置されており、野外に送風することで

実験水槽内に風場が形成され、風波も同時に発生す

る。図中の岸側から 14m の投入位置からそれぞれの漂

流物を自由落下させ実験を行った。図-2 に示す測定点

での有義波高は 0.1cm から 5.2cm、有義周期 0.18s か

ら 0.21s、風速は 10m/s から 14m/s となった。 

図-3 に風と波共存場における各漂流物の移動距離を

示す。図中の黒色点線は、下 2本が水位測定位置を示

し、上 1本は静水時の汀線を示している。この図か

ら、ピンポン玉の移動速度が最も速いことがわかり、

投入位置から汀線まで継続して 0.79m/s の速度となっ

た。これはピンポン玉が中空のため水没がほとんどみ

られず、風速が作用することで一定速度となり移動し

たことがわかる。また軽石、ケヤキ、サクラでは明確

な差が生じず、例外として、軽石Ｃの移動速度が著し

く遅くなる結果となった。この軽石Ｃについては撮影

動画を確認したところ、ほぼ水没しながら漂流するこ

とがわかった。つまり、この軽石Ｃは風速による風荷

重をほぼ受けない条件で移動したことがわかる。次に

測定点間を区切り、各区間における漂流物の移動速度

を検討した。軽石と木材の移動速度は沖側で速く、岸

側で遅くなる傾向は同様であった。水没しているＣ以

外の軽石は、沖側において 0.17m/s から 0.22m/s、中

 

図-1 想定漂流物 

 
図-2 実験装置 



央で 0.15m/s から 0.23m/s、岸では 0.075m/s から 0.15m/s となった。また個々の軽石において

移動速度の変動が大きくなり、これは風と波の影響で軽石自体が大きく回転することが影響して

いると考えられる。次に木材は沖側で 0.2m/s から 0.25m/s、中央は 0.17m/s から 0.24m/s、岸は

0.1m/s から 0.16m/s となった。また寸法の差異による影響はほとんどみられなかった。これは

漂流時に回転が起こらず、面積の広い面が水表面と常に接していたためだと考えられる。 

 

 

４．数値実験 

4.1 防波堤周りの軽石の堆積の検討 

次に防波堤に見立てた突堤を設置した場合の軽石の堆積過程について検討を行った。軽石は長

時間水面上を浮遊するために、一波ずつの質量輸送速度に影響を受けることが想定されるため、

今回は粒子法を用いた。粒子法はオープンソースである DualySPHysics(https://dual.sphysics 

.org/)を使用した。このモデルは粒子法で問題となる圧力振動に対して人工粘性項を導入するこ

とでこの振動を抑えている点に特徴があり、GPU での動作にも対応している。 

図-4 に計算領域を示す。想定縮尺を 1/100 として、岸沖方向 3m、沿岸方向 0.5m の矩形領域と

し、沖側水深 0.1m、沖側端部に造波用板、岸側に勾配 2/5 の斜面を設置し、沖側から 1.4m の位

置に長さ 0.25m、幅 0.1m の直方体を防波堤として設置した。また軽石は、防波堤沖側に、設置

間隔 0.1m に 10 個を 4列配置し全部で 40 個設置した。軽石直方体の寸法は一辺 10mm としため実

際のサイズは 1.0m を想定している。軽石の密度を 500kg/m3と設定した。また内部粒子間隔を

0.01m とし作成粒子数は 171,262 となった。計算時間は 100s とした。造波は沖側の造波板によ

り行った。測定位置における水位を図-5 に示す。造波板に近い沖側では波高 0.045m、周期

1.0s、防波堤先端部では波高 0.03m、周期 1.5s、防波堤背後では波高 0.01m 程度となり防波堤が

設置されることで波高が減衰していることがわかる。 

 図-6 に各軽石の漂流位置を示す。この図は軽石の位置を 0.5s 間隔に取得してプロットした。 

軽石の移動は、1)防波堤前面に滞留し続けるもの、2)防波堤背後まで回り込むもの、3)防波堤背

後まで回り込み、さらに岸側に向かうもの、4)防波堤から離れるように岸に向かうものの 4つの

図-3 各漂流物の移動特性 
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パターンがあることがわかる。図-7 に

計算時間 200s における流速場を示す。

1)については、波の質量輸送により単純

に沖から岸に向かい、防波堤がその移動

を阻害するために防波堤前面に滞留す

る。また防波堤前面では入射波と反射波

が重なり合い重複波が形成され節にあた

るために波高が高い状態が続くが、軽石

を移動させるだけの流速は発生しないた

めに軽石はこの場所に滞留し続ける。2)

は防波堤先端部を横切る形で沖から岸に

向かうがこれは、防波堤先端部と背後

に波高差があるため流速差が生じ、流

れが形成される。防波堤の設置により

部分的な波高差(流速差)による流れが

発生し、その流れにより軽石が防波堤

背後に滞留することとなる。3)は防波

堤背後まで移動した軽石がさらに岸側

に向かうことになるが、これは岸側に

設置した斜面における遡上に差があ

り、流速差が生じるためである。今回

の条件では、防波堤背後の斜

面部の遡上が高く、前面に防

波堤が存在しない斜面部では

遡上が低いので、この斜面部

から防波堤背後までの領域に

おいては反時計周りの流れ生

じていることが想定される。

4)は、沖から岸に移動する

が、岸に向かうにつれて反時

計周りの流れの影響が強まり

徐々に移動しづらくなること

が想定される。 

 

4.2 港湾地形での軽石の移動

特性 

次に図-8 に示す港湾地形に

おける軽石の移動について検

討を行った。想定縮尺を 1/100 とし、岸

沖方向 1.4m、沿岸方向 1.0m の領域とい

て鹿児島市南ふ頭南側に位置する漁港を

再現した。特徴としては、斜め方向に防

波堤が伸びており、漁港奥は船舶の停泊

が多い。また図に示す位置に軽石を想定

した漂流物を設置した。沖側には 0.1m 間

隔、漁港沖には 0.05m 間隔で設置した。

造波は、沖側波高 0.08m、周期 0.75s と

し、漁港の固有周期ではない波の周期と

した。図-9 に漂流物の移動過程を示し、

図-10 に時間 1500s における流速場を示

 
図-4 計算領域 

 
図-5 水位変動 
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図-6 漂流物の移動過程 

 
図-7 計算時間 200s における流速場 



す。図-9 より、軽石の漂流は、1)防波

堤前面で時計周りの移動を継続するも

の、2)防波堤を沿う形で沖に流出する

もの、3)漁港内の壁を沿いながら移動

するもの、4)漁港内で移動位置がほと

んど変化しないものに大別できる。図-

10 の流速場と流速場の時間変動を確認

すると、1)については入射波と反射波

の重複により、防波堤直前は常時水位

が高い状態となり、波高が低く流速が

遅い箇所が防波堤前面の沖側で継続し

て発生することがわかった。つまり、

防波堤前面の広い領域に定常的に時計

周りの流れが生じたことが想定され

る。このように重複波の形成により回

転する流れ場が定常的に

形成することで軽石が滞

留することで軽石筏が形

成させることが考えられ

る。2)は、軽石の初期位

置が防波堤先端部に位置

しており、いったん漁港

内部まで移動するが構造

物の遮蔽効果と構造物に

沿う流れにより沖合まで

移動したことが想定され

る。このように構造物と

の距離が短い場合は、構

造物に沿う流れに影響を

受けることが考えられ

る。3)については軽石が

漁港内に位置していたも

のであり、漁港内部は基

本的に水位が上昇しにく

いが構造物に沿った流れが弱いながらも

卓越することで軽石がこのように移動し

たことが考えられる。4)については入射

波が防波堤により遮蔽されるために、水

位が低く流速も遅くためにほとんど波の

影響を受けず滞留し続ける。漁港内は基

本的には水位も流速も低い状態が続く

が、重複波の影響で防波堤背後の位置で

は数回程度水位が大きく流速が大きくな

る箇所も存在する。この箇所に存在して

いる軽石はほかの位置に比べて移動しや

すい傾向にあることがわかる。 

 

５．まとめ 

(1)模型実験において軽石・木材・ピン

ポン玉を漂流物として風と波共存場で

の移動特性を検討した結果、軽石と木

図-8 計算領域 

 
図-9 漂流物の移動過程 

 
図-10 漂流物の移動過程 



材では移動速度については特徴的な差異は生じず、沖から岸に着岸するまで平均して 0.17m/s

程度となった。一方で、ほぼ水没している軽石においては著しく移動速度が落ちることがわか

った。 

(2)数値実験により、防波堤周りの軽石の堆積について検討した結果、1)防波堤前面で滞留し続

けるもの、2)防波堤背後に回りこむもの、3)防波堤背後からさらに岸に向かうもの、4)防波堤

から離れるように岸に向かう 4つに大別でき、構造物の存在により特徴的な流れが形成される

ことが影響していることがわかった。 

(3)数値実験により、港湾地形での軽石の移動特性を検討した結果、1)防波堤前面の広い領域で

時計周りの移動を継続するもの、2)防波堤を沿う形で沖に流出するもの、3)漁港内の壁を沿い

ながら移動するもの、4)漁港内で移動位置がほとんど変化しないものに大別できることがわか

った。特に 1)については軽石筏の生成に大きく影響していることがわかった。 

 


