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はじめに 

地震火山地域防災センター 

センター長 地頭薗 隆

2020 年は新型コロナウイルス感染症の対応に追われました。その最中の 7 月、九州を中心に全

国各地が豪雨に見舞われ、気象庁は「令和 2 年 7 月豪雨」と命名しました。7 月 3 日から 4 日に

かけて熊本県南部と鹿児島県北部は大雨特別警報が発表される記録的な大雨に見舞われ、甚大な

洪水災害、土砂災害が発生しました。本センターのメンバーも新型コロナウイルスへの感染対策

を取りながら学会等の調査に参加し、得られた成果は被災地の復旧・復興に貢献しました。

現在、センターのメンバーは 65 名ですが、兼務教職員はすべての学域から参加しています。多

岐にわたる分野の防災研究成果は、地域への還元を実践するだけでなく、専門科目に加えて共通

教育科目や教員免許状更新講習科目などを通して防災教育にも役立てています。災害発生時には

連携して緊急対応や防災に関する調査、それに基づく情報発信ができるように、センター企画イ

ベントの「鹿大防災セミナー」や「防災シンポジウム」を協働して開催し、普段から学域を超え

た顔の見える関係づくりに取り組んでいます。

2020 年 10 月、内閣府が「水循環に関する世論調査」のなかで「気候変動の影響による水問題」

に関して調査していますが、85.6%の方が「気候の不安定化による洪水や土砂災害の頻発」が心配

と答えています。防災で大切なことは「正しい知識を持ち、正しく恐れ、正しく防ぐ」ことと言

われています。この心構えを広く伝え定着させるためにも、地域の防災に関わる人材を育成する

役割を担う活動を本センターで取り組んでいきたいと考えています。

さて、令和２年度における本センターの調査研究、防災教育、社会実装の３推進部門および南

西島弧地震火山観測所の活動、シンポジウムの開催記録、公募プロジェクト研究成果を取りまと

めましたので報告書をお届けします。
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防　　　災
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1 浅野　敏之 地震火山地域防災センター 特任教授 ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 眞木　雅之 地震火山地域防災センター 特任教授 ○ ○ ○ ○

3 中谷　剛 地震火山地域防災センター 特任研究員 ○ ○ ○ ○
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5 松井　智彰 法文教育学域/教育学系 教授 ○

6  黒光　貴峰 法文教育学域/教育学系 准教授 ○ ○

7 佐藤　宏之 法文教育学域/教育学系 准教授 ○ ○

8 関山　徹 法文教育学域/教育学系 准教授 ○ ○
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15 川畑　秋馬 理工学域/工学系 教授 ○
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17 気象水象地盤災害研究分野責任者 酒匂　一成 理工学域/工学系 教授 ○ ○ ○ ○
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30 角　明夫 農水産獣医学域/農学系 准教授 ○ ○

31 肥山　浩樹 農水産獣医学域/農学系 准教授 ○

32 調査研究推進部門長 寺本　行芳 農水産獣医学域/農学系 准教授 ○ ○ ○ ○

33 加治佐　剛 農水産獣医学域/農学系 准教授 ○

34 平　瑞樹 農水産獣医学域/農学系 助教 ○ ○ ○ ○

35 西　隆一郎 農水産獣医学域/水産学系 教授 ○

36 山本　智子 農水産獣医学域/水産学系 教授 ○ ○

37 地震火山防災研究分野責任者 西　隆昭 農水産獣医学域/水産学系 准教授 ○ ○ ○

38 小澤　真 農水産獣医学域/獣医学系 准教授 ○

39 松鵜　彩 農水産獣医学域/獣医学系 准教授 ○

40 災害医療総合防災研究分野責任者 垣花　泰之 医歯学域/医学系 教授 ○ ○

41 防災教育推進部門長 松成　裕子 医歯学域/医学系 教授 ○ ○ ○

42 八代　利香 医歯学域/医学系 教授 ○

43 吉浦　敬 医歯学域/医学系 教授 ○

44 宇都　由美子 医歯学域/医学系 教授 ○

45 兒玉　慎平 医歯学域/医学系 准教授 ○

46 稻留　直子 医歯学域/医学系 講師 ○

47 日隈　利香 医歯学域/医学系 助教 ○

48 森　隆子 医歯学域/医学系 助教 ○

49 菊地　聖史 医歯学域/歯学系 教授 ○

50 社会実装推進部門長 田松　裕一 医歯学域/歯学系 教授 ○ ○

51 速見　浩士 鹿児島大学病院 准教授 ○

52 寺薗　英之 鹿児島大学病院 准教授 ○

53 新駿河　洋子 鹿児島大学病院 副看護部長 ○

54 西郷　康正（放） 鹿児島大学病院 診療放射線技師長 ○

55 土橋　仁美（看） 鹿児島大学病院 看護師 ○

56 升屋　正人 学術情報基盤センター 教授 ○ ○ ○

57 岩船　昌起 共通教育センター 教授 ○ ○ ○ ○ ○

58 井村　隆介 共通教育センター 准教授 ○ ○ ○ ○ ○

59 福満　博隆 共通教育センター 准教授 ○

60 尾上　昌平 研究支援センター 技術専門職員 ○

13 25 25 45 12 14

職名 氏名 部局等名1
職名

（部局等）
社会実装
推進部門

（分野・部門別小計）
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令和２年度 地震火山地域防災センター活動概要 

 

 

１．防災セミナーの開催 

 本センターでは学内外から講師を招いて防災セミナーを実施している。セミナーは学内外に公

開している。令和２年度においては第 27 回から第 29 回まで 3 回のセミナーが実施された。セミ

ナーは zoom を使ったオンラインで実施した。 

（１）第 27 回セミナー 

 開催日 令和 2 年 11 月 4 日 

 演題・講師  原位置試験の材料パラメータを用いた有限要素解析 

 農水産獣医学域農学系 平 瑞樹 

データ同化を用いた土中水分量の計測データに基づく不飽和浸透特性の推定 

理工学域工学系  伊藤 真一 

（２）第 28 回セミナー 

 開催日 令和 3 年 2 月 10 日 

 演題・講師  桜島大規模噴火を想定した降灰シミュレーション 

地震火山地域防災センター 中谷 剛 

                桜島大規模噴火に伴う軽石による港湾埋没過程の検討 

理工学域工学系 長山 昭夫  

（３）第 29 回セミナー 

 開催日 令和 3 年 3 月 8 日 

 演題・講師   浅瀬を有する島嶼に入射する津波の数値解析                      

理工学域工学系 柿沼 太郎  

AI（人工知能）技術を利用した桜島大正噴火（1914 年）写真のカラー化と

それを活用した啓発活動 

鹿児島大学共通教育センター 井村 隆介   

 

２．シンポジウム等の開催 

 令和 2 年度に本センターが開催したシンポジウム等は以下の通りである。 

  （１）今村明恒誕生 150 周年記念講演会 

「地震学の先駆者今村明恒と鹿児島の防災」 

主 催 地震火山地域防災センター 

開催日 令和 2 年 12 月 6 日 

会 場 オンライン開催 

  （２）防災･日本再生シンポジウム 

 「大規模火山噴火時の災害医療に挑む－新たな取り組みと研究－」 

 主 催 地震火山地域防災センター 

 共 催 一般社団法人 国立大学協会 



 開催日 令和 2 年 12 月 12 日 

 会 場 オンライン開催 

（３）防災ワークショップ 

 「放射線の健康影響についてもう一度振り返る」、「原子力災害と防護対応について」 
 共 催 環境省、鹿児島大学地震火山地域防災センター 

 開催日 令和 2 年 12 月 5 日 

 会 場 オンライン開催 

（４）放射線に関する研修会 

 「福島原子力発電所事故について」、「原子力災害時の放射線による健康影響について」 

 共 催 環境省、鹿児島県診療放射線技師会、鹿児島大学地震火山地域防災センター 

 開催日 令和 3 年 1 月 23 日 

 会 場 オンライン開催 

（５）保健師の方を対象とした放射線に関する研修会 

 「保健活動に必要な放射線の基礎知識について-原子力災害後の自身の経験から-」 

 「リスクコミュニケーションとは -いかにしてナラティブとサイエンスをつなぐか-」 

 「住民の放射線不安に寄り添う～保健師として～」 

 共 催 環境省、鹿児島大学地震火山地域防災センター 

 開催日 令和 3 年 1 月 24 日 

 会 場 オンライン開催 

（６）地域防災・医療部会研究会報告会 

 「令和２年７月豪雨による熊本災害の実態解明と鹿児島県の防災への教訓等に関する研

究報告会」 

 主 催 地震火山地域防災センター 

 開催日 令和 3 年 3 月 16 日 

 会 場 オンライン開催 

 

 

３．学内における防災教育および防災に関する研修会等の実施   

共通教育および教員免許状更新講習において防災に関する科目を提供するとともに、防災士

養成等に取り組んでいる。 

（１） 共通教育の提供 

共通教育科目２科目の実施  

いのちと地域を守る防災学Ⅰ（前期毎週水曜日 1 時限 8：50～10：20） 

いのちと地域を守る防災学Ⅱ（後期毎週水曜日 2 時限 10：30～12：00） 

（２） 防災士養成の取り組み 

防災士資格取得試験対策講座の実施  

日本防災士機構による防災士資格取得試験の実施（年１回） 

（３） 令和２年度免許状更新講習の開設 

開設講習名：「地域防災の最前線」 



実施日時：令和 2 年 8 月 7 日 8:50～16:35 

 

 

４．地域との連携による事業の実施 

（１）大規模火山噴火にレジリエントな地域社会の実現に向けた防災・減災の取組専門部会

の開催 

  コロナ禍のため、令和 2 年度は専門部会を開催しなかった。 

（２） 大規模火山噴火にレジリエントな地域社会の実現に向けた防災・減災の取組専門部 

ワーキングループ(WG)の活動 

  WG-I「噴火と関連現象」 

第 1 回 令和 2 年 10 月 9 日開催 宮崎県高原町において、降灰の機動的観測およ

びデジタルサイネージ社会実験について意見交換 

 

  WG-II「生命と暮らしへの影響」 

    WG-II は事業目的「桜島火山災害に関する防災リテラシー向上のための教材として

の桜島版避難所運営ゲーム（HUG：Hinanjo Un-ei Game の頭文字）を開発する」を中心

とした活動を行った。 

令和 2 年度は 11 回ＷＧを開催したが、第 8 回を除きすべてメール会議で実施した。

主な活動内容は、漫画家のイマイ悠先生と HUG ゲームに付録となる子ども向け漫画冊

子「桜島ととも生きる」を企画・作成したこと、「令和２年度 鹿児島大学異分野融合

研究プロジェクト創出研究助成事業」へ申請したこと（令和 2 年 12 月採択）、第 8 回

会合で第 51 回桜島火山爆発総合防災訓練時に参加し、城西中学校グラウンドにおいて

同校（約 740 人・時間帯を分散して見学）の見学生に対し、桜島版避難所運営ゲームの

広報活動を行ったことである。 

WG-II の活動記録の詳細は本報告書 21 ページに記述されている。 

 

WG-III「交通への影響」 

コロナ禍の影響により令和 2 年度には WG を開催しなかった。 

 

WG-IV「産業への影響」 

コロナ禍の影響により令和 2 年度には WG を開催しなかった。火山灰・軽石など降

下火砕物の港湾への影響について調査・研究を実施した。（本報告書 25 ページ）。また

降下火砕物の空港への影響について調査・研究を実施した（本報告書 43 ページ）。 

 

５．調査研究の実施 

  （１） 火山観測用 Ku バンド高速スキャンレーダ（KuRAD）による降灰観測 

平成 30 年 4 月から霧島新燃岳噴火観測のために、宮崎県高原町に設置していた Ku バ

ンド高速スキャンレーダ（KuRAD）を、桜島降灰観測のために令和 2 年 7 月に下荒田キャ

ンパス水産学部 1 号館屋上へ設置した。しかしながら、令和 2 年 8 月末に台風 10 号の強



風による被害を受けたため観測を中断した。修理が終わるのは令和 3 年度の予定である。

降灰情報の配信実験は、これまでの取得済みレーダデータを用いることで年度内に完了予

定である。 

（２） 総合防災データベースの活用 

文部科学省地域防災対策支援研究プロジェクト事業「南九州における地域防災支援デー

タベースの構築」（平成 25 年度から平成 27 年度）を継承するもので、引き続き資料の収

集と登録作業を行った。また、平時の防災啓発として、日本気象協会と共同でデジタルサ

イネージによる情報発信を行った。 

（３）外部機関との共同研究など 

〇 気象庁気象研究所「気象レーダを活用した火山噴煙に関する研究」（平成 26 年４月か

ら令和 4 年 3 月）を継続して実施した。 

〇 特定非営利活動法人雷嵐対策推進機構「小型高精度マイクロ波レーダによる局地観測

とその応用に関する共同研究」（平成 30 年 9 月から令和 3 年 3 月）を継続して実施した。 

〇 内閣府戦略的イノベーション創造プログラム（ＳＩＰ）「国家レジリエンス（防災・減

災）の強化」において、国立研究開発法人防災科学技術研究所からの受託研究課題「衛

星データ等即時共有システムと被災状況解析・予測技術の開発」の研究題目「機動的レ

ーダ観測による火口域降灰分布解析手法の開発」（平成 30 年 11 月から令和 3 年 3 月）を

継続して実施した。 

〇 国研）防災科学技術研究所・南日本新聞社・株）南日本情報処理センター・一社）日

本自販機利活用社会貢献事業機構・ダイドードリンコ株式会社の５機関と連携して行な

っている共同研究「災害対応型自販機とサイネージ B O X による災害情報提供実証実験」

を継続して実施した。 

〇 リアルタイム降灰ハザードマップの有効な利用方法を検討するため、国交省鹿児島空

港事務所と合同で技術紹介（勉強会）を 3 回開催した。技術紹介には民間航空会社も参

加し、降灰シミュレーション結果のわかりやすい情報提供のあり方を中心に意見交換を

行なった。 

 

 

６．その他 

  自治体・学校等への協力 

〇 中谷特任研究員により桜島を監視するためのネットワークカメラが鹿児島県立国分

高等学校に設置された。この監視カメラを防災教育にも活用するため、「桜島監視カメラ

を活用した防災学習に関する覚書」を国分高校と締結した（令和 2 年 11 月）。 

〇  奄美防災シンポジウムに対する協力 

奄美市役所は、平成 22 年奄美豪雨災害から 10 周年の節目となる令和 2 年 10 月 20 日

に防災講演会と奄美豪雨災害パネル展を企画・実施したが、これに対して地震火山地域

防災センターの地頭薗センター長と浅野特任教授は、同防災講演会のなかで遠隔の防災

講話を提供し、パネル展に対して災害写真の提供を行った。 



令和２年度 活動報告 
 

 

 調査研究推進部門 
 

 

 

１．はじめに 

 防災に関する教育・研究や行政等の取り組みについて、本センターに関わる教職員および関係

機関の情報交換や交流を目的に平成 25 年度から「鹿大防災セミナー」を実施している。令和 2年

度（第 27 回～第 29 回）の概要を報告する。また、地震学の先駆者の一人として活躍した今村明

恒（鹿児島市出身）の功績を多くの人に広く知ってもらうことを目的として開催した「今村明恒

誕生 150 周年記念講演会」の概要を報告する。さらに、調査研究推進部門長が代表者、センター

兼務教員が構成員となり開催予定の地域防災・医療部会研究会（社会共創イニシアティブ）の概

要を報告する。 

 

 

２．鹿大防災セミナー開催報告 

 
第 27 回（オンライン開催） 
開催日時：令和 2 年 11 月 4 日（水）16:30～17:50 
講演： 
「原位置試験の材料パラメータを用いた有限要素解析」 

農水産獣医学域農学系 助教 平 瑞樹 
「データ同化を用いた土中水分量の計測データに基づく不飽和浸透特性の推定」 

理工学域工学系 助教 伊藤 真一 
概要：本学の教職員および学生、国土交通省など学外の方々を含め、36 名の参加があった。平瑞

樹助教は、斜面崩壊地を対象として、地盤の強度や透水性などに関する試験・実験や数値シミュ

レーションから、崩壊斜面の発生メカニズムの検討を行った。伊藤真一助教は、データ同化を導

入した不飽和浸透特性推定方法の提案を行い、簡易かつ短時間に不飽和浸透特性の推定が可能で

あることなどを示した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

写真 1 第 27 回鹿大防災セミナー講演の様子（左：平氏、右：伊藤氏） 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真 2 第 27 回鹿大防災セミナー視聴の様子 
 
 
第 28 回（オンライン開催） 
開催日時：令和 3 年 2 月 10 日（水）16:30～17:50 
講演： 
「桜島大規模噴火を想定した降灰シミュレーション」 
  地震火山地域防災センター特任研究員 中谷剛 
「桜島大規模噴火に伴う軽石による港湾埋没過程の検討」 

理工学域工学系 助教 長山昭夫 
概要：本学の教職員および学生、鹿児島地方気象台など学外の方々を含め、62 名の参加があった。

中谷剛特任研究員は、火山灰の粒径別の火砕物濃度などを組み込んだ２次元移流拡散方程式を用

いて大正噴火規模の降灰シミュレーションを行うとともに、GIS を利用した災害リスクの評価を

行った。長山昭夫助教は、桜島大正噴火級の噴火を想定し、軽石が港湾にどの程度の期間と量が

堆積するのかについて、模型実験と数値実験の結果に基づいて検討し、軽石の移動特性、堤防周

辺での軽石の堆積状況、港湾地形での軽石の移動状況を明らかにした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
写真 3 第 28 回鹿大防災セミナー講演の様子（左：中谷氏、右：長山氏） 
 
 
第 29 回（オンライン開催予定） 
令和 3 年 3 月 8 日（月）16:30～17:50 
講演： 
「浅瀬を有する島嶼に入射する津波の数値解析」 

理工学域工学系 准教授 柿沼太郎 
「AI（人工知能）技術を利用した桜島大正噴火（1914 年）写真のカラー化とそれを活用した 



啓発活動」 
  共通教育センター 准教授 井村隆介 
 

 

３．「今村明恒誕生 150 周年記念講演会：地震学の先駆者今村明恒と鹿児島の防災」開催報告 

開催日時：令和 2 年 12 月 6 日（日） 13:30～16:30（オンライン開催） 
特別講演：「今村明恒と日本の地震学―”震災予防”を終生つらぬいた地震学者」 

名古屋大学 特任教授 武村雅之 
講演：「過去の噴火に学んで備える-桜島火山の歴史時代の噴火」 

共通教育センター 准教授 井村隆介 
講演：「1914 年桜島大正噴火で発生した大地震」 

理工学域理学系 准教授 小林励司 
概要：本学の教職員および学生、鹿児島地方気象台、新潟地方気象台など学外の方々を含め、120
名の参加があった。武村雅之特任教授は今村明恒の地震予知や地震からどうすれば人命や財産

を守ることが出来るかなどに関する偉大な業績について、井村隆介准教授は今後の桜島火山噴

火に対する防災・減災のためには、桜島の歴史噴火に関わる教訓など、過去に学ぶことが重

要なことなどについて、小林励司准教授は桜島大正噴火で発生した大地震の概要や被害状況、

さらに、この大地震に関する今村明恒などの様々な観測データが、現在の地震学に役立って

いることなどについてそれぞれ報告した。 

 
写真 4 今村明恒誕生 150 周年記念講演会の様子（武村氏） 

 
 
４．地域防災・医療部会研究会報告会 

「令和２年７月豪雨による熊本災害の実態解明と鹿児島県の防災への教訓等に関する研究報告会」 
開催日時予定：令和 3 年 3 月 16 日（火）13：30～16：00（オンライン開催） 
報告予定内容： 
本研究会は、調査研究推進部門長が代表者、センター兼務教員が構成員となり、令和 2 年 7 月

豪雨による熊本災害の実態解明の成果から得られる教訓を、鹿児島県の防災に活かすことを目的

に実施した。報告予定内容は以下の通りである。 
 
「令和２年７月豪雨における熊本県南部および鹿児島県での豪雨の実態解明」 
 工学部 伊藤真一 
「令和 2 年 7 月豪雨による熊本県における土砂災害の実態」 
 農学部 寺本行芳 
 



「令和 2 年 7 月豪雨による熊本県南部における道路被害調査報告」 
工学部 酒匂一成 

「令和 2 年 7 月豪雨による熊本県南部および鹿児島県の水害調査報告」 
 工学部 齋田倫範 
「地形環境に応じた緊急避難計画の策定－熊本県球磨村での令和 2 年 7 月豪雨災害を顧みて」 
 共通教育センター 岩船昌起 
「球磨川氾濫時の避難行動におけるタイムラインの実態と課題について―八代市の事例―」 
 産学・地域共創センター 古里栄一 



令和 2年度 活動報告 
 

 

 防災教育推進部門 
 

１．はじめに 

当センターでは、本人の防災力の向上や、地域防災に貢献する人を育てることを目的として、

共通教育科目において科目を提供している。地域社会貢献のために、公開授業にも提供されてお

り、一般社会人の受講も可能となっている。しかしながら、今年度はコロナ禍の影響により、公

開授業は中止した。 

この共通教育科目は「防災リーダーの育成」に関わる「防災士」養成の研修講座としても認定

されている。これらの単位取得および別途救命講習の修了証取得によって、防災士の資格取得試

験を受験できる。しかし、今年度はコロナ禍により対面授業が限られ、補習することになった。

そして、現在、救急法の講習と資格取得試験にむけて準備している。 

また、本年度も、教員免許状所持者のための教員免許状更新講習も開設し、実施した。 

以上については、来年度もハイブリッド講義として引き続き実施するため、その準備作業を行

っている。 

 

 

 

２．共通教育科目 2 科目の提供 

(1) いのちと地域を守る防災学I (Disaster mitigation to guard lives and communities I) 
開講期：前期／講義形式／2単位／大分類：教養教育科目(教養活用科目) ／小分類：統合 I(課

題発見) ／受講対象：全学部／担当教員：松成裕子他 13 人 

 

授業概要： 

授業では、自然災害やその対策について正しい知識を持つと同時に、地域自治体や防災組織が

現在行っている防災への取り組みや新しい技術を理解し、災害時にはいのちを自ら守ることがで

き、かつ支援やボランティア活動を担うことのできる態度・志向性を獲得することを目的とす

る。この講義は、自然・人文に及ぶ複合的・総合的な「防災学」のかなりの範囲を網羅するもの

であり、本学のさまざまな学部・大学院・教育研究施設に所属する「防災学を専門とする教員」

がそれぞれの得意分野をオムニバス形式で担当講義する。ただし、今年度は遠隔講義で実施し

た。 

また、後期の「いのちと地域を 守る防災学 II」と対になる構成となっており、前期の本授業

では、災害を知り、それに対する対処・対策を考えることに重きが置かれている。なお、この授

業の概要・性格から本授業は、「防災士」受験資格取得科目の 1つとなっている。  

 

学習目標： 

1. さまざまな自然災害の発生のしくみを始めとして、防災にかかわる知識や技術などを理解

し、災害種ごとに説明できる。 

2. 災害種ごとに一般的な対策・対処のしかたを理解し、地域の特性に応じておおよそ適当な対

策などを選択できる。 

3. 万が一に災害が生じた場合、いのちを自ら守ることができ、かつ支援やボランティア活動を

担うことができる態度・志向性を獲得する。 

 

授業内容と担当者： 

1. 歴史災害に学ぶ防災意識 (教育学部;佐藤宏之) 

2. 学校教育における防災教育の実情と課題 (教育学部;黒光貴峰) 

3. 鹿児島の自然災害史 (共通教育センター;井村隆介) 

4. 地震のしくみと被害（理工学研究科；小林励司） 



5. 風水害と対策 (理工学研究科;安達貴浩) 

6. 社会基盤の地震被害 (理工学研究科;木村至伸) 

7. 避難と避難行動 (地震火山地域防災センター;浅野敏之) 

8. 島嶼の自然災害 (共通教育センター;岩船昌起) 

9. 土砂災害と対策(農学部;地頭薗隆) 

10.災害における医療活動 (医学部;松成裕子) 

11.火山噴火のしくみと被害 (地震火山地域防災センター；八木原寛） 

12.津波のしくみと被害 (理工学研究科;柿沼太郎) 

13.自然体験活動と防災及び避難生活者の健康づくり支援について(共通教育センター；福満博隆) 

14.中山間地域における地盤災害と農地復旧対策 (農学部;平瑞樹)  

15.防災士の役割について (医学部;松成裕子) 

 

(2) いのちと地域を守る防災学 II (Disaster mitigation to guard lives and communities II) 
開講期：後期／講義形式／2単位／大分類：教養教育科目(教養活用科目) ／小分類：統合II(課

題解決)／受講対象：全学部／担当教員：松成裕子他12人 

 

授業概要： 

授業では、自然災害やその対策について正しい知識を持つと同時に、地域自治体や防災組織が

現在行っている防災への取り組みや新しい技術を理解し、災害時にはいのちを自ら守ることがで

き、かつ支援やボランティア活動を担うことのできる態度・志向性を獲得することを目的とす

る。この講義は、自然・人文に及ぶ複合的・総合的な「防災学」のかなりの範囲を網羅するもの

であり、本学のさまざまな学部・大学院・教育研究施設に所属する「防災学を専門とする教員」

がそれぞれの得意分野をオムニバス形式で担当講義する。そして、今年度はハイブリッド講義と

して、防災士資格取得希望の学生については、対面授業とし、その他の学生へは遠隔授業にて実

施した。 

前期の「いのちと地域を守る防災学I」と対になる構成となっており、後期の本授業では、災

害にかかわる情報を知り、新たな減災や危機管理の手法を身に着けることに重きが置かれてい

る。また、鹿児島市消防局、鹿児島地方気象台、県危機管理課、県原子力安全対策課からの授業

を用意しており、行政の防災関係機関の現場対応などを知ることができる。なお、この授業の概

要・性格から本授業は、「防災士」受験資格取得科目の1つとなっている。 

 

学習目標： 

1. 災害にかかわる情報の種類やその発信・入手方法の概要を理解し、災害種や災害ステージ等

に応じてそれらを説明できる。 

2. 新たな減災や危機管理の手法を一般的なレベルで理解し、地域の特性に応じておおよそ適当

な手法を選択できる。 

3. 万が一に災害が生じた場合、いのちを自ら守ることができ、かつ支援やボランティア活動を

担うことができる態度・志向性を獲得する。 

 

授業内容と担当者： 

1. 講義の目的/災害における防災士の役割(医学部;松成裕子) 

2. 大規模災害と情報通信I(学術情報基盤センター;升屋正人) 

3. 大規模災害と情報通信II(学術情報基盤センター;升屋正人) 

4. 気象災害の監視と予測(地震火山地域防災センター;眞木雅之) 

5. 地震に関する知見・情報／災害と流言・風評(理工学研究科;小林励司) 

6. 鹿児島県の災害と危機管理(鹿児島県危機管理防災課; 松﨑早博) 

7. 自然災害に対する行政の危険防止責任 (法文学部;森尾成之) 

8. トラウマの理解と心理的ケアI(教育学部;関山徹) 

9. トラウマの理解と心理的ケアII(教育学部;関山徹) 

10.ハザードマップ(共通教育センター;井村隆介) 

11.福島第一原発事故の概要と放射線による健康影響（公益財団法人原子力安全研究協会放射線



災害医療研究所 研究員；山口拓允） 

12.地域の復旧と復興(法文学部;小林善仁) 

13.鹿児島県の原子力防災対策(鹿児島県原子力安全対策課;西博夫) 

14.火山の監視と防災情報(鹿児島地方気象台; 大賀昌一) 

15.災害報道・リスクコミュニケーション(南日本新聞;桐野秀吾) 

 

(3) いのちと地域を守る防災学 II の特別な講義について 

 後期に開催される「いのちと地域を守る防災学 II」の 1コマについては、環境省の「令和二

年度放射線健康管理・健康不安対策事業（福島県外における放射線に係る健康影響等に関するリ

スクコミュニケーション事業）」として開催された。講師は、公益財団法人原子力安全研究協会

放射線災害医療研究所研究員の山口拓允先生であり、環境省の放射線リスクコミュニケーション

専門官としての活動を交え、「福島第一原発事故の概要と放射線による健康影響」と題し、放射

線の健康影響について、考えさせられる講義であった。学生には、その後の鹿児島県の原子力防

災対策の講義とともに原子力災害の防災を考える良い機会となった。 

 

 

 

３．防災士養成の取り組み 

(1) 研修講座相当（認定）の共通教育科目の提供 

２．の共通教育科目 2科目について、日本防災士機構に研修講座相当と認定してもらう手続き

を行った。今年度はコロナ禍の影響により、前期は、遠隔講義で実施されたが、防災士資格取得

希望の学生が多く、対応策の情報収集を行った。しかし、防災士機構は、対面ではない授業は研

修と認めないことから、後期講義は、ハイブリッド講義形式とし、防災士資格取得希望の学生は

対面で実施し、その他の学生は遠隔講義で実施した。また、防災士試験の受験者が昨年は 15 名

だったことから受験生が増えるように学生へ働き掛けた。その効果があってか、今年は目標の

35 名の受験生となった。 

 

(2) 救命講習会の実施（予定） 

防災士資格取得のために、指定された救急法の講習を修了する必要がある。今年度は、下記

の定期救命講習を各自受講する予定としている。 

赤十字社鹿児島県支部が行っている「救急法基礎講習」がある。 

日 時：2021 年 3 月 7日（日）9：00～16：00、に実施予定である「救急法基礎講習」 

場 所：鹿児島大学共通教育棟 3号館 1階の 314 号室 
内 容：救命措置（胸骨圧迫・人工呼吸・AED 使用）の実習、異物除去・回復体位の演示解説 

講 師：各関係の講師等 

受講者：防災士資格取得希望者 35 名および令和元年防災士資格取得者 15 名 

 

(3) 防災士資格取得試験対策 

防災士資格取得試験は、『防災士教本』の内容に基づいて行われる。２．の共通教育科目 2科

目では網羅できない部分があるため、その部分の学習が必要となる。 

今年度は、それらを講義形式として、令和 3年 2月 9日に補講し、試験対策とした。 

 

(4) 防災士資格取得試験の実施（予定） 

日 時：2021 年 3 月 28 日（日）9:00〜10:00 

場 所：鹿児島大学共通教育棟 4号館 431 号教室 

実施者：日本防災士機構 

受講者：防災士資格取得希望者 37 名 

 

 

 

 



４．教員免許状更新講習について 

開設講習名：地域防災の最前線 

実施日時：2020 年 8 月 7 日 8:50～16:35 
会場：鹿児島大学郡元キャンパス 教育学部第 1講義棟（1階）101 号教室 

講師：本センター兼務教員：酒匂一成（理工学域・工学系） 

齋田倫範（理工学域・工学系） 

田松裕一（医歯学域・歯学系） 

受講生：教諭，養護教諭，栄養教諭 43 名 



令和２年度 活動報告 
 

 

 社会実装推進部門 
 

 

 

１．はじめに 

 社会実装推進部門では、国・地方自治体等、学外の組織や個人と連携し、シンポジウムやワー

クショップ等の開催を通じて、防災減災策の検討、防災啓発活動等に取り組んだ。また、防災に

関する外部からの問い合わせや相談に応じた。以下は主な活動の報告である。 

 

２．シンポジウム等の開催 

 

(1) 今村明恒誕生 150 周年記念講演会 

令和 2 年 12 月 6 日、今村明恒誕生 150 周年記念講演会「地震学の先駆者今村明恒と鹿児島の

防災」を開催した。今村明恒（あきつね）は、鹿児島市出身で大正から昭和にかけて活躍した

地震学の先駆者である。この講演会は、今村明恒の功績と、その功績が地域防災に役立ってい

ることを、地元の人に知ってもらうことを目的として開催された。 
当初は鹿児島大学稲盛会館での開催を目指して準備していたが、新型コロナウイルス感染拡

大の状況が悪化したため、オンラインに切り替えた。結果として、鹿児島の地元市民に加え全

国からも多くの参加があり、約 120 人の参加者となった。 
 世話人の小林励司准教授による開会の挨拶のあと、まず名古屋大学の武村雅之特任教授によ

る特別講演「今村明恒と日本の地震学－”震災予防”を終生つらぬいた地震学者」で、今村明恒

の功績が詳しく紹介された。この講演により、今村明恒が副題にあるような「震災予防」を目

指していたことが、参加者によく理解されたと考えられる。次に鹿児島大学の井村隆介准教授

による講演「過去の噴火に学んで備える－桜島火山の歴史時代の噴火」があり、桜島の噴火に

ついて過去の史資料から得られる教訓を伝えた。また、鹿児島大学の小林励司准教授による講

演「1914 年桜島大正噴火で発生した大地震」があり、今村明恒の功績をはじめ過去の記録が現

在の防災研究につながることが示された。講演終了後、参加者から多くの質問があり、活発な

意見交換が行われた。 後に、寺本行芳地震火山地域防災センター研究推進部門長の閉会挨拶

で締めくくられた。 

 
(2) 防災・日本再生シンポジウム 

「大規模火山噴火時の災害医療に挑む－新たな取り組みと研究」 
 令和 2 年 12 月 12 日、鹿児島大学において、令和２年度防災・日本再生シンポジウム「大規模

火山噴火時の災害医療に挑む－新たな取り組みと研究－」（主催 地震火山地域防災センター、

共催 一般社団法人 国立大学協会）が開催され、自治体・防災機関の関係者、一般市民、学

生、教員など、100 名が参加した。 
今回のシンポジウムは、コロナ禍の状況からオンライン開催とし、YouTube ライブ配信で行っ

た。防災教育推進部門長の松成裕子 医歯学域医学系教授の総合司会により、プログラムは進行

した。冒頭、佐野輝 学長から主催者として開会挨拶があった。 
まず 初に、小林哲夫 鹿児島大学名誉教授から「桜島火山噴火の歴史からみる学際的研究へ

の期待」の特別講演があった。これまでの歴史的噴火のデータを分析することで、新たな知見を

産み、予測につながることの研究成果などが報告された。 
次いで、中谷剛 特任研究員から、「桜島噴火による降灰予測と GIS を融合し、災害リスクの可

視化に挑む」と題して、開発された手法を異分野において展開することで可能性が拡大すること

ついての講演がなされた。 
吉原秀明 鹿児島市立病院救命救急センター長からは、「桜島大噴火災害における病院避難計画

の 適化と限界」と題する講演があり、火山災害における医療についての課題が明らかされ、火



山防災への提言がなされた。講演の中では、他の専門領域の研究と重ね合わせることで、これま

で可視化できなかったことが 3 次元でデータ化できることへの期待などが報告された。 
さらに、髙間辰雄 鹿児島県立大島病院救命救急センター長からは、「子どもの未来をつなぐ―

火山版 HUG による防災リテラシーの取り組み―」と題する講演があり、鹿児島の未来につなぐ

ために古来の郷中教育法を活かした子ども達への伝承方法が提案された。 
続いて、垣花泰之 鹿児島大学病院救命救急センター長を座長として総合討論が実施された。

講演者４名からは、互いの発表内容について討論と補足説明が行われ、参加者から寄せられた質

問に対する回答など、活発な意見交換が行われた。 
後に、岩井久 企画・社会連携担当理事が、このシンポジウムの成果として、これまでの専

門分野の研究を深化させるだけでなく、今後は発展した技術・手法を使い、また古きことを新た

な視点で融合することで、新たな研究上の発見や新たな開発に繋がっていくことへの期待を述べ

た。さらに、地震火山地域防災センターは、各分野の研究をはじめ防災に関する様々な調査や観

測、防災教育を行っていくとともに、引き続き地域防災に関する様々な課題に対して地域と連携

して取り組むことで、地域防災力の向上により一層貢献する、との意志表明があり、シンポジウ

ムを締めくくった。 
 
 

 
 

(3) 放射線に関する防災ワークショップ・研修会 

 防災ワークショップの開催 

 令和 2 年 12 月 5 日、環境省と鹿児島大学地震火山地域防災センター共催により、防災ワーク

ショップをオンラインにて開催した。公益財団法人 原子力安全研究協会 放射線災害医療研究所 
山本尚幸 所長、同研究所 山口拓允 研究員から、「放射線の健康影響についてもう一度振り返

る」、「原子力災害と防御対応について」と題する講演があった。福島の原発事故から 10 年近く

経過した現在、原発事故についてもう一度振り返ることで、放射線の健康影響についての整理

   
  

講演の様子 (実施会場風景 )          総合討論の様子 (実施会場風景 )

   
 

 講演の様子（YouTube 配信映像）    総合討論の様子 (YouTube 配信映像) 



と、もし原子力災害が起こったとしたらどのように対応すべきかの防護対応について、わかりや

すい解説がなされた。オンライン開催ではあったが、鹿児島県、鹿児島市、薩摩川内市の原子力

防災関係者の職員に加え、鹿児島市の自治会長にも参加いただき、大変意義深い防災ワークショ

ップになった。鹿児島県の原子力防災対策は年々精錬されているが、地震火山地域防災センター

もますます地域の関係自治体と連携し、発展・充実に貢献していくことが確認された。 
 
放射線に関する研修会の開催 

令和 3 年 1 月 23 日に、環境省と鹿児島県診療放射線技師会、鹿児島大学地震火山地域防災セ

ンターとの共催により、放射線に関する研修会をオンラインにて開催した。長崎大学病院の奥野

浩二先生から「福島原子力発電所事故について」と題して、原発事故に関する振り返えりと原子

力災害時の診療放射線技師の役割についての説明があった。また、長崎大学病院 岩竹聡先生か

ら、「原子力災害時の放射線による健康影響について」と題して、特に心理的な影響について新

たな情報の解説があった。当日は、オンライン開催ではあったが、薩摩川内市、鹿児島市の医療

施設の診療放射線技師の方々をはじめ、鹿児島医療技術専門学校の診療放射線技術学科の学生に

もご参加いただき、40 名の参加者となった。この研修会も年々と充実することができ、本セン

ターとして、今後も地域の関係者、関連職能団体と連携し、原子力防災の発展、充実に貢献して

いくことが確認された。 
 

保健師の方を対象とした放射線に関する研修会の開催 
令和 3 年 1 月 24 日に、環境省と鹿児島大学地震火山地域防災センターとの共催により、オン

ラインにて研修会を開催した。長崎大学の吉田浩二先生から、「保健活動に必要な放射線の基

礎知識について ―原子力災害後の自身の経験から―」と題する講演があった。その中で、3.11
の原発事故直後から福島県へ赴き、救助活動したこと、福島県立医科大学での教育活動につい

て経験などが語られ、原子力災害時に保健師に求められる放射線の知識について説明がなされ

た。次いで公益財団法人原子力安全研究協会の山口拓允先生から、「リスクコミュニケーショ

ンとは ―いかにしてナラティブとサイエンスをつなぐか―」と題する講演があり、環境省での

放射線リスクコミュニケーションに関わる活動の説明と、参加者の活動につなげられるような

事例が示された。さらに長崎大学の山田裕美子先生からは、福島県富岡町での住民の放射線不

安に向き合い寄り添った保健師活動を導入として披露していただき、参加者とともに提示の事

例ケースへの関り方を議論した。参加者は 6 名で、実りのある明日への活動につなげられる研

修会であったが、それだけに、より多くの対象の保健師の方々にも参加して欲しかったとの思

いが残るものの、今もこの瞬間にもコロナ禍で懸命に活動していることを考えると、来年は研

修の時間が得られるよう祈るばかりである。 

 
３．地域との連携による事業の実施 

奄美市役所が実施した「奄美防災シンポジウム」に対する協力 
平成 22 年 10 月の奄美豪雨災害から 10 周年の節目を迎えた令和 2 年 10 月 20 日から、奄美市

役所は市内 5 カ所で防災講演会と奄美豪雨災害パネル展を実施した。これに対して地震火山地域

防災センターは、防災講演会を遠隔の防災講話として提供するとともに、パネル展に対して災害

写真の提供を行った。 
当初計画されていた防災講演会は、コロナの影響を考慮し撮影された講演動画を遠隔の防災講

話として、奄美市の小中学校における防災教育や地域の防災講話の中で提供されることになった。

地頭薗隆センター長による「 近の大規模災害から地域防災を考える」、浅野敏之特任教授による

「避難と避難行動 ―奄美豪雨災害から 10 年―」と題する講演動画が、奄美市のホームページ上

に公開され、パネル展会場や奄美ケーブルテレビでも放映された。防災パネル展は、名瀬地区 3 か

所、住用地区、笠利地区各 1 か所の計 5 か所で、10 月 20 日から 11 月 1 日まで開催されたが、本

センターはパネル展に対しても、災害写真の提供に協力した。 
 
 



 
 

４．外部からの問い合わせや相談、訪問への対応 

 

 鹿児島市内の高等学校から、桜島大正噴火の際の住民の避難行動やその当時の住民の防災意識

に関する取材・質問があった。また他県の科学館の職員から、当地の中学生の理科教育に桜島の

活動や溶岩・火山灰のサンプルの入手方法について問い合わせがあった。これら 2件について

は、本センター特任教員が対応した。地元放送局から 近の災害にかかわる時事問題について問

い合わせがあり、対応する専門分野の兼務教員が担当した。 

 

 



令和２年度 活動報告 
 

 

 南西島弧地震火山観測所 
 

 

１．はじめに 

 南西島弧地震火山観測所は、令和元年度に引き続き九州南部から南西諸島北部域の地震・地殻

変動観測を主体とした観測研究や、地震火山地域防災センターと連携したデジタルサイネージ等

への取り組みを推進した。さらに、平成 31 年４月に開始された国家プロジェクトである「災害の

軽減に貢献するための地震火山観測研究計画（第２次）」に基づき、当該計画の実施機関である他

大学との共同観測研究を推進した。一方で、巨大地震もしくは内陸被害地震発生時に電源喪失が

発生する脆弱性をもっていた定常観測点のうちの 1 観測点について、経営戦略経費により蓄電・

給電システムを導入した。これらの推進においては新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を少

なからず受けたが、概ね計画どおりに進捗した。以下は令和２年度の主な活動報告である。 

 

 

２．九州南部から南西諸島北部域における定常地震観測 

 南西島弧地震火山観測所では、データがリアルタイムで送信される微小地震観測点を 27 地点に

設置して、主として九州南部から南西諸島北部域の地震観測研究を推進してきた。このうちの 11

観測点は、地震予知計画に基づき 1989～1996 年にかけて設置され、全国の高感度地震観測網を構

成する基盤的観測点に位置づけられている定常観測点であり、通信回線等の維持経費を国から予

算措置されている。これらの観測点のデータは、当観測所のみならず、気象庁、国立研究開発法

人防災科学技術研究所、及び地震観測研究を実施する他の国立大学法人にもリアルタイムで送信

されている。さらにこのリアルタイムデータは、気象庁が発表する地震や火山に関する防災情報

の発信に恒常的に利活用されている他、データ利用を希望する研究者等により、地震データの共

同利用の枠組みに基づき使用される。以上のように、定常観測点の地震観測データは学内だけで

なく学外にも広く流通し利用されているため、観測機器や通信機器・回線等に障害が発生した場

合には速やかな復旧に努める必要がある。令和２年度においても、雷害や台風被害、通信障害等

の発生に応じ、大学院理工学研究科技術部（当観測所勤務）の平野舟一郎技術専門職員が即時的

な原因調査にあたり、かつ可能な限り速やかに当該観測点に出向いて復旧作業を実施した。当該

職員単独では現地へのアクセスや作業において安全の確保が困難と予想される場合や、機材等の

搬入出に人員が必要な場合等に応じて仲谷幸浩特任助教が当該作業に加わった。これらの、前も

って予期できない日々の作業は、安定して観測データを収録・送信し、地震活動が静穏な期間を

含めた地震現象の時間発展を中長期に捉え観測研究を推進するために不可欠である。なお、障害

復旧作業時には現地観測点と当観測所との間で連携する必要があり、仲谷幸浩特任助教もしくは

八木原寛准教授が受信再開とデータが正常であるかの確認、及び復旧しない場合の対応を観測所

側で行っている。なお、当観測所の地震データリアルタイム受信処理システムの構築、企画立案、

管理保守、システムに障害が発生した場合の復旧作業については、年度を通じて八木原寛准教授

が担当している。一方、他大学等の地震データ利用者のシステムである全国地震等データ利用系

システムの管理は仲谷幸浩特任助教が担当している。 

 

 

３．九州南部から南西諸島北部域における臨時地震・地殻変動観測 

 九州南部から南西諸島北部域は、フィリピン海プレートがユーラシアプレート下に沈み込むプ

レート境界域に位置し、火山活動だけでなく地震活動も活発である。大学の定常観測点が設置さ

れていない屋久島以南の中でも奄美大島周辺は特に地震活動の高い領域であり、過去には津波を

伴う巨大地震（1911 年喜界島近海地震、マグニチュード 8.0）が発生している。このため当観測

所は、1990 年代にオフライン（現地収録方式）の観測点を奄美大島及び喜界島に展開して開始し

た臨時地震観測を皮切りに、2000 年代には観測点の増設やリアルタイム化を進め、トカラ列島に



も地震観測点を展開した。さらに、「災害の軽減に貢献するための地震火山観測研究計画」（平成

26～30 年度の５か年）の研究課題として南西諸島北部域における地震・地殻変動観測研究を提案

し、それまで観測点が設置されていなかった無人島・有人島に地震・地殻変動観測点を展開した。

平成 31 年４月に新たに始まった「災害の軽減に貢献するための地震火山観測研究計画（第２次）」

（令和５年度まで）の研究課題においてもこれらの観測点を継続し、当該領域の地震・地殻変動

の観測研究を推進している。次章に記述するとおり、本課題においては 1911 年喜界島近海地震の

推定震央域とその周辺における通常の地震やスロー地震の震源や活動の時間発展の理解を深化さ

せるための機動的海域地震観測を柱とする。この海域観測に係る機材や航海に関する準備は、主

に仲谷幸浩特任助教と平野舟一郎技術専門職員が担当している。無人島観測点（女島、宇治島、

臥蛇島、横当島）の設置・データ回収・保守作業は、主に平野舟一郎技術専門職員と八木原寛准

教授が担当し、業務の都合等の必要に応じて仲谷幸浩特任助教が加わる。概ね年１回以上を目標

とする各無人島への渡島の際には隣接有人島から小型兼用船を用船するため、その可否は気象・

海象に大きく左右される。加えて令和２年度は、新型コロナウイルス感染症に伴う出張自粛の影

響もあったが、女島に２回、宇治島・臥蛇島・横当島にそれぞれ１回ずつ渡島できた。なお、気象

予報により延期が重なった臥蛇島には平成 30 年以来２年ぶりに渡島でき、平成 30 年台風 18 号に

より壊滅的な被害を受けた GNSS 観測点の復旧と観測再開を達成した。女島の GNSS 観測点も令和

２年台風 10 号により流出する被害を受けたが、仮復旧の状態ではあるものの観測を再開した。 

 

 

４．大学の附属練習船を利用した喜界島東方海域の海域地震観測 
 南西島弧地震火山観測所では、長崎大学水産学部附属練習船・長崎丸を教育関係共同利用して、

海底地震観測および離島における地殻変動観測を中長期的に継続している。国の推進プロジェク

トである「災害の軽減に貢献するための地震火山観測研究計画（第２次）」（平成 31～令和 5年度）

で観測所が提案・推進している課題「南西諸島北部域におけるプレート間すべりの特性に関する

地震・地殻変動観測研究」に基づき、今年度は 7-8 月・11 月の計２航海を実施した。今年度は新

型コロナウイルス感染症の影響により、航海の実施自体が危ぶまれたが、大幅な日程変更と徹底

した感染症対策の上、計画通り２回の航海を実現することができた。観測内容としては、1911 年

喜界島地震（マグニチュード 8.0）の推定震央付近に観測点間隔約 20 km で稠密展開した８台の

長期収録型海底地震計（LOBS）の回収と新規 8 台設置、および男女群島・女島での地殻変動観測

を推進した。 

 

(1) 長崎丸第 056 次航海 

  期間：2020 年 7 月 28 日～2020 年 8 月 3日 

  海域：喜界島東方海域、男女群島・女島、甑島周辺海域 

  担当：八木原寛准教授(代表・乗船)、仲谷幸浩特任助教(乗船) 

 

(2) 長崎丸第 064 次航海 

  期間：2020 年 11 月 5 日～2020 年 11 月 9 日 

  海域：日向灘、男女群島・女島、甑島周辺海域 

  担当：八木原寛准教授(代表)、仲谷幸浩特任助教(乗船)、平野舟一郎技術専門職員(乗船) 

 

 本観測で対象とする南西諸島北部域は、フィリピン海プレートが大陸プレート下に沈み込むプ

レート境界に位置しており、地震・火山噴火活動が活発である。九州南部～南西諸島の東シナ海

では沖縄トラフの拡大が進行中で、日本列島の中でも複雑なプレート運動の特徴をもつ地域であ

る。1911 年には喜界島近海でマグニチュード 8.0 の大地震が発生したと考えられているが、当時

の観測データや歴史記録が少なく、震源域などの詳細はよくわかっていない。加えて、定常地震

観測点が島嶼部に限られているため、遠く離れた南西諸島海溝域の現在の地震学的情報を得るに

は、海底地震観測が極めて有効かつ不可欠である。今年度の観測航海によって回収されたデータ

からは、プレート境界面上で発生する、通常の地震と比べてゆっくりとしたすべり現象である低

周波微動を検出することができており、繰り返し地震を含めた通常の地震との時空間的関係の理

解が進展すると期待される。尚、本観測航海は、九州大学・京都大学防災研究所・東京海洋大学・



東京大学地震研究所との共同研究・共同利用の一環である。 

 

 

（凡例） 

  ：2015/1/1–2019/12/31 に発生した地震 

  ：2014～2019 年に観測した LOBS 

  ：2020 年に回収した LOBS 

  ：2020 年に新規設置した LOBS 

  ：1911 年巨大地震の想定震央[後藤, 2013] 

 

（説明） 

2014 年から５ヶ年に渡って観測を継続した広域

LOBS 観測（ ）の次期計画として、1911 年喜界

島地震（ ）や周辺の地震活動が低い領域に焦点

をあて、地震・低周波微動を捉えるための稠密な

LOBS 観測を 2019 年より新たに開始した。今年度

は、無事に８台の回収（ ）及び設置（ ）に成

功した。2023 年まで、左図黒破線内の領域を北

上しながら機動的に観測・調査を継続する。 

 

 

 

 長崎丸航海においては、甑島周辺海域にて短期収録型海底地震計を用いた海底地震観測も実施

している。本観測に係る海底地震計の組立や取り扱い等を、理学部カリキュラム「地球物理学実

習 II」の学生実習の一部としており、基礎的な地震学および観測の知見を伝える教育活動にも貢

献している。 

 

   
   短期収録型海底地震計投入の瞬間         長崎丸甲板での実習風景 

 

 

５．デジタルサイネージを活用した情報発信 

南西島弧地震火山観測所では、地震火山地域防災センターの眞木雅之特任教授・川原一枝技能

補佐員と共にデジタルサイネージを活用した情報発信・共有システムを推進・運用している。今

年度は、これまでにデジタルサイネージで公開してきた観測所とその活動の紹介コンテンツを更

新するとともに、新たに「鹿児島県周辺で発生した過去の主な地震」コンテンツを追加した。取

り上げた地震は、マグニチュード・県内最大震度・津波の有無・県内被害（人・物）の有無の各基

準を参照して選択した。大学本部・地震火山地域防災センター・観測所にそれぞれ設置されたサ

イネージモニタで公開し、離島含め県内では様々なケースの地震が発生し得ることを、来訪者等

に広く理解していただけるよう情報発信している。仲谷幸浩特任助教が担当した。 

図．過去５年間の震央分布と LOBS 配置 
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６．大規模地震発生を想定した定常地震観測点への蓄電・給電システム導入 

超巨大地震（例えば 2011 年３月の東北地方太平洋沖地震）だけでなく、内陸を震源とする被害

地震（例えば 2018 年に発生した北海道胆振東部地震）によっても数日間に及ぶ停電が発生する。

地震・火山観測業務の従事者は、商用電源により稼働している観測機器等が、長時間に及ぶ電源

喪失により被害地震発生から比較的短時間のうちに停止することを経験した。これは、既設の小

型 UPS（バックアップ電源）のみでは供給可能な電力がごく限られるためである。規模の大きな地

震が発生した場合、その直後の短時間に余震域が拡大するなど活動変化が急速に進行している間

に商用電源を喪失することで観測機器が停止し、重要な観測データが得られなくなることが十分

に予想され、その結果として学術的な知見を取りこぼすことに直結する。その一方で、光回線や

ISDN 回線等の通信インフラと商用電源の復旧は同期せず、通信回線が先に復旧した場合は観測点

内に電源さえ確保できていれば即時にリアルタイム送信の再開が可能であり、気象庁の地震に関

する情報等の防災情報を通じた、発災後の情報発信にも大きく貢献できる。 

以上の観点から当観測所では、想定されている南海トラフ巨大地震、あるいは 1997 年の鹿児島

県北西部地震のような内陸被害地震の発生に備え、商用電源の長時間に及ぶ喪失への対策を講じ

ることとした。この取り組みを令和元年度に初めて行い、本学の経営戦略経費の配分を受けて蓄

電・給電システムを設計し、３か所の定常観測点（南海トラフ巨大地震の想定震源に近接する高

岡・串間・高隈観測点）に導入した。令和２年度は、2016 年熊本地震の南西延長部に位置する鹿

児島県北西部周辺の内陸で被害地震が発生することを想定し、低ノイズで高品質のデータが得ら

れる紫尾山観測点（定常観測点）に蓄電・給電システムを導入した。 

当システムについては、平野舟一郎技術専門職員が令和元年度の設計・試験・導入実績を元に

改良・改善を加え、観測点に導入した。設置作業完了後、観測点側において人為的に商用電源を

停電させ約 10 日後に復電させるといった停電―復電試験を行い、計画通りの動作を確認した。な

お、定常観測点における設置作業においては、仲谷幸浩特任助教が平野舟一郎技術専門職員を補

佐した。観測点に出張しての作業においては、新型コロナウイルス感染症の影響を少なからず受

けた遅延も生じたが、年度内の導入を達成した。 

 

 

７．外部からの問い合わせ等への対応 

(1) 顕著な地震：2020 年６月１日、薩摩半島西岸沿いの有感地震の発生に伴う取材依頼 

2020 年６月１日 09 時 33 分、薩摩半島西岸沿いでマグニチュード 4.3 の浅発地震が発生し、鹿

児島市、日置市、南さつま市、南九州市で最大震度４が観測された。鹿児島県本土において震度 4

以上が観測されたのは 2019 年５月 10 日の日向灘の地震（マグニチュード 6.3）以来、約１年ぶ

りであったこともあり、鹿児島テレビ放送と南日本新聞から取材依頼があった。普段からマグニ

チュード 2、3程度の地震が起こっている領域であり、一連の活動の中で当地震が発生したと考え

られること、震源が浅かったために地震の規模のわりに大きな揺れを観測したこと等を説明した。 

(2) 2011 年に発生した霧島新燃岳の顕著な噴火活動から 10 年が経過することに伴う取材依頼 

 2011 年１月 26 日に開始した霧島新燃岳の一連の顕著な噴火活動では、噴石、空気振動、降灰等

による災害が発生した。この噴火活動の開始から 10 年を迎えるため、南日本新聞から取材依頼が

あった。この 10 年間の活動について説明をするとともに、これからの活動についての見通しにつ

いての問いに対しては、火山学の現状を踏まえ、しばらくは活動の消長があると考えられるが、

長期的な活動推移についての見通しを述べることは困難である旨を説明した。 



令和２年度 活動報告

WG-Ⅱ「生命と暮らしへの影響」ワーキンググループ 

鹿児島大学地震火山地域防災センター 

鹿児島大学医学部保健学科 松成 裕子 

１．はじめに 

この事業の目的は、桜島火山災害に関する防災教育として、桜島版ＨＵＧ（hinanzyo　unei 

gameの頭文字、避難所 運営 ゲーム）を開発することである。それにより、住民が桜島版の

避難所運営ゲームを体験することにより、災害における自助・共助の必要性を理解する。そして

災害における自助力を獲得するための行動を起こし、地域の防災・減災の対策の強化につながる

ことをねらいとしている。これまで、鹿児島大学の地震火山地域防災センターでは、2018年か

らワーキンググループを発足させ、活動を開始した。そのワーキンググループでは、市立病院の

救命救急センターの医療スタッフ、鹿児島市の保健師、鹿児島市の危機管理局、鹿児島市の福祉

課職員南日本新聞社の記者、富士火山研究所研究員が集った。そこで、「今、桜島が大正噴火の

規模の噴火を起こすことになれば、どのようなことが起こるのか」を検討した。その結果、人々

の生命や暮らしに大きな影響を及ぼすことが予測された。火山災害では降灰による影響から鹿児

島市は孤立する。そして、災害被害は、長期化し、避難所生活は避けては通れないとの結論に

至った。それでは、「住民はどうしたらよいのか」の対策を検討した。そして、静岡県の開発し

た避難所（HUG）ゲームを体験してもらうことにより、住民への防災、減災の啓蒙活動を広げて

いく必要があると考えた。そしてメンバー間でこのことを共通認識した。

これにより、オリジナルの桜島版の避難所運営ゲームの開発に取り組んだ。この避難所ゲーム

は、避難所で起こる様々な出来事にどう対応していくかの模擬体験ゲームである。そして、現在

この桜島版避難所運営ゲームの試作版が完成した。この試作版では、自治体や災害に関わる関係

職種が火山災害に関わるための知識や対応を学ぶことができるものになっている。しかし、この

研究の最終目標は、住民の火山災害に関する防災教育による自助力の向上を目的としていること

から、さらなる活動が必要になる。そこで、一般住民や小学生、高齢者にも普及するには、視覚

感覚でとらえる教材が必要である。そして、この解説付きのゲームカードを完成させ、プレイし

てもらうことで、住民への防災、減災の啓蒙につなげることの活動を行った。

２．事業の活動経過 

１）第 1回メール会議議事録

日時：2020年 4月  10日（金）17：29

出席者：高間、吉原、佐藤、幸福、松成

（１）会議内容

漫画家のイマイ悠先生と HUG ゲームに付録となる冊子の打ち合わせ(髙間、松成)報告ストー

リー「主人公の男の子の近くで余震があり、警戒レベル４のニュースの後、火山爆発が起こりま

す。そして、大変な状況になり、「どうするんだ」と親に駆け寄る、そして、外を見ると、ひどい

降灰であり、逃げ遅れたことで親と衝突します。

その時、夢から醒めます。そして、この夢が正夢のようになり、地震が頻発します。そして、主

人公は、火山爆発が起こると考え、弱い祖母が逃げ遅れるのではないかと気になり、「僕が避難

の準備をしなければ」と防災に目覚めます。」

検討内容：①ストーリーとして、火山災害発生に不自然な箇所はないか、②市の防災指針とで齟

齬はないか。

２）第 2回メール会議議事録

日時：2020年 4月 19日（日）15：10

出席者：高間、吉原、佐藤、幸福、松成

（１） 会議内容



漫画家のイマイ悠先生から絵コンテへのコメント依頼 

・家庭内でも桜島大噴火について平時から話題にしてほしい

・警戒レベル 4、自主避難を促す流れ、そして、避難する間もなく大噴火してしまったという流れ

・絵コンテは山腹噴火

・大噴火の際の「空震」

・基本的な鹿児島市の行政の指示は「大噴火前➡ 避難」「大噴火後噴石降下 ➡ 屋内退避、備蓄

管理」の方針

・鹿児島市から見た桜島の形状

・地震頻発の後に、防災行政無線の放送、あるいは、テレビ等で「桜島の警戒レベルが４に上が

った」というニュースが流れたのを受けて、主人公が避難準備をするという流れ

・停電の影響でエアコンが使えない、移動しようとしても火山灰の堆積で車を運転できる状況で

はないといった様子

・「噴火した」というニュースの前に、警戒レベル４→桜島全島へ避難勧告発令、市街地側にも

自主避難を推奨、警戒レベル５→桜島全島へ避難指示発令、市街地側の 10km圏内に避難準備

　発令、地域を特定して避難勧告発令�

３）第 3回メール会議議事録 

日時：2020年 7月 5日（日）18：12 

出席者：高間、吉原、佐藤、幸福、石峯、廣庭、松成 

（１）会議内容 

漫画家のイマイ悠先生から絵コンテのネーム直しの確認と直し依頼 

・「市中心部で地震が観測されました。」 

・「大噴火の恐れが高いとして”噴火警戒レベル”を５としました。」 

・「これを受け、鹿児島市は島内全域に“避難指示”を発令しました。」 

・市内の皆さんも避難の準備を―

・只今、市中心部でー

４）第４回メール会議議事録

日時：2020年 9月 28日（月）13：01

出席者：高間、吉原、佐藤、幸福、石峯、廣庭、松成

（１）会議内容

漫画家のイマイ悠先生から原画の確認 

・少し噴石（左下の大きな噴石）が小さく

５）第５回メール会議議事録

日時：2020年 10月 14日（水）13：09

出席者：高間、吉原、佐藤、幸福、石峯、廣庭、松成

（１）会議内容

漫画家のイマイ悠先生から原画「桜島ととも生きる」修正版の確認 

６)第６回メール会議議事録

日時：2020年 11月 1日（日）13：09

出席者：高間、石峯、中谷、松成

（１）会議内容

「令和２年度 鹿児島大学異分野融合研究プロジェクト創出研究助成事業」申請について

７)第７回メール会議議事録

日時：2020年 12月 24日（木）18：50

出席者：田中、山内、前野、大山、遠藤、高橋、栗脇、吉原、佐藤、能勢、改元、垣花、上國

料�



髙間、新枝、伊東、幸福、廣庭、中谷、今村 

（１）会議内容 

「令和２年度 鹿児島大学異分野融合研究プロジェクト創出研究助成事業」採択報告 

今後の予定について 

８）第８回会合議事録

日時：令和 3年 1月 9日（土曜日）9時 30分～12時 30分

令和二年度第 51回桜島火山爆発総合防災訓練時に参加し、広報活動を行った。

場所：城西中学校（グラウンド）

訓練の内容は、桜島横山町・桜島小池町住民及び開催の城西中学校校区の原良・西田地区住民

と、防災関係機関 35団体・約 280人の中の 1団体として参加した。訓練見学者は、城西中学校の

生徒（約 740 人・時間帯を分散して見学）であった。ブースを見学してくれた中学生に対し、桜

島版避難所運営ゲームの説明をすることができた。 

参加者：吉原、松成



９）第９回メール会議議事録

日時：2021年 1月 24日（日）18：50

出席者：出席者：高間、吉原、佐藤、幸福、石峯、廣庭、松成

（１） 会議内容

鹿児島大学名誉教授小林哲夫先生より、漫画「桜島ととも生きる」へのコメントの確認

・屋根から下の方の落下物を「白っぽい軽石で親指の第一関節くらいの大きさ」

・外の風景は、「薄暗い夜のような状態」

・噴火のために、市内には太陽の光が届かず、夜のような状態に

・只今，桜島地域で多くの地震が発生しています．鹿児島市街地を含む広い地域でも地震を感じ

ました．⇒「小規模な地震を繰り返している桜島ですが、さきほど、鹿児島市街地を含む広い

地域で揺れを感じる地震が発生しました。」�

漫画家のイマイ悠先生へ修正依頼 

１０）第１０回メール会議議事録 

日時：2021年 1月 26日（火）14：32 

出席者：出席者：高間、吉原、佐藤、幸福、石峯、廣庭、松成 

（１） 会議内容

・6月に開催される地球惑星科学連合の春の大会の講演を募集中へエントリー（早期投稿にて）

について�

１１）第１１回メール会議議事録 

日時：2021年 2月 16日（火）14：32 

出席者：出席者：高間、吉原、幸福、石峯、改元、中谷、松成 

（１）会議内容 

・共同研究者の確認

・6月開催の地球惑星科学連合の春の大会の講演の抄録集の確認

３．まとめ 

桜島は大正噴火規模の爆発を起こす危険がある。このゲームを開発することで、市および県下

の住民に普及することを目指している。啓蒙活動の方法としては、完成している教材の桜島版避

難所運営ゲームを試験的の実施してもらう。今後は、災害や防災に興味のある小学生、中学生を

募り、応募してきた子供にもゲームをしてもらい、参加の小学生、中学生、そしてその教員から

意見をもらう。それにより、現在のバージョンの内容を修正する。修正した、桜島版避難所運営

ゲームの完成版とする。 

それにより、火山災害だけではなく、他の災害における防災・減災意識を高めることにもつな

がる。このゲームの開発は、桜島だけのものではない。このゲームが他の火山災害に応用され

る。富士山の火山災害も可能性はゼロではない。よって、火山国日本においては優先されるべき

事案と考える。 

WGメンバー：髙間辰雄（鹿児島県立大島病院）、山内博之（鹿児島市地域福祉課主査）、前野律

江（鹿児島市保健所保健政策課主幹）、大山あゆみ（鹿児島市西部保健センター）、遠藤順子

（鹿児島市母子保健課）、高橋理恵および栗脇ひとみ（鹿児島市南部保健センター）吉原秀明

（鹿児島市立病院救命救急センター長）佐藤満仁（同救命救急センター医師）、能勢圭子（肝

付町福祉課参事兼包括支援係長）、改元香（鹿児島女子短期大学食物栄養学専攻講師）垣花泰

之（本学センター災害医療分野責任者）上國料千夏（本学救急・集中治療医学分野特任助教）、

新枝里子および伊東看護師（鹿児島市立病院看護師）、幸福崇 （市危機管理課桜島火山対策

係長）、廣庭直之（南日本新聞社）、中谷剛（鹿児島大学地震火山地域防災センター特任研究

員）、今村圭子（鹿児島大学医学部保健学科）、越智功太郎（鹿児島大学大学院保健学研究科放

射線看護専門コース院生） 



桜島の大規模火山噴火を想定した海域内降下軽石群の漂流解析 
 

 

地震火山地域防災センター  浅野 敏之 

理工学研究科  長山 昭夫 

 理工学研究科 加古 真一郎 

 

 

１．はじめに 

1.1 研究の背景 

港湾はわが国の総貿易量を重量ベースで 99.7%、金額ベースで 74.1%を担う重要なインフラス

トラクチャーである。阪神・淡路大震災では神戸港が大きな被害を受け、港湾機能停止の間に国

際トランシップ貨物などが釜山港などにシフトし、国際港としての地位が凋落した。このことが、

災害時・災害後の港湾の事業継続計画(港湾 BCP)策定の必要性が認識される端緒となった 1)。東日

本大震災においても、東北太平洋岸から東関東に至る多くの港湾が多大なる被害を受けたが、岸

壁やクレーンなどの被災だけに留まらず、瓦礫による航路泊地の埋没や船舶の航行障害が生じ、

港湾物流機能が停止した。こうしたことを背景として、東日本大震災後に制定された国土強靭化

基本法に基づくアクションプランでは、港湾が災害により機能不全を生じても緊急物資等の最低

限の輸送を確保し、許容される期間内に重要な港湾機能を逐次再開させるための港湾 BCP が、重

要港湾を中心として策定されるようになった。 

鹿児島港は、南北約 20 km の港湾区域を有し、 この地域の物流や離島航路の中心であるが、 桜

島噴火口から約 10 km 隔てているに過ぎず、 火山噴火災害に対する港湾 BCP を策定する必要が

ある。そこでは、 大量の噴火火砕物によりどのような港湾機能の不全が生じるのか、 発生後い

かにして物流機能を維持確保するのか等を予め解決しておくことが重要な課題となる。本ワーキ

ンググループ（WG-IV）は、桜島の大規模噴火による降下火砕物の産業全般に対する影響評価を

行っており、港湾に対する影響評価も重要な課題となる。しかし、ほとんどの港湾 BCP が自然外

力として地震・津波を対象としており、火山噴火災害について本格的に検討された例は著者の知

る限り無いことから、本研究を鹿児島の地において開始した次第である。 

 

1.2 これまでの研究の経過 

本研究は、 降下火砕物(特に軽石）の風と潮流による流動メカニズム、 狭窄部における軽石群

の閉塞機構、 時間軸で捉えた水域全体の軽石群の物質収支等を解明することを最終的な目的とす

るもので、 これにより発災時・発災後の、航路啓開、 復旧作業機材調達、 荷役・航行体制支援、 

港湾機能回復といった港湾 BCP の構築に必要な知見を得ようとするものである。 

昨年度に著者らは、さまざまな粒径を持つ火砕物が上空の風により移流・拡散・沈降する過程

を表現する数値モデルを提示し、風向・風速を与えたときに鹿児島湾内へ降下する火砕物の堆積

層厚・堆積量の算出結果を報告した 2)。さらに、海面浮遊軽石の啓開完了により港湾業務の再開が

図られると捉え、港湾区域と航路内に降下した軽石群の揚収対象量と揚収作業期間の試算結果を

提示した 3)。しかし、これらの研究では潮流計算に風による海面せん断力の影響を考慮していな

いこと、啓開対象の軽石群総量の計算については、海面降下後の潮流による漂流や陸への打ち上

げ等の影響を検討対象外とするなど、課題が残されていた。本年度の研究では、噴火最盛時の終

了後、数日間の降下軽石群の潮流による漂流機構を数値解析で明らかにし、降下軽石群総量の時

間的変化について考察しようとするものである。 

 



２．降下軽石量の計算 

 火山灰輸送の数値解析は、Pfeiffer et al.4)

による HAZMAP モデルを使用した。この

モデルは、 噴火の規模と風の場を与えた

ときに、 鉛直方向の線源として瞬間的に

噴煙柱が形成された状態後の噴煙柱内火砕

物の移流拡散ならびに陸海上への降下・堆

積を計算するものである。移流拡散方程式

における火砕物の source term は Suzuki3)の

噴煙柱モデルを用いた。計算は東経

130.4°～130.9°、北緯 31.0°～31.8°の

領域を経度・緯度方向にそれぞれ 45,72, 

鉛直 z 方向を高度 0～15000m まで 21 で格

子分割した（Δx=Δy=1250 m, Δz=714 

m）。粒子径階級は粒径 d から𝜙＝

log２ 𝑑で換算される Φ について-5～5 ま

で 11 分割して計算した。火砕物の降下速

度𝑤 は大粒径で高度が高い地点で最大 60 

m/s となることを踏まえ、クーラン条件よ

り時間刻みを Δt=6 s とした。拡散係数

𝐾 、𝐾 は 3000 m2/s とした。 

図-1 に示すように大気中に噴出された

火砕物の降下速度 w は、粒径 d と高度 z

の関数となる。降下火砕物の粒径分布

は、主には数 10μ～数 10cm の範囲で分

布するが、港湾や船舶に影響するのは粒

径 8mm 以上の海面降下軽石であると考

え、本研究ではこの範囲を対象とする。解析の詳細は

論文 2)に譲る。噴火条件については桜島大正噴火と同等

規模とし、総噴出量体積 Vtotal=0.42 km3、 噴煙柱高度

H=15km とした。結果の一例として、風向き SE と

NW、 鉛直方向の最大風速 Wmax=10m/s の時の降下軽石

の堆積量分布を図-2 に示す。 

 

３．鹿児島湾内の潮流計算 

海上に降下する火山噴出物は、 潮流の作用により時間の

経過とともに鹿児島湾内で拡散漂流する。海上には粒径

d<8 mm の火山灰成分も降下するが、 火山灰は比重が重く

2～3 日で海底に沈むため、 以下の海洋における拡散漂流

の検討は、  軽石群のみを対象とする。潮流計算は、 

Princeton Ocean Model (POM)を用いた。本解析では前年

度の解析を発展させ、海上風による海面せん断力を考慮

した 3 次元流動計算を行った。計算対象期間は 2000 年 10 月 10 日～15 日の 5 日間であり、小潮

から大潮に向かう期間である。計算条件は、 図-3 中の赤線で示す鹿児島湾の南方境界（N30.9°線）

 
 
図-1 火砕物降下速度の高度ならびに粒径による変化 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

0 10 20 30 40 50 60

Φ=‐5 Φ=‐4 Φ=‐3 Φ=‐2

Φ=‐1 Φ=0 Φ=1 Φ=2

Φ=3 Φ=4 Φ=5

altitude (m)

fall velocity (m/s)

 
 
図-2 降下軽石の堆積量 (単位：m) 

(左図：風向:SE,風速 Wmax=10m/s  
右図：風向 NW,風速 Wmax=10m/s) 

 
図-3 鹿児島湾の水深分布と潮流計

算の境界条件 



と 側 方 境 界 （ E130.4° 線 、  お よ び

[N30.92°・E130.70°]地点と佐多岬を結ぶ

線）で、 国立天文台による NAO.99Jb モ

デル 6)の推算潮位を入力した。境界におけ

る潮位は、静水面からスタートし、張潮 - 

満潮 – 退潮 – 干潮となる変動を 5 日分

（10 潮汐分）与えた。 

図-3 に対して経度方向 240、緯度方向

400 の格子分割を行った。鉛直方向はシグ

マ座標系で 10 分割とした。河川流や熱・

塩分による密度成層の効果は無視した。

海上風速は接地層の摩擦の効果により小

さくなり、本計算の設定条件では、海面摩

擦速度の 2 乗値は 10-4m2/s2 のオーダーと

なる 7)。 

図-4 に、風向 SE の条件下で干潮・張

潮・満潮・退潮時における表層流速ベクト

ルの平面分布を示した。昨年の 2 次元

POM計算 2)と比較して西桜島水道や岬先

端部での潮流流速の増加が鮮明に表れて

いる。図-5 は、満潮時の表層流速ベクト

ルに対する風向きの影響を示したもので

ある。無風時の結果に比較して、風向 SE
ならびに風向 NW のケースでは表層流速が大きくなっており、海面で風応力による吹送流の形成

が認められる。また沿岸部などで風向に対応した流れが発生している。 

 

４．軽石群の漂流計算 

本節では、２．で求めた湾内に降下した軽石群が、 ３．で計算した潮流によってどのように漂

流するかを検討する。漂流追跡計算は、 Kako et al.8) による粒子追跡モデル（PTM)によった。こ

のモデルは海面流速によって漂流するトレーサーをラグランジェ的に追跡するもので、拡散係数

 
図-5 満潮時の表層流速ベクトルの平面分布 (左：風向 SE,Wmax=10m/s, 中央：風なし、右：風向 NW, 

Wmax=10m/s) 

 

 
 

図-4 表層流の平面分布（風向 SE: 風速 Wmax=10m/s) 



を Smagorinsky モデルで求めた上に

発生乱数を乗じることでランダムウ

ォークによる粒子分散を表現するも

のである。 

まず、トレーサーの初期位置によ

る漂流状況の変化を把握するため

に、無風条件で潮流のみを外力とし

た時の漂流状況を計算した。図-6 の

結果より、鹿児島湾最狭部の西桜島

水道を通じた流出入が南北水域間の

軽石群の物質収支に重要であるこ

と、潮流により湾口から流出した軽

石が湾内へ再流入する割合が、もう

一つの評価ポイントとなることがわ

かった。以下、浮遊軽石の物質収支の

評価にあたって、西桜島水道以北の

桜島北部海域(記号：SKR)、西桜島水

道以南から北緯 31.1°までを鹿児島

湾南部域（記号：BAY）、として領域

を 2 分割し、検討を進めることにす

る。 

図-7は風向SEの条件下で計算され

た潮流によるトレーサー群の漂流状

況を 12 時間おきにスナップショット

で示したものである。トレーサー総

数は、風向きによって海陸に降下する比率が異なるため変動するが、約 4000～8000 個を用いて追

跡計算を行った。計算格子ごとにトレーサーの初期配置個数を、2. で計算された軽石量堆積厚に

応じて按分した。図-7 では、初期状態では桜島北西岸近傍にトレーサーが多く配置されており、 

 
図-6 トレーサーの漂流軌跡 

 

 
  図-7 降下軽石の漂流状況のスナップショット（風向 SE） 
 

 
  図-8 降下軽石の漂流状況のスナップショット（風向 NW） 



時間が進行するとともにト

レーサーが分散していく結

果が示されている。漂流計

算でトレーサーを時間的に

追跡すると、海陸境界上で

いくつかのトレーサーが一

定期間、動かない状況が現

れる。そこで、3Δt（漂流計

算ではΔt は 10min）時間ス

テップにわたって、海陸境

界において位置を変えなか

った粒子を漂着と判定し、

これらの粒子については以

降の漂流追跡から除外し

た。図-7では時間とともにト

レーサー個数が少なくなっ

ているが、これは漂着として計算から除去した結果である。 

一方、図-8 は風向 NW の条件下によるトレーサーの漂流状況のスナップショットであり、図-7

と比較すれば初期状態の軽石群が NW の風で鹿児島湾南部に降下すること、時間とともに潮流と

それに重なる NW 風の吹送流により、鹿児島湾東岸の大隅半島に沿ってトレーサーが漂流してい

くことがわかる。さらに時間が経過した後も、トレーサー群は根占あたりに滞留し、鹿児島湾口

から流出していくものは少ない。この滞留するトレーサーはこの付近で海岸に打ち上げられたと

考えられる。昨年度の海面風による吹送流を考慮しない結果 2)と比較して、図-7、図-8 に例示した

今回の結果は、トレーサーの分散ならびに沿岸部への漂着が顕著に表れた。これは図-4 に示した

ように吹送流により狭窄部や沿岸部に沿う流れが増加するだけでなく、風下側にかぎらず海域内

全体の循環流なども大きくなるためと考えられる。 

次に、上述の漂着の個数を海陸境界格子ごとにカウントし、どこに降下軽石群が堆積するかを

調べた。図-9 は、計算で初期配置されたトレーサーのうち、上記の判定条件により漂着したと判

定された軽石個数を海岸地点ごとにパーセントで表示したものである。風向に応じて潮流に吹送

流が重なり、それによりトレーサーが対岸に漂着する状況が再現されている。風向 SE の結果で

は、桜島北部海域の北岸（姶良・加治木・国分周辺）と、西桜島水道を挟む鹿児島市、桜島南岸、

湾口部の指宿周辺で軽石群の着岸が認められる。この結果は、湾内に漂流する軽石群が最終的に

は SE 風の吹送流によって NW 方向の対岸に運ばれることによって生じるが、鹿児島港に堆積が

多いことは、大規模噴火災害後の港湾を通じた避難や物資輸送に支障が生じる可能性を示してい

る。一方、風向 NW の結果では大隅半島の根占－伊佐敷区間で多く、また桜島北部海岸に降下し

た軽石は量的には少ないが、最終的には桜島北岸や牛根麓の湾奥部に打ちあがる。ただし、漂着

判定条件の設定に依存して漂着軽石量は変化するため、今後の定量的評価にあたっては漂着条件

の妥当性について検討する余地がある。 

図-10 は、桜島北部海域(SKR)と桜島南部湾域(BAY)内にある軽石総量の時間変化を示したもの

である。風向 SE では、火山噴火時に風によって桜島北部海域方向に軽石群が降下することが初期

条件となるが、その後の潮流による漂流も最初の 1 潮汐(12hr)では少量が BAY 方向に運ばれるも

のの、潮流に SE の風による吹送流が加わるため、軽石群総量は時間が経過後も SKR 領域に留ま

っている。下段の風向 NW の結果では、ほとんどの軽石が BAY 領域に留まり、時間経過後も SKR

領域への実質的な流入はなく、湾口からの流出も無視できることがわかる。また、図中破線の

  
 
図-9 噴火発生から 5 日後の軽石群トレーサーの着岸個数の平面分布 
   （左図：風向 SE、右図：風向 NW） 



SKR(SEA)、BAY(SEA)は、図-9 で考察した陸上への

打ち上げによる減少分を差し引いた海域内に留ま

る軽石群総量を示す。風向 SE では時間とともに陸

上への打ち上げによる軽石群総量が大きく減少す

るが、風向 NW ではこれに比して減少は小さい。 

  

5. 軽石群の物質収支と揚収作業量の評価 

火山噴火災害を想定した港湾 BCP の策定にあた

っては、発災後の緊急的な航路啓開に必要な揚収作

業量の評価や、長期的な航路・港湾内・周辺海域の

揚収量評価、それに伴う調達可能な作業船量や揚収

作業期間の見積もりが重要な課題となる。海面上の

軽石群は、高温軽石の吸水機構 9)や軽石間の摩擦で

生じる粉体化による沈降、波や潮流による陸上への

打上げ、湾口からの流出等を通じて総量が時間的に

減少する。昨年度の検討では、これらの減少効果を

考慮せず、鹿児島湾内に降下した軽石量が浮遊し続

けると仮定し概算評価を行ったところ、この軽石量

を揚収するには、現地で調達可能な作業船量と作業

原単位では、1 年間で総質量の 2～7％程度しか揚収できない結果となった 3)。 

本研究では、噴火規模とその時の風の状況を入力とし、降下軽石量の計算、風による吹送流を

考慮した潮流計算、降下後の軽石群の漂流計算、の 3 段階から構成される数値解析モデルを提示

した。これにより、軽石群の潮流や吹送流による沿岸部への打ち上げや湾口からの流出を含めた

噴火発生からの時間経過に沿った軽石群の湾域内総量の変化を評価することができた。このこと

で、火山災害時に港湾が事業継続を図るべき揚収作業対象量の定量的評価について、一段階の精

度向上が進められたと考えている。ただし、現時点の検討結果では、風や潮流の条件についての

検討ケースが限定されていること、潮流による海岸への漂着判定条件の妥当性等にも課題が残さ

れているため、今後も引き続き検討を続け、港湾 BCP 策定に資する精度の高い解析結果を導いて

いきたい。 

本研究の実施にあたり日本学術振興会科学研究費補助金の補助を得たことを付記する。 
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図-10 桜島北部海域(SKR)と桜島南部湾域(BAY)の
軽石総量の時間変化 
(上段：風向 SE、下段：風向 NW) 
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パーシベル粒径分布データから得られた降灰量推定式 
 

眞木 雅之 

鹿児島大学地震火山地域防災センター 

 

1. はじめに 

過去の噴火による地上の堆積物を調査することは、火山学および火山防災の観点からも有効

な手段である。しかしながら、地上の堆積物データは必然的に、噴火から通常、数時間から数日

後の間の積算されたデータになる。大規模噴火の場合には数百年間に蓄積されたデータとなる場

合もある。従来の堆積物の調査方法の問題点は、堆積期間あるいは堆積してからの期間に、風や

雨などの気象条件により火山灰粒子の特性や堆積環境が変化してしまうことである（Pioli et al., 

2019）。このような特性は、時々刻々と変化する降灰分布のリモートセンシングや予報モデルの

開発や検証には不向きである。 

近年、降水粒子の観測に開発された光学式ディスドロメータを用いて降灰粒子の高時間分解

能の物理特性を明らかにする試みがなされている（Suh et al., 2019; Kozono et al., 2019; Iguchi et 

al., 2019）。光学式ディスドロメータは、レーダ気象学の分野で必要な降水粒子の物理特性（粒径

分布、形状、落下速度、落下姿勢など）をリアルタイムで測定するために開発された気象測器で

ある。降水メカニズムの研究、降水量推定手法の開発、衛星リモートセンシングのグランドトゥ

ルースなどにも用いられている。光学式ディスドロメータは非接触型のセンサーであるために、

ターゲットである落下する火山灰粒子を変質させることなく計測できる利点がある。また、ある

タイプのディスドロメータでは、個々の落下粒子の形状や姿勢を求める事もできる。Suh et al. 

(2019)は、桜島火山で採取された火山灰粒子を室内で自由落下させ、降水粒子の観測に用いられ

ている 2D ビデオディスドロメータ（Schönhuber et al. 2008, 1993; Kruger and Krajewski, 2002）

により、粒子の落下速度、形状、落下姿勢を計測した。落下させた高度が 17m と低かったため

に、大きな粒子は必ずしも終端速度に達していなかった可能性はあるが、2DVD は降灰粒子の物

理特性を測定するのに有効な測器であることを示した。Kozono et al. (2019)は、別のタイプの

光学式ディスドロメータである Parsivel2 (Löffler-Mang and Joss, 2000; Tokay et al., 2014)を桜島

に設置して降灰粒子の自動測定を実施した。Kozono et al. (2019)は、2 年間に取得された計 76

の噴火時のテフラ粒子のデータを解析し、粒径分布と落下速度の時間変化が、噴火に伴う地殻変

動に対応することを示した。これらの研究成果をベースとして、計 20 台の Parsivel2が桜島に

設置され、南岳火口と昭和火口が位置する山頂を中心とした全方位方向で、噴火時の降灰粒子の

自動測定が継続して行われている（Iguchi et al., 2019）。 

本論文では、まず、第 2 節で光学式ディスドロメータである Parsivel2による降灰粒子の測

定原理の概要および解析データ、データ処理方法について述べる。第 3 節で光学式ディスドロメ

ータの観測データの解析結果を紹介し、最後に、第 4 節で本研究の意義および課題について述べる。 

 

  



2. 降灰粒子の観測データ 

2.1. Parsivel2 

落下する粒子を測定する機器はディスドロメータと呼ばれる。ディスドロメータは測定原理か

らいくつかのタイプに分類できる.本研究で使用したディスドロメータは、光学式ディスドロメー

タで、 2011 年に OTT 社で改良された Parsivel2である。Parsivel は PARticleSIze and VELocity

の略で、そのプロトタイプは 2000 年に開発された(Löffler-Mang and Joss, 2000)。その後、PM 

Tech Inc.社により商品化された。2005 年に OTT 社は PM Tech 社から Parsivel に関する全ての

権利を購入するとともにいくつかの再設計がおこなわれた(Battaglia et al. 2010)。このパーシベ

ルは OTT 社の第 1 世代パーシベルである。OTT 社は、測定精度の向上を目指して 2011 年に第 1

世代パーシベルの更なる改良をおこなった。この第 2 世代パーシベルは Parsivel2と呼ばれる。主

な改良点は、より高価なレーザー装置を利用することにより測定精度を 3 倍から 4 倍に上げた点

である。Table 1 に Parsivel2の主な仕様（OTT, 2011）を示す。 

 

Table 1 Parsivel2の主な仕様。 

 

 

パーシベルによる落下粒子の測定原理は次の通りである。180mm×30mm×1mm の水平平板状

のレーザー計測面を発光部と受光部の間に形成する。落下する粒子がレーザー計測面を通過した

際に発生する電圧降下とその継続時間に基づいて、落下粒子の直径（0.2 mm～25 mm）と落下速

度（20 ms-1 まで）をリアルタイムに計算する（Figure 1）。このとき、直径 1mm 未満の粒子は

球状と仮定し、直径が 1mm から 5mm の粒子の軸比は 1 から 0.7 と線形に変化し、直径が 5mm

以上の粒子の軸比は 0.7 と仮定している。これは、パーシベルが雨滴の測定に開発されたためで



ある。従って、落下する粒子が火山灰粒子の場合には誤差が生じるかも知れない。現時点では、

火山灰粒子の軸補と直径の関係が明確ではないために誤差の推定は困難である。 

 

 
 

Figure 1. Parsivel2による落下粒子の測定原理を説明する模式図。 

 

パーシベルの粒径分布の推定誤差は他の機器と比較することによって評価されている（Löffler-

Mang and Joss , 2000; Krajewski et al., 2006; Lanza and Vuerich, 2009; Thurai et al., 2011; 

Tokay et al., 2014）。Tokay et al. (2014)は、初代パーシベルと改良型パーシベルの測定精度につ

いて、Joss-Waldvogel のディスドロメータ（Joss and Waldvogel, 1967）、転倒ます雨量計との比

較測定によりおこなった。その結果によると、改良型は雨量精度の向上が図られていた。また、

改良型パーシベルと Joss-Waldvogel のディスドロメータの 1 時間平均粒径分布は 0.5 から 4 

mm の粒径で良く一致した。改良型パーシベルは初代パーシベルに対して、小さなサイズの雨滴

を正しく測定出来るように改善されており、直径 1mm 以下の雨滴の落下速度の測定値は文献値

と比較して許容できる精度であった。一方、1ms-1付近では過小評価されたが、この傾向は粒径が

大きくなると軽減された。 

 

2.2. 解析データ 

本研究で用いた降灰粒子のデータは、京都大学防災研究所が桜島に設置している Parsivel2 の

ネットワーク（Figure 2 を参照）で収集されたデータの中から、2018 年に発生した 6 つの噴火

事例のデータを抽出した（Table 2）。事例の抽出に当たっては気象庁鹿児島地方気象台の桜島火

山の噴火についての統計資料（気象庁, 2019）と国土交通省が桜島南岳火口から約 11km 離れた

垂水市に設置している X バンドマルチメータレーダ（以降、XMP）の観測画像を参考にした。

XMP は国土交通省が桜島の土石流発生監視のために運用している現業偏波レーダで、本来は降

水観測用であるが、桜島噴火時の噴煙エコーも捉えられることがわかっている（例えば、Maki 

et al., 2021）。XMP データは、具体的な手順は以下の通りである。まず、統計資料から噴煙高度

が 2000m 以上の噴火事例を抽出した。次いで、選択された事例の日時の XMP データを XRAIN 

オリジナルデータダウンロードシステム（DIAS,2019）からダウンロードし、仰角 6°の反射因



子の時間積算分布を求めた。そして、Parsivel2の設置点が反射因子の積算分布の中央部にある

事例を解析事例とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. 桜島の地形と Parsivel2 設置点を示した図。 

 

Table 2 解析噴火事例のリスト 

 

 

2.3. データ処理 

大気中を落下する粒子の様々な物理量はパーシベルの測定データから計算される（Guyot et 

al., 2019）。落下粒子の粒径分布（PSD）は次式で計算される。 



 -1 -3

1

( ) ; ( )[mm m ], [mm]
nd

ij
i i i

j i j i

C
N D N D D

A t V D


    , (2.3.1) 

ここで、N(Di)は単位体積内にある直径が Di から Di+ΔDiの粒子の個数、Di、ΔDiはそれぞれ、i

番目のサイズビンの平均直径およびビン間隔である。Cij は i 番目のサイズビンと j 番目の速度

ビンで計測された粒子の個数である。nd はサイズビンの数（本機器では 32）である。Δt は測

定時間間隔（本機器では 60 秒）である。Vj は j 番目の速度ビンで測定された落下速度である。

Ai は i 番目のサイズビンの有効測定面積で、次式で計算される。 

   6 2
i 180 (30 0.5 ) 10 [m ]iA D     .   (2.3.2) 

平均直径が Di の粒子の平均落下速度は次式で計算される。 
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ここで、nv は速度ビンの数（本機器では 32）である。 

降灰強度 RA は次式から計算される。 
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     (2.3.4) 

ここで、 p  は火山灰粒子の固体密度で本研究では 2.0 g cm-3（= 2.0×103 kg m-3）とした。 

(2.3.1)と(2.3.3)を用いて、 
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降灰強度 RA の単位を[mm h-1]で表せば、 

 
p4 3 -1

A A
1 1b

6 10 ; [mm h ]
nd nv

ij
i

i j i

C
R D R

A t







 


    (2.3.6) 

火山灰密度 CAは 
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レーダ反射因子 Z は 
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粒径分布を特徴付けるパラメータである質量重み付き直径 Dm は PSD の 4 次モーメントと 3

次モーメントの比で、 
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; Dm [mm].    (2.3.9) 

Dm は、火山灰の量を 2 等分する直径であるメジアン直径 D0 と密接な関係がある。粒径分布を

特徴付けるもう一つのパラメータである規格化切片パラメータ Nw は次式から計算される。 
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; Nw [mm-1m-3].    (2.3.10) 

上述した火山灰粒子の基本的なパラメータはパーシベルの計測データから直接計算することに留

意すべきである。 

 

3．結果 

3.1. 落下速度 

 一般に、落下する粒子の終端速度は重力、浮力、空気抵抗力で表される（例えば、Bagheri 

and Bonadonna, 2016）。本研究では、落下速度は粒径のべき乗式で表されるとして、（2.3.3）

から計算される Parsivel2の測定落下速度データのべき乗式を求める。 

 Figure 3 に 6 つの噴火事例の Parsivel2データから得られた火山灰粒子の落下速度と粒子の直

径の関係を示す。図は、1 分間に測定された粒子の落下速度を基に、観測された頻度を色分けし

て示している。得られた落下速度のべき乗式は 

 0.728 1
t t3.18 ; [ms ], [mm]v D v D      (3.1.1) 

である。 

 

 

Figure 3. 粒径毎の落下速度の頻度分布。桜島噴火 6 事例の Parsivel2観測データ。 



 

Figure 3 によれば、高頻度のデータは直径が 0.4 から 0.8mm の粒子に集中していてその落下

速度は 0.2 から 4 ms-1と広範囲に分布している。大きな粒子になるほど観測される頻度は少なく

なるが、ばらつきは大である。このばらつきの理由としては Parsivel2の測定誤差のほかに粒子

の密度の変動が考えられる。粒子の落下速度は粒子の密度の 1/2 乗に比例して大きくなる

（Bagheri and Bonadonna, 2016）。今回の解析した事例で観測された最大の粒子の粒径は 4mm

である。粒子を粒径 2 mm の火山灰粒子にだけ絞れば、落下速度の式は 

0.817 1
t t3.14 ; [ms ], [mm]v D v D     (3.1.2) 

で表される。Table 3 に上述した落下速度の式と既往研究で提案されたべき乗式の落下速度の式

をまとめた。Figure 4 は図上で比較した Table 3 の落下速度である。同じ粒径に対して大きな落

下速度を与える式（Miwa et al., 2015; Suh et al., 2019）は実験室内において、17m の高さから

火山灰粒子を自由落下させ、地上に設置した 2DVD と Parsivel2で測定した結果である。紙コッ

プに入れた火山灰粒子を 3 秒程度かけて落下させたが、一部は塊状になり落下したことから、フ

ィンガリング現象（e.g., Manzella et al., 2015; Freret-Lorgeril et al., 2020）により落下速度が

速められたと考えられる。桜島に設置された Parsivel2により実際の降灰粒子の落下速度の観測

がおこなわれている（Kozono et al, 2015; 2019）。2014 年から 2016 年の間の計 76 の噴火で

Parsivel2により求められた降灰粒子の落下速度は、理論式（Wilson and Huang, 1979; Ganser, 

1993）で説明が試みられている（Kozono et al, 2019）。Figure 4 にはその理論式と観測データ

から求めたべき乗式（Kozono et al, 2020）が示されている。本研究で得られたべき乗式は理論

式とほぼ一致している。 

 

Table 3 様々な研究者により提案されているべき乗式
1

T T; [ ], [mm]bV a D V m s D  で表された

火山灰粒子の落下速度の a と b の値。 

 



 

 

Figure 4. 様々な研究者により提案された火山灰粒子の落下速度と粒径のべき乗関係式。 

 

3.2. 定量的降灰量推定式 

 PSD の積分パラメータには降灰粒子の総個数 NT、粒径分布パラメータ Dm、Nw、降灰強度 RA、

単位体積の空気に含まれる火山灰の量 CA、反射因子 Z がある。PSD の 3 つの積分パラメータ（Z、

RA、CA）の頻度分布と確率密度分布を Figure 5 に示す。 

 

 

Figure 5. 桜島の 6 つの噴火事例で観測された降灰強度 RAと降灰密度 CAの頻度分布。 

 

RA と Z の関係式（RA-Z 関係式と呼ぶ）は気象レーダ観測から降灰量分布を推定する際の実用

式として重要である。RA よりも物理的な意味がはっきりしている単位体積内の火山灰量 CA を推

定する関係式は CA-Z 関係式と呼ばれる。各事例のデータおよび６噴火事例の全データから求め



た RA-Z 関係式および CA-Z 関係式を Table 4 にまとめた。全事例の Parsivel2 の観測データから

求めた RAと Z の散布を Figure 6 に示す。散布はばらつきが大きい。非線形最小２乗法で求めた

RA-Z 関係は 

 2 0.436 2 1 6 3
A A22.8 10 ; [kg m ], [mm m ]R Z R h Z        (3.2.1) 

である。95%信頼限界の上限と下限での RA-Z 関係はそれぞれ次の通りである。 

 2 0.436
A 22.8 10 ; 95% upper limitR Z     (3.2.2) 

2 0.383
A 14.6 10 ; 95% lower limitR Z     (3.2.3) 

 

Table 4. 桜島各噴火事例および全噴火事例の RA-Z 関係式、CA-Z 関係式。 

 

 

 

Figure 6. (a) 降灰強度 RAとレーダ反射因子 Z の関係、(b) Nwで規格化された RAと質量重み付

き直径 Dmとの関係。 



 

4．まとめ 

 気象レーダによる定量的降灰量推定手法を確立するために、鹿児島県桜島火山の計６つの爆発

的噴火の際に光学式ディスドロメータの Parsivel2により収集された降灰粒子の粒径分（PSD）

データを解析した。測定された PSD から求めた降灰強度推定式（RA-Z 関係式）と降灰密度推定

式（CA―Z 関係式）は簡便ではあるが時々刻々と変化する降灰強度のモニタリングには誤差が大

きい関係式である。一方、規格化 PSD モデルによる降灰強度推定式（RA/Nw–Dm関係式）は、

PSD 情報を考慮した関係式であり、RA-Z 関係式と比べてその変動は小さい。RA/Nw–Dm関係式

は偏波レーダによる降灰モニタリングの必要性を示唆している。すなわち、RAの推定には、何

らかの方法で Nwと Dmの値を推定する必要がある。降雨観測の研究の成功例から、降灰の場合

についても、偏波レーダパラメータの利用が考えられる。規格化 PSD モデルは、降灰強度を考

慮する必要がないモデルであり、散乱計算などでの扱いがよりシンプルになる利点がある。今回

得られた結果をより一般的に評価するためには、より多くの噴火事例の PSD データで再確認す

る必要がある。今後、本研究の知見を活かした偏波レーダパラメータ間の理論的関係式の導出、

PSD モデルを組み込んだレーダ降灰ナウキャストの改良や火山灰輸送モデルの初期値の改善が

進められることを期待したい。 
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準３次元降灰シミュレータ（プロトタイプ版）の構築 
（令和２年度学長裁量経費） 

 

地震火山地域防災センター・中谷 剛・浅野 敏之 
 

 

 

１．はじめに 
桜島は年間に約 800 回（過去 10 年間の平均値）の噴火を伴う世界的にも活発な火山である。そ

の近隣には鹿児島市という都市域がある上、鹿児島県を含む南九州地域には火山島を含めた離島
が多い。そのため大規模噴火時には、鹿児島空港や市内にある医療ヘリポートの航路の安全確保
が必要な地域である。また中規模噴火時においても、日常的な生活への影響のほか、鹿児島空港
の欠航や農作物への被害等の経済的損失が想定される地域となっている。 
こうした認識のもと、経済的被害が想定される中規模噴火時から災害を伴う大規模噴火時に役

立つ降灰情報を提供することを目的に、降灰堆積量に加えて大気中を漂う火山灰濃度を可視化す
る準３次元降灰シミュレータ（プロトタイプ版）の開発に取り組んできた。研究開発過程におい
て、実用的な降灰シミュレータとするために、大気中の火山灰濃度が日常業務に強く影響する国
交省鹿児島空港事務所及び民間航空会社の協力のもと、技術紹介という形式で大気中火山灰濃度
のわかりやすい３次元可視化表現について意見交換等を行った。本報告書では、準３次元降灰シ
ミュレータ（プロトタイプ版）の概要と技術紹介について報告する。なお、３次元可視化画像作
成手法については、令和２年度地震火山地域防災センター調査研究プロジェクト課題「降灰シミ
ュレーション結果の３次元可視化手法検討」で検討した。  
 

２．準３次元降灰シミュレーションモデル（プロトタイプ版） 

降灰シミュレーションモデルの基礎方程式は、上昇した火山灰が風向・風速の影響を受け移流・

拡散・沈降を行う過程を表現するもので、本報告書の「降灰リアルタイムハザードマップ作成手

法の検討（第二報）」に詳細がある。ただし、航行障害となる大気中火山灰は主に降下速度の小さ

い細粒の火山灰であることから、上昇流 Wzの効果を組み込んだ以下の２次元移流拡散方程式とな

っている。 

 
𝜕𝐶 𝜕𝑡 𝑊⁄ 𝜕𝐶 𝜕𝑥 𝑊  𝜕𝐶 𝜕𝑦⁄  ⁄ 𝑊 𝑊 , 𝜕𝐶 𝜕𝑧⁄  

𝐾 𝜕 𝐶 /𝜕𝑥 𝐾 𝜕 𝐶 𝜕𝑦⁄ 𝐶 ,  

 

大気中を漂う火山灰濃度を計算の対象とするため、計算に利用する風向・風速データは、高度

毎に高頻度（更新時間が短い）高解像度（面的な情報）であることが望ましい。そこで、３時間

更新で 10km メッシュの風向・風速を得られる気象庁のメソ数値予報モデル(GPV)1)を利用する。 

メソ数値予報モデル GPV(MSM)は、気象庁が天気・天候の予報に使用している数値予報モデルの

一種である。1000hpa(高度約 100m)〜100hpa（高度約 16,000m）までの 16 気圧面で、ジオポテン

シャル高度、風速（東西・南北の２要素）、気温、上昇流(鉛直 p速度)、相対湿度を提供している。

水平格子間隔は緯度 0.1°,経度 0.125°の約 10km 四方で、３時間おきに 39 時間先（最大で 51 時

間先）までの予測計算結果を提供（有料）している。本検討では、京都大学生存圏研究所が運営

する生存圏データベースによって収集・配布されたメソ数値予報モデル GPV(MSM)のデータ 2)を利

用した。 

GPV(MSM)には風速としての上昇流はないが、気圧の変化を示す鉛直 p 速度が含まれる。静水圧

平衡が成立するスケール（したがって対流性の激しい現象には適用できない）では、近似的に次

式で上昇流 Wzと関連付けられる。 

 

𝑊  ~ 𝑑𝑧 𝑑𝑡⁄  𝑑𝑝 𝑑𝑡⁄ /𝜌𝑔 
 

ここに、dp/dt は鉛直 p速度(Pa/s)、ρは大気の密度(kg/m3)、g は重力加速度、dz/dt は等圧面高

度の時間変化（m/s）（上昇<0）である。ρは標準大気を仮定し、U.S.standard atmosphere1976

に基づくと、ρ＝0.0034837P/T である。T は大気の絶対温度(K)で GPV データに含まれている。



表１ ３D可視化手法の特徴 

また P は大気の圧力(Pa)で、以下の式から求めることができる。 

 

P(Pa) = 101325 x (288.15/(T+273.15))-5.256  (0�H≦11)   H :ジオポテンシャル高度(km) 
P(Pa) = 22632.064 x e-0.1577(H-11)                (11<H≦20)   H :ジオポテンシャル高度(km) 

(出典：U.S. standard atmosphere, 1976, P.12 (33a), (33b)式より算出) 

 

□鹿児島空港欠航事例解析(2020 年８月９日) 

 
気象庁「噴火に関する火山観測報」によると、2020 年８月９日５時 38 分に桜島が噴火（5:42

発表）し、その後噴煙高度が 5000m に達した（5:52 発表）。この噴火による降灰の影響で、鹿児
島空港の到着便を中心に 20 便が欠航を決めた（南日本新聞社 10:25 配信記事より）。この事例を
対象に、準３次元降灰シミュレーションを実施した。その計算例を図１と図２に示した。図１の
淡赤色の範囲は航行に支障が懸念される 4mg/m3以上の火山灰濃度で、噴火から 30 分後には鹿児
島空港付近まで到達していたことがわかる。また、噴火から 3時間後には滑走路付近で 50g/m2程
度の降灰量が予測された。滑走路に 0.2mm 程度（300g/m2）の降灰があると、巻き上げられた火山
灰がエンジンに吸い込まれるため離発着に支障が出る可能性あるとされている。 
 

３．３次元可視化画像作成手法の検討 

３ 次 元 可 視 化 画 像 の 作 成 に 、

GoogleEarth Pro の利用と 3D 可視化ソ

フト microAVS について検討した。それ

ぞれの特徴を表１に示す。 

(1) GoogleEarth Pro（© Google） 

GoogleEarth Pro は３次元可視化ソ

フトではないが、高度別に火山灰濃度

分布の kml ファイル（図３）を作成す

ることで、３次元的な可視化画像が作

成できる。その方法は、表示させたい

濃度区分のポリゴンを作成し、標高と

着色したい色を指定するものだが、ポ

リゴンの内側と外側の輪郭に相当する

部分の緯度経度情報を作成しなくては

ならない難しさがある。他の画像ソフ

トで濃度分布図を作成し kml 出力して

も良いが、３次元可視化画像を自動生

成することが難しくなる。 

(2) microAVS（CYBERNET SYSTEMS） 

⼿法 @GoogleEarth microAVS
３D ３次元的に表⽰可（基本2次元） 3次元表⽰
利便性 誰でも利⽤できる 専⽤ソフトが必要（結果は誰でも利⽤可）
背景 背景が充実 背景は乏しい（画像貼り付け）
⾃動化 計算結果からkmlの⾃動作成は難しい 計算結果から3D画像の⾃動作成機能有り

図３ 濃度分布表示の kml 例 

ポリゴン外側輪

郭の緯度経度 

ポリゴン内側輪

郭の緯度経度 

図１ 火山灰濃度分布(mg/m3)             図２ 火山灰堆積量(mg/m2)（噴火から 3時間後） 

背景は
噴火から 30 分後、高度 1500m 

背景は© GoogleEarth 



一般的な３次元可視化ソフトは、そのソフト内でしか３次元可視化画像を作成できないが、

microAVS(Professional 版)には、準３次元降灰シミュレータで実行中の計算結果から３次元可視

化画像を自動生成させる機能がある。ただし、この機能を利用するためにはシミュレータと連携

させるためのスクリプトを自作する必要がある。また OS は Windows のみに対応で、準３次元降灰

シミュレータと microAVS が同じハードウエア上で稼働している場合、という制限がある。それぞ

れの手法による鹿児島空港欠航事例解析の３次元可視化画像を、図４と図５に示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４. 技術紹介 

国交省鹿児島空港事務所及び民間航空会社の関係者の方々にご協力頂き、準３次元降灰シミュ

レータの技術紹介を行った（表２）。図６に技術紹介の様子を示した。技術紹介では、火山噴火の

基礎知識、シミュレーションモデルの概要、鹿児島空港欠航事例解析の紹介後、どのような３次

元可視化画像による情報提供が有効か、現業の立場から意見交換をお願いした。意見交換でのコ

メントを表３に整理した。第 1 回及び第 2 回技術紹介終了後には、アンケート調査を行った。主

な回答を表４に整理した。なお、表１中の「実用性評価」は、アンケート調査の(1)で、「実用的」

との回答比率を示している。 

現在、気象庁航空路火山灰情報センター（VAAC：Volcanic Ash Advisory Center）から火山灰

の拡散に関する情報が航空機や空港に提供されているが、平面的情報提供となっているため、火

山灰濃度の３次元可視化の試み自体の評価が高かった。一方で、夜間や降雨時などパイロットが

視認しにくい天候時でも予測ができると良いとのコメントも多かった。 

 

図５ microAVS による表現 

図４ GoogleEarth による表現 
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５．おわりに 

気象庁メソ数値予報モデル GPV(MSM)より詳細な風向・風速データが、気象庁局地数値予測モデ

ル GPV(LFM)として配信（有料）されている。水平解像度は約 5km で、1時間毎に 10 時間先までの

予測値が得られることから、今後の降灰シミュレータの風向・風速データとして利用することで、

実用性の向上が期待できる。技術紹介の継続も期待されている。今後も検討を進めていきたい。 

最後に、技術紹介の運営などで国土交通省鹿児島空港事務所の伊藤敏久様（次席航空管制運航

情報官）には大変お世話になりました。ここに記して感謝の意を表します。 
1) 配信資料に関する技術情報、第５００号、気象庁予報 

2) （http://database.rish.kyoto-u.ac.jp）      

回 今後の開発によっては、実用的になると思われた点 今後の開発で課題と考えられる点 その他 

第
一
回 

 火山灰濃度が可視化される点 
 地上堆積深の目安が一定程度予測できる点 
 当該噴火によりいつからいつまで降灰があるか、降灰
量がどれくらいになるかをこれまでより高精度で知
ることができる 

 噴火がすぐにわかるメール等の通知 
 桜島噴火後の鹿児島空港への影響が伴う降灰の始ま
り、収まり時間及び降灰量の予測ができることから、
降灰除去作業を担う職種として有効 

 空港に降灰が予想される場合の地上堆積深について、
何時頃〜何時頃まで空港にどれくらいの降灰がある
のかがリアルタイムで通知がくれば、空港の除灰計画
を検討する上で大いに役に立つ 

 予測精度の向上 
 全天候に対し予測が対応できないこと（特
に降雨・降雪） 

 2mg/m3 範囲の高精度 3D 予測 
 気象、航空局、運航会社による協働体制づ
くり 

 実用化が高いと思われるため、今後の性能
向上も期待されます 

 空港の除灰計画を検討する上で、堆積深と
ともにどの施設にというのも重要になっ
てくるため、メッシュの細分化の検討（特
に舗装の上） 

 標高 1500m 以下の風を考慮した堆積深 

 気象庁からは航空気象の関係者と
して ICAO と連携をとっているはず
ですので、気象庁内の火山専門家等
とも連絡を取り合ってみては如何
でしょうか 

 雨天時の降灰の流れ、範囲がわかれ
ば良いと思う（パイロットは目で灰
を流れを確認している。雨天時はわ
からないので、航空機内でプレゼン
のような灰の流れの予測がわかる
ものがあればよい） 

 噴火を自動で観測し、迅速に認識し
て自動化されると、今後さらに他分
野でも活用されると思われます 

第
二
回 

 距離は NM、高さは FEET に統一 
 性能限界の向上→XRAIN+監視カメラ+赤外線カメラな
どにより、悪天候時や夜間の精度向上 

 天候や気象条件などによる精度の表示 
 噴火してしまえば、パイロットは目で見て避けられ
る。目で見えないときに このシステムが利用できれ
ば実用的 

 火山灰の粒子濃度や噴煙の高さを３次元で可視化で
きるというのは、非常に期待しています。また、噴火
によりどのくらい堆積するかという予測は、運行する
にあたり非常に欲しいデータであるため、今後の開発
によって実用的 

 これまでの面の火山灰の流れが、立体化することで航
空の安全運航に寄与すると考えるから。 

 航空機の運行に対して大きなインパクトを持つ火山
灰の情報がより見える（予測値を知ることができる）
ようになれば、安全性はもちろんのこと、お客様の満
足度も高まる 

 現在のマスコミや気象庁からの火山灰の情報は平面
での提供であり、航空機に必要な高度の情報が不足し
ている。リアルタイムに提供できれば、飛行経路や高
度のおける火山灰情報を参考にしながらの運行が可
能となり欠航便の現象に寄与する 

 まだ課題は多いと思うが、噴火から火山灰拡散の動向
や濃度の推移が可視化されると実用的 

 雲の中、夜中でも火山灰の動きがわかる。 
 悪天候時や夜間の噴火のデータは日中よ
りも分かりにくいものであるからこそ、今
後強化していただけると嬉しいです。 

 運行時に使うには、進入経路や飛行コース
だけでなく、高さ(feet)や距離(NM)も一緒
に表示 

 誰でも利用できることが必要。 
 費用コストがかからないことが必要。 
 航空機の運行で使用するデータをどのよ
うにタイムリーに運航者へご提供いただ
けるのか、仕組みづくりが課題だと思いま
す。その仕組みがオフィシャルなバックア
ップ（例えば JCAB、気象庁、鹿児島大学、
etc）がございますとありがたいです。 

 実務者が実際に使用する時、どのような画
面でどのようなデータが欲しいのかをヒ
アリングを重ねていくべきだと思います。 

 リアルタイムに正確な情報を提供して頂
くことが基本となりますが、航空会社にと
って有益な情報とすべきであり、将来的に
は気象庁を経由に公のデータとしての提
供を期待します。（業務としての利用を考
えるために） 

 噴火してから高度ごとにおける火
山灰の状況の推移が経過時間ごと
に可視化され、容易に情報が入手で
きるようになると良いです。 

 噴煙の高さ、流れ、空港に降灰があ
るかどうかなど精度の高い予測は
運行する上での判断材料となりま
す。 

表５ アンケート調査結果（抜粋） 

表２ 技術紹介 

図６ 第２回技術紹介の様子 

表４ アンケート項目 

回数 ⽇時 技術紹介内容 参加者 実⽤性評価

第1回 2020年8⽉27⽇
⽕⼭噴煙濃度予測の数値解析モデル概要
⿅児島空港⽋航事例解析

国交省⿅児島空港事務所管制保安部６名 50%

第2回 2020年12⽉10⽇
⽕⼭噴⽕の基礎知識
計算結果の３D可視化

国交省⿅児島空港事務所管制保安部１名
国交省⿅児島空港事務所空港管制官１名
国交省⿅児島空港事務所運⾏情報官１名
⽇本エアーコミューター２名
⽇本航空４名

70%

第3回
ZOOM会議

2021年1⽉12⽇
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 噴火そのものを早期に知りたい。 
 大気中火山灰の高濃度エリアが分かれば、そこを回避しながら航行できるので、パイロットにも分かりやすく情報を伝達でき、コスト負担の
小さいシステムが良い。 

 滑走路に降灰があり、離着陸による巻き上げの可能性があっても運行しないので、降灰情報も大切になる。 
 滑走路上の降灰予測が可能となれば、事前の除灰準備（人・作業車など）ができる。 
 欠航を決めた根拠として、お客様に提示できれば理解を得やすくなるのでは。 
 利用を進めるためにも計算精度検証が必要。 
 業界として欠航を決める定量的な降灰基準がないのも課題である。 

表３ 意見交換でのコメント 

(１） 今後の開発によっては、（実用的・まだまだ課題が多い・実用的ではない）と思う 
(２） 今後の開発によっては、実用的になると思われた点はどんなことですか。 
(３） 今後の開発で課題と考えられる点はどんなことですか。 
(４） その他（なんでも） 



降灰リアルタイムハザードマップ作成手法の検討（第二報） 

 地震火山地域防災センター  中谷 剛 

１．はじめに 

火山災害の中で最も影響範囲が広いのが降下火砕物（いわゆる降灰）による被害である。この

火山の大規模噴火による降灰被害への備えには、以下のような難しさがある。 

• 大規模噴火が稀な自然現象であること。国内で最も活発な火山と言われる桜島の場合でも、 

最近の大規模噴火は1914 年のことである。そのため災害に関する知見を学ぶ機会がない。

また、この 107 年間に社会のあり方が大きく変容した。いま大規模噴火が起きた場合、ど

のような被害が社会に及ぶのかは想像するしかない。

• 例えば水害による浸水範囲は、土地の低い場所や河川の近くなど地形的要因が支配的なの

で、想定される危険箇所を一定程度は把握できる。降灰の影響範囲や降灰量はその時の気

象条件（特に風向・風速）に左右されるため、事前の被害想定が難しい。

こうした火山防災の難しさに対応するため、リアルタイム

性があり社会の脆弱要因による災害リスクを可視化できる

降灰ハザードマップが望まれている。降灰リアルタイムハザ

ードマップは、以下の３つの要素技術を組み合わせたシステ

ムといって良い。図１にそれぞれの要素技術の役割を示した。 

１）災害の誘因としての降灰範囲や降灰堆積深を求

める降灰シミュレーションモデル

２）災害の要因となる脆弱性を含む社会のGISモデル

３）降灰予測と社会モデルから災害リスクをリアル

タイムにハザードマップとして表現する技術

令和元年度報告書（第一報）では、想定される降灰堆積深

が１m以上となるエリアを対象に、「倒壊した場合に道路閉塞を起こす木造住宅マップ」や「孤立

する後期高齢者分布マップ」の作成手法を報告した。これらは上記 2)の要素技術である。今年度

は降灰シミュレーションモデルを構築したので、降灰シミュレーション結果から見えてくる災害

リスクについて報告する。

２．降灰シミュレーションモデルの概要の概要 

降灰シミュレーションモデルは、火山灰が風の影響を受けながら移流・拡散・沈降する過程を

対象とするモデルで、次式の２次元移流拡散方程式を基礎方程式とする。 

𝜕𝐶! 𝜕𝑡 +𝑊"⁄ (𝜕𝐶! 𝜕𝑥) +𝑊#	(𝜕𝐶! 𝜕𝑦⁄ ) −	⁄ 𝑊!,&(𝜕𝐶! 𝜕𝑧⁄ ) 
= 𝐾"(𝜕'𝐶!/𝜕𝑥') + 𝐾#(𝜕'𝐶! 𝜕𝑦')⁄ + 𝐶!,&()*+,

ここに、CLは粒径別の火砕物濃度、Wx,Wyはそれぞれ水平、垂直方向の風速、WL,sは粒径別降下

速度、Kx,Kyは拡散係数、CL,sourceは

単位時間あたりに放出される粒径

別噴煙量で、噴煙高度 1)から噴出量

を算出し、Suzuki 式 2)で鉛直分布

を与える。計算に使用する粒径分布

は、Φスケールで-5から 5の 11粒

径(32mm〜0.03125mm)とし、標準偏

差𝜎!=2、平均値𝜇=-1(2mm)となる粒

径分布を与えた 3)。 2mm 以上の粒

図１ 要素技術の役割 
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図２ 降灰現象のイメージ 
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（様式１） 

径を軽石、それ以下を火山灰とした。 

降灰シミュレーションでは、２次元移流拡

散方程式を差分法で解いている（図３）。計算

領域は鹿児島県本土全域の約 150km 四方で、

大正噴火級の大噴火を扱えるように高度

1500m〜20000m までを計算対象とした。計算格

子数は 169x169x38の約 100万点で、計算時間

を短縮するため、水平方向には不等間隔格子

を採用した。格子間隔は桜島周辺が 500m、計

算領域端付近が 1330m で、計算精度に影響が

出ないように間隔を広げながら格子点総数を

減らし計算時間の節約を図っている。高さ方

向は 500m 間隔とし、高度 1500m を通過した降

灰はそのまま地上に堆積するとしている。 

  

３. GIS で表現された社会モデル 

 GIS とは、地理的な位置情報を見出しとして、

その位置に関わる空間的な情報を管理し加工して

視覚的に表示するだけでなく、高度な分析により迅

速な判断を可能にする技術 4)である。GISソフトに

も様々あるが、下記の理由から QGIS を解析に利

用している。 
１）利用者が多いフリーでオープンソースな

地理情報システム（図４）。 
２）Windows,Mac,Linux など様々な OS に

対応。 
３）QGIS の解析機能を Python（フリーでオ

ープンソースなプログラミング言語）で

利用できるので、災害リスクを可視化す

る独自ツールの作成ができる（図５）。 
これまでに収集した GIS データを表 1 に示した。

多種多様な GIS データを収集することで現実に近

い社会を表現できるが、災害リスクを可視化する

という目的からは、以下について考慮する必要が

ある。 
１）降灰量と災害リスクを結びつける定量的

な「災害リスク基準」が分かっていること。 
２）誰でも利用可能なデータであること。 
３）可視化された災害リスクへの対応が準備されていること、または準備が可能なこと。 

特に上記の３）については、降灰リアルタイムハザードマップの利用面（利用者）からのフィー

ドバックも必要で、今後も関係機関との協働を進めていきたい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表 1 収集した GIS データ 

図５ QGIS による経路検索例(A→B) 

A 

B 

QGIS メニュー
による解析 

Python コンソール 
 
コマンドでの実⾏が可能
なため、独⾃ツールが作成
できる 

図４ QGIS 

図３ 降灰シミュレーションモデル概要 
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内挿

データ区分 データ種類 データ仕様など データ範囲 利⽤⽬的 主たる⼊⼿先 URL その他
地理 標⾼ 10mメッシュDEM ⿅児島県 基本的情報 国⼟地理院 https://www.gsi.go.jp/

河川 shp ⿅児島県 降灰による治⽔能⼒の低下 国交省国⼟数値情報 https://nlftp.mlit.go.jp/index.html
社会基盤 道路 ⾼速道路・主要道路・⼀般道路 ⿅児島市 降灰による速度制限・通⾏⽌め区間評価 ゼンリン株 有料

道路ネットワーク ⾼速道路・主要道路・⼀般道路 ⿅児島県 降灰による避難時間推定・最短経路検索 OpenStreetMap(OSM) https://openstreetmap.jp/#zoom=5&lat=38.06539&lon=139.04297&layers=B0FF クリエーティブコモンズライセンス
鉄道 JRなど ⿅児島県 降灰による運⾏停⽌区間推定 国交省国⼟数値情報 https://nlftp.mlit.go.jp/index.html

路⾯電⾞ ⿅児島県 降灰による運⾏停⽌区間推定 ⿅児島市オープンデータ https://www.city.kagoshima.lg.jp/ict/opendata.html
住宅 住宅構造・階数 ⿅児島市 降灰による住宅被害推定 ゼンリン株 有料

⾏政情報 市町村界 shp ⿅児島県 基本的情報 e-Stat（政府統計の総合窓⼝） https://www.e-stat.go.jp/
⾏政施設 官公庁施設・避難所・学校等 ⿅児島県 降灰による災害リスク評価のため e-Stat（政府統計の総合窓⼝） https://www.e-stat.go.jp/

官公庁施設・避難所・学校等 ⿅児島市 降灰による災害リスク評価のため ⿅児島市オープンデータ https://www.city.kagoshima.lg.jp/ict/opendata.html
医療・福祉施設 病院・福祉施設 ⿅児島県 降灰による災害リスク評価のため e-Stat（政府統計の総合窓⼝） https://www.e-stat.go.jp/
医療・福祉施設 病院・福祉施設 ⿅児島市 降灰による災害リスク評価のため ⿅児島市オープンデータ https://www.city.kagoshima.lg.jp/ict/opendata.html

⼈⼝・世帯 ⼈⼝・世帯 年齢階級別⼈⼝・家族類型別世帯等 ⿅児島県 降灰による災害リスク評価のため e-Stat（政府統計の総合窓⼝） https://www.e-stat.go.jp/ 1km,500mメッシュ統計
その他 ハザードマップ 洪⽔・⼟砂 ⿅児島県 参考 国交省国⼟数値情報 https://nlftp.mlit.go.jp/index.html

地域分析 詳細(100mメッシュ）男⼥別・年齢４区分別の⼈⼝ ⿅児島市 参考 東京⼤学空間情報科学研究センター https://home.csis.u-tokyo.ac.jp/~nishizawa/teikyo/index.html
基本的情報 CGIS Japan http://cgisj.jp/



４. 降灰ハザードマップ試案による災害リスクの可視化

降灰シミュレーションによる「2020 年版ハザードマップ試案（鹿児島県）」を図６に示した。

この降灰ハザードマップ試案は、鹿児島県本土全域

を対象に、以下の手順で作成されている。

１）2020 年の毎日午前 9 時に大正噴火級の噴火が

起きたとした。

２）噴火は 39 時間継続し、噴煙高度の時間的変化

は大正噴火と同じようになるとした（図７）。

３）総噴煙量は 6億m3とした 5)。計算では噴煙高

度から推定される時間毎の噴煙量の総排出量

が 6億m3となるように補正した。

４）鹿児島高層気象台が毎日の午前・午後 9 時に実

施しているゾンデ観測による風向風速から、高

度 500m毎に水平２成分方向（東西・南北）の

図６ 2020 年版降灰ハザードマップ試案（鹿児島県：数値は降灰堆積深 m） 

単位：m 
背景は国土地理院淡色地図 
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図７ 噴煙高度の時間変化） 



風速を算出し、この風速を用いて降灰シミュレーションを実施した。

５）計算時間は 48 時間とし、12 時間毎に観測された風速に更新して計算を行った。

６）2020 年１月１日から 2020 年 12月 31日までの 366日間の計算を行い、年間最大降灰堆積

深を計算地点毎に求め、降灰ハザードマップ試案を作成した。

主要な４地点の最大降灰堆積深を、表２に示

した。また、降灰堆積深の生起確率（日数/年間）

を図８に示した。鹿児島市が降灰の影響を受け

る風向を北北東〜南南東とすると、2020 年は年

間の約 20６）が該当する（気象庁の半旬ごとの最

大風速の風向より）。降灰の影響を風向の頻度か

ら想定する傾向があるが、堆積深は風速にも影響

を受ける。

 鹿児島県の上空では、偏西風の影響で概ね西風

が吹いているが、季節変動があり夏季に弱まる。

8 月頃に最も風速が小さくなる傾向があり、この

時期に東風が吹きやすい。鹿児島中央駅付近の降

灰堆積深の上位 10 が 8月に集中し（表２）、鹿児

島中央駅で降灰堆積深が大きくなる傾向がしばら

く継続する（図８）ことから、弱まった上空の風

のため降灰が拡散されにくく、桜島近郊ほど降灰

堆積深が大きくなりやすいと考えられる。

図９には堆積深の時間変化を、軽石成分（粒径

が 2mm 以上）と火山灰成分（粒径が 1mm 以下）

別に示した。噴火から 6 時間後には一般の車両が

走行できなくなる堆積深 10cm に達し、12 時間後

には古い木造住宅が倒壊する恐れのある堆積深

50cm に達するなど時間進行が早いこと、軽石成分

が堆積の約 80%を占めることなども、弱い風速の

影響が推察される。

2020 年版ハザードマップ試案で 0.1m を超える

範囲は、自動車による避難ができない。0.3m を超

える範囲では、一時的に河川の治水安全度が低下

する。0.5m を超える範囲では、古い木造住宅など

が倒壊する可能性ある。また、建物外への避難は実質的に困難となる。1.0m を超える範囲では、

住宅が倒壊する可能性があるほか、最悪の場合は人的被害が生ずる可能性がある。

５．おわりに 

本報告は 2020 年の 1 年間の降灰シミュレーション結果に基

づいている。災害リスクの検討のため、過去にも遡って計算を

実行することが必要と考えている。計算速度について、リアル

タイム比＝計算時間/実時間と定義して図 10 に示した。大正噴

火級の大規模噴火の場合は 1.0 を超えているので、今後はリア

ルタイム比=0.5 程度を目標にプログラムコードの改良等を検

討したい。
1) 山科健一郎(1999): 桜島火山 1914 年噴火の噴煙高度一目撃資料の検討， 火山第 44 巻， 第 2 号，pp71-82．

2) Suzuki，T．(1983):A Theoretical Model for Dispersion of Tephra，Volcanism; Physics and Tectonics，edited by D．Shimozuru and I．

Yokoyama，pp．95-113．

3) 浅野敏之，長山昭夫，加古真一郎(2020): 火山噴火災害時の港湾 BCP 立案の基礎となる水域内降下火砕物の流動解析，土木学

会論文集 B2（海岸工学）

4) 国土地理院(https://www.gsi.go.jp/GIS/whatisgis.html)

5) 災害教訓の継承に関する専門調査会報告書：1914 桜島噴火、第 2 章 大正噴火の経過と災害、内閣府

6) 気象庁（観測点：鹿児島県鹿児島市）

表２ 主要な４地点の最大降灰堆積深（2020 年） 

図 10計算速度 
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図８ 主要な４地点の堆積深の生起確率 

場所 噴⽕想定 最⼤堆積深(cm) 上位10の発⽣⽉
⿅児島中央駅付近 8⽉20⽇ １０５ 8⽉(9),6⽉

⿅児島空港付近 8⽉9⽇ ４０ 7⽉,8⽉(3),9⽉(6)
垂⽔市役所付近 5⽉7⽇ ５３ 4⽉(2),5⽉(3),6⽉,9⽉,10⽉(3)

指宿市役所 6⽉22⽇ ７ 4⽉6⽉(3),8⽉(3),10⽉(3)

備考︓場所は最近傍計算点

図９ 軽石・火山灰の堆積割合（鹿児島中央駅） 
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桜島の監視とソーシャルメディアを利用した小規模防災システム 

 地震火山地域防災センター 中谷 剛 

１．はじめに 

1914 年の大正噴火から 107 年が経過した。当時に匹敵するマグマ量の蓄積が観測されており、

近い将来に大噴火が起きる可能性があるという警鐘が鳴らされている。また、中規模な噴火であ

っても都市圏に近い火山であることから、生活や産業への被害や経済的損失は免れず、火山防災

x ICT の推進は地域の防災力向上のために、また近い将来に起こるかもしれない大規模噴火に備

える意味でも重要である。 

火山防災の ITC 化の第一歩は桜島監視からと考え、昨年度からこれまでに３基のネットワーク

カメラを学内、学外に設置した。また、これらの監視カメラ映像を利用して独自の解析をするこ

とが可能になったので、ソーシャルメディア(SNS)とそれと連動するスマート家電を利用し、桜島

の噴火の検知、噴火情報の提供、警報機器の動作までを自動で行う小規模防災システムを検討し

た。ソーシャルメディアは個人ユースを前提としているので、大規模な防災システムではなく、

小規模から中規模な噴火を対象に、個人や観光客、小規模事業者や自治会レベルの地域コミュニ

ティでの利用を前提とした。ソーシャルメディアには LINE を、それと連動するスマート家電とし

てスマートプラグを利用する。監視カメラ映像等から噴火を自動検知し、噴火情報を LINE に送信

した後、電源を ON にして警報ランプを点灯するシステムについて報告する。

２．ネットワークカメラの設置 

監視カメラの設置場所を図１に示した。図２に設置した監視カメラを示した。表１には監視カ

メラの概要を示した。監視カメラ映像は、地震火山地域防災センターのサイネージでモニターで

きるようになっている（図３）。監視カメラ映像のデー

タベース化や公開についても検討を進めており、動画

保存や、ブラウザで監視カメラ映像をリアルタイムで

閲覧できる仮想公開系サーバーの準備を行っている。

いずれも現在は試行期間のため非公開としている。

図２ 監視カメラ 
左 ：南九州・南西諸島域共創機構棟屋上
中央：南西島弧地震火山観測所屋上 
右 ：県立国分高等学校校舎屋上

(鹿大)南西島弧

地震火山観測所 

(鹿大)地震火山地

域防災センター 

県立国分高校 

国交省 XRAIN 垂

水レーダー 

図１ 監視カメラの設置場所 

監視カメラ 設置場所 備考
AXIS P1435-LE
(AXIS)

南九州・南⻄諸島域共創機構屋上
2倍ズーム
1920×1080（最⼤） 60fps（最⼤）

AXIS P1435-LE
(AXIS)

県⽴国分⾼等学校屋上
2倍ズーム
1920×1080（最⼤） 60fps（最⼤）
WiFiによるデータ転送

BB-SW172A
(Panasonic)

南⻄島弧地震⽕⼭観測所屋上
⽔平垂直回転可
8倍ズーム（最⼤）
800×600（最⼤） 30fps（最⼤）

表１ 監視カメラの概要 

図３ 監視カメラ映像のモニタリング 



３．設置した監視カメラの映像事例 

¨ 2020 年 5 月 9日 5:30

気象庁噴火に関する火山観測報によると、5:31 に

噴火（5:36 発表）し、その後噴煙高度は 4200m(5:47

発表)に達した。また、弾道を描いて飛散する大きな

噴石が、7合目（南岳山頂火口より 600 から 900m）

で観測された。この影響で、鹿児島空港の発着便の

10 便が欠航となった(朝日新聞デジタル/10 日 9:00

配信)。図４は、南九州・南西諸島域共創機構棟から

の監視カメラ映像。 

¨ 2020 年 12 月 17日 19:59

気象庁噴火に関する火山観測報によると、19:59

に噴火（20:03 発表）し、その後噴煙高度は 3000m 

(20:14 発表)に達した。また、弾道を描いて飛散す

る大きな噴石が、4合目（南岳山頂火口より 1300 か

ら 1700m）で観測された。噴煙の影響で起こる火山

雷も観測された。 

図５は、南九州・南西諸島域共創機構棟からの監

視カメラ映像(19:59)。白枠内は、南西島弧地震火山

観測所監視カメラによる火山雷(20:00)。 

¨ 2020 年 12 月 29日

気象庁噴火に関する火山観測報によると、16:14

に噴火（16:17 発表）し、その後噴煙高度は 2000m 

(16:23 発表)で雲に入った。 

図６は、南九州・南西諸島域共創機構棟からの監

視カメラ映像(16:16)。 

４．国交省 XRAIN を利用した噴火の検知 

監視カメラによる噴火の自動検知については、令

和元年度報告書「画像を利用した桜島噴火の自動検

知手法の開発」（特願 2020-56803：監視システム、

監視方法及びプログラム）で報告したので、国交省

XRAIN の反射強度を利用した噴火の検知の可能性に

ついて述べる。 

2020 年 8 月 9日の 5:38に桜島が噴火した。気象

庁噴火に関する火山観測報によると、5:38 に噴火

（5:42 発表）し、その後噴煙高度は 5000m(5:52 発

表)に達した。この影響で、鹿児島空港の発着便の

20便が欠航となった（南日本新聞社 10:35 配信）。 

図７に南九州・南西諸島域共創機構棟からの監視

カメラ映像(5:39)を示した。当日は桜島頂上付近に

厚い雲があり、雲間から噴火が確認できる程度であ

った。こうした悪天候時の監視カメラの弱点を補う

ため、国交省 XRAIN の反射強度の利用について検討

する。

国交省 XRAIN はゲリラ豪雨や線状降水帯を観測す

る気象レーダーで、鹿児島県垂水市に設置されてい

る。2020 年８月９日 5:42 に観測された降雨を、図

８に示した。当日のこの時間は、桜島は厚い雲には

図４ 2020 年５月９日 5:30

図５ 2020 年 12 月 17 日 19:59 

図６ 2020 年 12 月 29 日 16:16 

図７ 2020 年８月９日 5:39 

図８ XRAIN による噴煙の観測 

DIAS（データ統合・解析システム）より 



覆われていたが降雨はなかった。この時間帯にちょうど噴

火があったことから、桜島の噴煙柱を観測したと思われる。 

XRAIN レーダーは 20秒で水平方向に 1周し、1周ごとに

仰角（鉛直方向に上向き）を変えて積乱雲を観測するよう

に運用されている。仰角は 12 段階だが、地上に近い豪雨

を見逃さないために、仰角 1.67°と 5.98°のどちらかを

必ず１分毎に観測するように運用されている。そのため、

５分間で積乱雲全体を観測するような操作になっている。

図９に XRAIN の運用の概要を示した。 

XRAINの観測データはDIAS1)からダウンロード 2)できる。

データには RAWデータ（８要素）と１次処理データ（５要

素）がある 3)。今回は１次処理データの反射強度を利用し

た。反射強度はレーダー電波の跳ね返りの強さを表すので、

桜島の噴火による噴煙柱が突如現れれば、レーダー電波の

強い反射が観測できるはずである。 

2020 年８月９日の噴火事例を対象に、表２の手順で反射強度の時間変化を調べた。 

１）XRAIN の観測データの座標系を、極座標から緯度・経度、標高の座標系に変換する

２）桜島上空で標高が 1117m（桜島標高）以上の反射強度データのみを抽出する

３）レーダーの運用を考慮し、１分毎にその前５分間の観測値を統合したデータを作成する

４）統合したデータから、最大反射強度と反射強度が観測された標高点を求める

図 10 に XRAIN の反射強度の時間変化を示した。5:36 以前にはなかった反射強度(dBZ)が、桜島

頂上付近の高度で観測されていることから、この時刻に噴火があったと推測できる。反射強度を

モニタリングすることで噴火検知が可能であると思われる。夜間や雲がかかっていると映像では

監視ができないが、XRAIN は夜間でも雲があっても噴火を観測できるので、監視カメラとレーダ 

ー観測の双方を活用することで、噴火検知の確度を向上できる。

図 11に反射強度の鉛直分布を示した。5:46に標高 5744mの地点で反射強度が観測されていた。

気象庁の発表では、噴煙頂は標高に換算すると 6117m であった。垂水市に設置された XRAIN は最

大仰角が 20°なので、桜島付近で観測できる噴煙柱の標高は 6000m 程度までとなる。５分間で全

体を観測するレーダーの運用もあって、噴煙頂を精度良く観測することは難しいと思われる。 

XRAIN の反射強度による噴火の自動検知は、現在手作業で行っている(1)XRAIN データの取得、

(2)表２で示した解析処理、(3)反射強度による噴火判定の自動化を行う必要がある。現在、(1)

と(2)までは自動処理化が終わっている。

５．ソーシャルメディアを利用した防災 

噴火検知後のアクションを提供する手段として、IFTTT4)(イフト：IF This Then That)という異

Angle name degree°
EL010000 1.67
EL020000 5.98
EL030000 2.7
EL040000 3.78
EL050000 4.88
EL060000 7.49
EL070000 9.18
EL080000 11.01
EL090000 12.92
EL100000 14.91
EL110000 17.31
EL120000 20
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図９ XRAIN の運用 

図 10 XRAIN の反射強度(dBZ)変化 図 11 XRAIN の反射強度(dBZ)の鉛直分布 

表２ XRAIN 反射強度の解析手順 



なるソーシャルメディアやプラットフォームを連携させる Web サービスを利用した。情報端末と

して LINE を、スマート家電としてスマートプラグ （WiFi で電源の ON,OFF ができるスマートコ

ンセント）に警告ランプを着けて利用した。

図 12に IFTTT を利用した防災システムの概要を示した。Python3で書かれた噴火検知プログラ

ムは、監視カメラ映像を取り込んで噴火の検知を行っている。噴火を検知するとあらかじめ登録

してある IFTTT 上の Applets（アプレット）の URL にリクエストを送信する（Webhock:ウェッブ

フック）。IFTTT アプレットはリクエストによるアクションやトリガーで、IFTTT と連携したサー

ビスが可能な雛形ともいえるものが多数提供されている。これらを利用し IF This Then That に

相当する部分を作成する。図 13に、噴火の検知によって警報ランプが点灯する実験の様子を示し

た。噴火検知プログラムが噴火を検知後にIFTTT にリクエストを送信し、リクエストを受けてLINE

が噴火メッセージを受信、スマートプラグが ON となって警報ランプが点灯したことを確認した。

現在、以下の３つのアプレットが登録してあり、噴火を検知すれば警報ランプが点灯するように

なっている。

１）[wake_up_line] 

LINE(id:sakurajima)に噴火メッセージ文と噴火アイコン画像を送る。 

２）[wake_up_smart_plug] 

sakurajimaSP01 と名付けた電源コンセントを ON にし、警告ランプを点灯させる。 

３）[sleep_smart_plug]  

sakurajimaSP01 と名付けた電源コンセントを OFFにし、警告ランプを消灯する。 

６.おわりに

噴火の自動検知プログラムや、ソーシャルメ

ディアによる小規模防災システムの動作確認

についてはできている。しかし、設置した監視

カメラ映像との連携や、XRAIN 反射強度解析と

の連携など、一連のシステムとしては機能して

いないので、具体的な利用場面を設定しながら

来年度に向けて検討を進めたい。

1) DIAS (https://diasjp.net/)
2) DIAS XRAIN (http://xrain.diasjp.net/info/)

※ダウンロードには DIAS アカウント登録が必要
3) 国土交通省 X バンドレーダ雨量計 観測データ共通フォ

ーマット仕様書(案)(Ver 0.83) H27.1.5
4) https://ifttt.com/

噴火検知プログラム 

 

 

噴火の自動検知

NO 
YES 

IFTTT_Applets

にアクセス 

IFTTT アプレット 

LINE 

Smart
Plug 

図 12 IFTTT を利用した情報提供の概要 

「噴火検知プログラム」（ノート PC）が、噴火を検知後に IFTTT
にリクエストを送信した。リクエストを受けて、LINE が噴火メ
ッセージを受信し、スマートプラグが ON となって警報ランプが
点灯した。 

図 13 IFTTT を利用した実験の様子 



鹿児島県三島村黒島の地形・地質の概要と K-Ar 年代の改訂 

地震火山地域防災センター・小林 哲夫 

（株）ニュージェック・福田 徹也 

１． はじめに 

 黒島は南西諸島の火山活動の変遷を理解するうえで重要な位置を占めている．噴火年代に関す

る情報は，Joshima et al.（1978）の岩石磁気測定と年代測定の論文のみであった．その後，福

田ほか（2015）は南西諸島から黒島に至る火山岩の K-Ar 年代を報告した．しかしその後，黒島

の年代データは，本来とは異なるデータであることが判明した．この論文の著者は 4名であった

が，黒島の部分は福田・小林の 2名の責任で執筆したものである．そのため黒島に限定した本報

告は我々2名の責任で執筆し，本来の年代測定データを提示するとともに，黒島の火山活動の時

期について新たな考察を行うことにした．なお上記した 2つの論文とも，黒島に関する地質学的

な情報は非常に乏しい．そのため本報告では，まず黒島の地形・地質の概略を記載し，次に火山

岩の K-Ar年代に関する議論を行う．  

２． 黒島の地形・地質の概要 

黒島は薩摩半島の南西約 50 kmに位置する第四紀の火山島であり，東西 5.5 km，南北 4.2 km

のやや楕円形を呈している（図 1）．島の中央部には標高 500 m をこす幾つかの高まりがあり，

最高峰は 622 mの櫓岳（やぐらだけ）である．その中心部（L.1）は熱水変質作用により粘土化

し，北方に馬蹄形にひらいた地すべり崩壊地形が存在する．また山体斜面でも侵食が激しく火山

地形の復元は困難であるが，2 か所に比較的新鮮な溶岩地形が存在する．1 つは島の北西の花立

山から北北西方向に流下する溶岩（花立山溶岩），ほかは横岳山の西斜面から西海岸の片泊に流

下する溶岩（片泊溶岩）である．露頭では厚い溶岩が露出することが多いが，大里の東側の山体

（冠山）の海食崖には厚い火山砕屑物が露出している．岩石はカンラン石含有単斜輝石斜方輝石

安山岩（SiO2 = 56%）と単斜輝石斜方輝石デイサイト（SiO2 = 64%）からなる（氏家ほか，1989）． 

 海岸の崩壊跡としては，大里入港直前に船の左舷側に見える冠岳直下の崖（L.2）がある．崖

の上部が崩れ落ちたものであり，その下半部の中央にほぼ垂直に貫入する岩脈が見える．その右

側にも，溶岩流としては奇妙な枝状をなす溶岩があり，それも網状に貫入した岩脈の断面かもし

れない．これら岩脈の周辺の地層は漏斗状の構造をしており，この崖全体が火道の断面という可

能性もある．崖の上半の基底には，ほぼ水平に広がる溶岩流が見える．港側の最下部は弱溶結し

た火砕堆積物である．黒島で火山の内部構造を観察できるのは，この崩壊露頭一か所のみである．

なおこの崖のある黒島南東部の地域の岩石は全体に著しく風化しており，黒島の火山岩でも最も

古い部類に属するのかもしれない． 

一方，その反対側の平家城（L.3）は，海岸に面した崖部が深層崩壊したような地形となって

おり，崖は一枚の厚い溶岩の断面のように見える．  

 表層の厚いテフラ累層は竹の密林のため露頭は少ないが，大里南方の道露沿い（L.4）に厚い

黄褐色ローム層の露頭（図 2）がある．表層付近の黒色土壌までの間に，少なくとも 5つのテフ



ラ層が確認できるが，テフラ名を確認できたのは，基盤上に厚く堆積する鬼界-葛原火山灰（K-

Tz：町田・新井，1983）のみである．黒島の位置を考えると，K-Tz以外のテフラの給源は口永良

部島の火山か，あるいは 7.3 ka以前の古い「鬼界カルデラ」域の火山と推定される．ただしそ

の一部には硫黄島で確認された桜島起源の薩摩テフラ（Sz-S, P14）も挟在すると推測されるが，

確認はできていない．  

 

 

図 1 黒島の代表的な露頭位置（L.1～L.6）と年代測定用の試料採取地点（K-1～K-4 & K-J）． 

K-J は Joshima et al.(1978)の採取地点．L.1と L.3を囲む黒破線は崩壊地形の輪郭，青は正磁

極期，赤は逆磁極期を示す． 

 

 表層の黒色土中には，K-Ahテフラと詳細不明のテフラが存在する．明瞭な K-Ahは赤鼻の駐車

場手前の露頭(L.5)で確認でき，層厚は約 10 cm，アカホヤテフラに特徴的な火山ガラスにとん

でおり，大きな岩片等を伴わないことから，co-ignimbrite ashのアカホヤ火山灰と判断できる．

ただ鏡下観察で，従来の記載にはない自形角閃石の結晶が確認できた． 

また大里の北西，平和公園への登り口付近の露頭(L.6)でも，黒土層のほぼ同層準に淡黄色の

テフラ層が存在する．このテフラの外観はアカホヤ火山灰と似ているが，発泡した火山ガラスが

ほとんど存在せず，大半が結晶の集合体である．そのためアカホヤ火山灰ではない可能性が高い

が，テフラ層序からはアカホヤ噴火と近接した時期～アカホヤ噴火初期の堆積物と推定される．

候補となるテフラとしては，鬼界カルデラ噴火の直前に噴火した長浜溶岩に伴うテフラ（平家城

テフラ）か，あるいは幸屋降下軽石の結晶質火山灰なのかもしれない． 



 

図 2 テフラ露頭（L.4）の鬼界-葛原火山灰（K-Tz）．草刈り鎌の長さは約 28 cm． 

 

 このように黒島では幸屋火砕流堆積物を確認できなかった．従来の研究でも，幸屋火砕流はカ

ルデラから全方位に分布している訳ではなく，たとえば種子島では南部には分布するが，北部で

はその痕跡が見つからない．黒島の場合も，何らかの理由で火砕流が到達しなかった可能性もあ

り，今後さらに詳細な調査が必要であろう． 

  

３．火山岩の噴出年代の改訂 

 我々が黒島の調査を開始した 2010年 7月以前は，黒島の噴火年代に関する論文は Joshima et 

al. (1978）のみであった．全島の地磁気測定の結果，大部分の地域の岩石は逆帯磁を示すが，

島の西部と北西部の 2か所に分布する比較的鮮明な溶岩地形の岩石は正帯磁であった．また逆帯

磁の岩石の年代測定結果（K-Ar法）は，1.03±0.1 Maであった．そのため逆帯磁の岩石は松山

（Matuyama）逆磁極期の噴出物であり，正帯磁を示す 2つの溶岩流は周囲の逆帯磁を示す地形部

分と大きな年代差がないと考え，松山逆磁極期中のハラミロ・イベント（Jaramillo event）と推

定された． 

しかしその後の研究（Singer et al., 1999）では，ハラミロ・イベントの年代幅は 0.99～1.05 

Maと整理され，逆帯磁の岩石の年代（1.03±0.1 Ma）もハラミロ・イベントの年代幅に収まって

しまう．それゆえ実際の年代は 1.05 Ma よりわずかに古い年代か，あるいはより新しい 0.78～

0.99 Maなのかもしれない． 

このように年代測定のデータが乏しいことから，我々は 2010 年に黒島の調査を行い，鮮明な

溶岩地形で正帯磁を示す 2 か所の岩石（K1 および K2）の年代測定を行った．2 つのサンプルの

K-Ar年代測定は，㈱蒜山地質年代学研究所に依頼した．K1は 0.76±0.3 Ma，K2は 0.74±0.3 Ma

で，予想に反しハラミロ・イベント内ではなく，ブルム正磁極期の溶岩であった（福田・小林，

2011）． 



 さらに古い時代の溶岩の詳しい年代値を調べる目的で，著者の一人（小林）が 2011 年 6 月に

単身渡島し，逆帯磁を示す溶岩のうち地形的に比較的新しいと推定される溶岩 2 つ（K3 と K4）

を採取し，前年と同じ㈱蒜山地質年代学研究所に年代測定を依頼した．その年代値は，K3 と K4

はともに 0.77±0.3 Maであった． 

 福田・小林（2011）は K1と K2の年代をもとに，地形的に新しい 2つの溶岩はブルム正磁極期

に噴出した溶岩であると考えた．福田ほか（2015）は K1，K2 の年代の意義を詳細に議論するは

ずであったが，論文に使われたデータは何故か後から測定した K3，K4 の年代値であった．デー

タを取り違えた事情は不明であるが，誤りを正す目的で，本論では K1～K4 のすべての年代デー

タを公表し，現時点での噴火年代のまとめと今後の課題について議論する． 

 

４．噴火年代のまとめと今後の課題 

図 1に年代測定を行った 4試料（K1～K4）の採取地点を示す．また Joshima et al. (1978)の

年代測定地点（K-J）も点示した．表 1は福田・小林（2011）に掲載された本来のデータ（K1と

K2）であり，表 2は福田ほか（2015）で使用された古い年代のデータ（本報告では K3と K4に訂

正）である． 

 

表 1 試料（K1と K2）のカリウム分析結果（上）とその年代結果（下） 

 

 

表 2 試料（K3と K4）のカリウム分析結果（上）とその年代結果（下） 

 

 



地形的に新しい 2つの岩石の年代測定の結果は表 1に示すように，K1は 0.74±0.3 Ma，K2は

0.76±0.3 Ma となる．これらの年代値は，当初想定されていたハラミロ・イベントとは合致せ

ず，より新しいブルム正磁極期の初期に相当する． 

 なお表 2 の 2 つの岩石（K3 と K4）は逆帯磁の露頭で採取しているが，その測定年代はともに

0.77±0.03 Maであり，ほぼ Matuyama-Brunhes（M-B）境界の年代（千葉セクション GSSP 提案

チーム，2019）となる．しかし厳密には，境界よりも正磁極期側に位置するようであり，岩石磁

気データと年代が一致しているとは言い難い． 

 共著者の小林は，黒島の逆磁極期の岩石の年代を詳しく調べるため，2020年 11月に黒島の調

査を再開した．その背景には，ここ数年，地球科学界で大きな話題になっていた「チバニアン」

の正式認証があった．黒島の火山岩はちょうど逆帯磁から正帯磁に変わる M-B境界の時期にあた

り，火山版チバニアンに相当すると考えたためである．  

福田・小林（2010）および福田ほか（2015）では古地磁気の簡易磁気測定を行ったが，基本的

には Joshima et al.(1978)のデータを追認しただけであり，古地磁気の方位や強度等の精密な

測定は行っていない．Joshima et al. (1978)中の逆帯磁の岩石の年代（1.03±0.1 Ma）は，正

磁極亜帯のハラミロ・イベントの年代となり，両者は矛盾したデータとなっている．この年代は

おそらく斑晶を含んだ全岩での測定であったため，実際より古い年代となった可能性も否定でき

ない．一方，K3 と K4 の年代（0.77±0.03 Ma）は地磁気が不安定な M-B 境界（千葉セクション

GSSP 提案チーム，2019）にほぼ一致する．しかし K3と K4は明確に逆帯磁を示すため，実際の

噴出年代は M-B 境界よりもやや古い時期，すなわち安定した逆磁極期の岩石なのかもしれない．

いずれにせよ，B-M 境界の詳細な年代は，深海底堆積物と陸上火山岩とで完全な一致をみていな

い（菅沼，2012）．黒島の火山岩で見出された M-B 境界付近の火山岩については，今後とも年代

測定および古地磁気学の両側面から，詳細に検討する必要があろう．  
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大規模自然災害時を想定した 

文化財保全 DIG オンラインシミュレーションの方法論的探究 
 

 

教育学部 佐藤 宏之 
 

 

１．はじめに 

 

災害とは、物を壊し秩序を乱すことで、それらの課題を人びとの目の前に露わにし、社会のな

かでもっとも弱い部分にもっとも大きな被害をもたらす。その災害への対応は、被災前に戻すの

ではなく、被災を契機によりよい社会を作り出す創造的な復興でなければならない。そのために

は、被災前からの課題を知り、それにどう働きかければよいかを理解することが不可欠である。

自然現象である災害を完全に封じ込めることはできないため、災害の発生を事前に予知し、被害

を軽減する備えを高めるとともに、災害時に被害を拡大させず、相互に助け合って、救援・復興

を通じて災害に打たれ強い社会に作り直していくような働きかけが必要となる。そこで

2018,2019 年度、大規模自然災害時を想定した文化財保全 DIG シミュレーションを行った(出水

市・霧島市)。しかし、昨今の COVID-19 状況下において、多くの人を集めてワークショップを

開催すること自体が難しい。だからといって、災害はこうした事情を鑑みてくれるわけではな

く、いつ発生するかわからない。 

そこで、オンラインでシミュレーションする方法を模索した。オンラインでワークショップを

行うことができれば、感染症対策はもちろんのこと、時間的・地理的制約によって参加が難しい

方や、他の地域で文化財保全を実践している専門家の方などが、移動距離を気にせずに参加する

ことができ、さらに実践的な知識を共有することができるというメリットがある。 

重要なことは、「オフラインの場をオンラインで再現する／代替する」という発想ではなく、

「オンラインでの制約」が「オンラインならではの体験」となるような工夫をすることである。 

 

２．オンラインワークショップの設計 

 

ワークショップは、オフラインであってもオンラインであっても、①情報等のインプット→②

情報等の処理→③考えのアウトプット→④考えの整理(グループ化・図解化)というワークを、①

→②→③→④→①→②→③→④→・・・という具合に繰り返す。 

 オフラインのワークショップでは、音声でのコミュニケーションが主体になる。しかし、オン

ラインワークショップでは、音声に加え、チャットなどでのコミュニケーションをとるため、一

覧性に優れ、参加者全員で共有することが容易になる。 

また、オフラインでは周りの参加者に気遣いしたり、集中力を欠いてしまうことがあっても、

オンラインであれば個室で個人が所有する端末で作業を行うため、集中して情報等のインプット

や処理ができる。そのさいに、インターネットを活用して、さまざまな情報を集めることが可能

である。ファシリテーターがあらかじめ必要な情報に関する URL を用意しておけば、その共有

は簡単であり、多くの資料を手元に準備するという手間を省くことができる。 

 さらに、考えをアウトプットするさいも、周りの参加者を気にすることなく行うことができる

し、全員のアウトプットを容易に確認・共有することができる。グループ内でのワークをリアル

タイムで確認することができる点はファシリテーターにとってメリットが大きい。 

 こうしたオンラインで行うことのメリットを生かすべく、今回のワークショップは「Zoom」

によるリアルタイム配信と「Miro」(オンラインホワイトボード)を活用して行った。 

 グループワークは、「Zoom」のブレイクアウトルームで行い、通話をしながら、複数人でひと

つのボードを付箋を使ってリアルタイムに編集する作業をオンラインホワイトボードで行った。

オンラインホワイトボードは無限大のキャンバスであるため、ワークの各段階でのホワイトボー

ドを消さずに、そのまま残しておくことができる。オフラインのワークショップでは、次のワー

クのためのホワイトボードをその都度用意する必要がある。そのため、それまでの議論の軌跡を



消して新たなスペースをつくらなければならない。一方、オンラインのツールでは、無制限に広

げていくことができる。そればかりでなく、マウスを動かすだけで、これまでどのような議論が

なされてきたのか、振り返ることも可能である。手書きに比べて保存・複製が簡単にできるとい

うことも利点である。 

 

３．オンラインワークショップの実践 

 

 本ワークショップは、12 月 19 日(土)、鹿児島大学共通教育「地域防災学実践」(岩船昌起先

生)で「災害と史料の保存 1・2」(2 コマ)において行った。参加者は 16 名である。 

 まず、全体でワークショップのルールを確認した。このワークショップでは、「Zoom」のブレ

イクアウトルームを活用したグループワークを中心とするため、各グループで話し合ってリーダ

ーを選出し、そのグループリーダーは、グループ内での話し合いのまとめ役を担い、みんなで自

由に発言、意見交換ができる雰囲気を作り、人の意見をよく聞き、異論があるときは、代案を示

すこと、そして、このグループワークには正解はなく、参加者の優劣を決めるものでもないこ

と。したがって、みんなで「よりよいもの」を目指していくということを確認した。 

 ついで、つぎのような「本日の設定」を確認した。 

みなさんは、西郷隆盛をはじめ大久保利通、大山巌、東郷平八郎、山本権兵衛といった多く

の偉人を輩出した「加治屋町」に住んでいる。 

20XX 年 6 月から 7 月にかけて、梅雨前線の影響により鹿児島県を含む九州南部各地で総降

水量が 1,000mm を越え、土石流や浸水の被害が発生した。7 月 9 日に九州南部地方は梅雨明

けの発表が出されたが、1 週間も経たずに再び梅雨前線が南下し、戻り梅雨が続いた。 
7 月 27 日には台風 5 号が大隅半島を縦断し、さらに同 29 日から 30 日にかけて台風 6 号が九

州の西側海上を通過し長崎県に上陸、各地に大雨を降らせた。 
7 月 27 日から 30 日までの雨量は九州南部各地で 100mm から 300mm に達した。 

 これをふまえて以下のワークを行った。 

（1）地域の特徴をつかもう。 

ここでは地域の構造(空間、つくり)を把握した。 

① 広場、公園、オープンスペース(学校、神社、空き地、店舗の駐車場など)を把握しよう(緑

色) 

② 水路、用水、河川(大〜小)などの自然水利を把握しよう(水色) 

③ ビル、マンションなど、浸水時に駆け込みできる建物(3 階建て以上)を把握しよう(橙色) 

④ 公的な(自治体が指定する)避難所や避難場所を把握しよう(赤色) 

⑤ 防災資源(災害時に役に立つところ、モノがあるところ、病院や薬局など、ほかにどんなと

ころがあるかな？)を把握しよう(紫色) 

地域の特徴をつかむために、「かごしまｉマップ」の「防災マップ」

(https://www2.wagmap.jp/kagoshima/Portal)、「わが家の安心安全ガイドブック＆防災マッ

プ」(https://www.city.kagoshima.lg.jp/kikikanri/kurashi/bosai/bosai/map/guidebook.html)を
活用した。自治体では災害に関するハザードマップを整備して、住民への周知を図っている。そ

れは紙媒体だけでなく、先に示したようなインターネット上のデジタルデータとしても公開され

ている。ところが、ほとんど住民へは定着していないという問題を抱えている。ハザードマップ

は見てもらうだけでなく、それを活用してもらう必要がある。こうしたワークショップで利用す

ることが、その啓発と定着につながると考える。 

① 加治屋まちの杜公園、加治屋神社、鹿児島中央高校など 

② 清滝川、甲突川、これらの川は蛇行している 

③ パークサイド加治屋町、明和ビル高見馬場、東京海上日動ビル、ビルが多く建ち並んでお

り、洪水時の避難が容易 

④ 鹿児島中央高校が避難所となっている 

⑤ 柿木病院、鮫島病院、コンビニや店が多い 

①〜③は地域のつくりなので、わたしたちの都合では変えることができないが、④、⑤は働き

かけによって変えていくことが可能であろう。 



（2）風水害による災害時に危険となるところは？ 

 防災マップ中の災害(浸水想定区域や土砂災害警戒区域など)を参考に、風水害による災害時に

危険となるところはどんなところだろうか？その場所と、理由を書いていく(桃色)。こうした災

害の外力(浸水やがけ崩れなど)が地域にふりかかったさい、特に危険、あるいは過去の経験から

危険な場所(例えば、柵のない用水路、冠水で道路との区別がつかない蓋なしの側溝、水が流れ

る、土砂が流れるなど)を把握しておく必要がある。 

・加治屋町全域が土地が低く、甲突川が氾濫すると浸水する／土地が平坦であるため、一度水が

たくさん流れ込むと全体が洪水になる可能性がある 

・広告板の下は台風時に落下する恐れがある／風害による市電の電気のブレーカーの断線が危険 

・建物が密集しているので、少しの災害で被害が拡大しやすい 

・人が集まる場所が多いので、災害が起きたさいにパニックを引き起こしてしまう危険性がある 

・病院が近くにあるため、大きな災害があったときに入院している人とかの避難が大変そう 

・狭い路地が多く、避難中に交通事故が起こる可能性がある 

 

（3）この地域の風水害に対する弱い点と強い点はなんでしょう？ 

 この地域の風水害に対する弱み(黄緑色)と強み(白色)を把握する。 

・弱み：避難場所が 1 か所しかないので、避難するさいに一点に集中してしまうこと 
    土嚢ステーションが 1 か所しかない 

    人が多いため人の大移動での避難が困難／避難効率が悪い／被害が大きくなりそう 

    ビルが多いため、台風のさいは風が強くなりものが飛ぶなどの被害が起きやすそう 

    甲突川があるため河川の氾濫による被害が大きい 

・強み：市電沿いなど道路の幅が広いので、交通渋滞が起こりにくい／通路が多いため避難しや

すい／救助しやすい 

    高い建物が多いため、浸水のさいに避難できる 

    避難場所になる公園・学校などが多い 

    近くに病院があるのでけが人が出ても対応が早くできる 

    店が充実しているので物資調達には問題ない場所 

    人が多いので情報共有がしやすい 

 

（4）指定文化財の分布を見てみよう。 

 宮崎県は統合型地理情報システム「ひなた GIS」を公開している(2017 年 5 月 12 日)。 
「ひなた GIS」は、国土地理院の地

図、地質図、航空写真、古地図、社会・

人口統計に加え、九州北部豪雨(2017
年)や北海道地震(2018 年)といった災害

データなど、約 5,000 件の統計データや

オープンデータを簡単な操作で地図に落

とし込み、使う人の目的に合わせて無料

で活用することができる。また、2 画面

機能を搭載しており、例えば地震による

土砂崩れの前と後のように、時系列の地

図を比較しながら新・旧の状況を分析す

ることも可能である。そのなかに、「文

化財フォルダ」があり、「国指定文化財

等データベース」「全国文化財」などの

データを重ね合わせることができる。 

 「洪水浸水想定区域」のなかに、鹿児

島中央高校本館および講堂(登録有形文化財・建造物)、平田靱負屋敷跡(史跡)、東郷家古文書・

南林寺不動明王像(有形文化財)などが所在していることが知られる。 

ただし、地域にはこうした指定している文化財だけでなく、指定されていない文化財もたくさ

んあることに気を配る必要がある。ここでいう文化財とは、古文書(くずした文字で和紙に書い



たものなど)、古い本(和紙に書かれて冊子にしてあるものなど)、明治・大正・昭和の古い本・

ノート・記録(手紙や日記など)・新聞・写真・絵、古いふすまや屏風(古文書が下貼りに使われ

ている場合がよくある)、自治会などの団体の記録や資料、農具、機織りや養蚕の道具、古い着

物など、物づくりや生活のための道具など、社会との関わりのなかで作成される地域の記憶・地

域の履歴書であり、いわば人びとがそこで暮らし、生きてきた証拠を示すものである。 

 

（5）文化財(指定・未指定)消滅のリスクに対する対処方法を 4 象限にまとめてみよう。 

 ここでは、「リスク対処法チャート」を用いて、

縦軸を「被害は出さない———被害は出る(ことを覚悟

する)」、横軸を「被害そのものに立ち向かう———被

害そのものには立ち向かわない」と設定し、 

①軽減対策：リスクの発生確率や影響度そのものを

減ずる 

②受容対策：リスクがいつか顕在化することを想定

事象として受け入れ、それに備える 

③回避対策：リスクにさらされる要因そのものを取

り除く 

④転嫁対策：いざとなったときのリスクの責任を第

三者と共有／移譲する 

を考えた(右図)。 

リスクを軽減したり、回避したりするために、頑丈なガラスの箱に入れておく、保管庫を新た

に作る、レプリカを作成しておく、文化財の写真を撮り、データ化しておく、文化財を建物ので

きるだけ上の階に置いておく、などの物理的な対処方法や、どこに文化財があるか把握するた

め、文化財のある場所の表やマップを作り、把握しやすいようにする、文化財を多くの人に知っ

てもらうために広告し、その重要性を伝える、文化財を生活の一部にして消滅しないようにす

る、などのソフト面での対処方法があげられた。 

 また、リスクの受容では、災害が起きそうなときに、カメラで写真を撮っておき、復旧作業が

できるようにしておく、「文化財防災ウィール」のマニュアルにしたがって動けるように想定し

ておく、ある程度の被害は仕方ないと受け入れたうえで、被害を受けたものをどう修復するのか

を考える、文化財が災害ゴミとして捨てられないように、浸水直後に個人の家に伺う、などの被

災後の行動を含めた対処法があげられた。「文化財防災ウィール」は参加者自身が探してきたも

のである。 

 さらに、リスクの転嫁では、文化財をコピーし、複数人がそれぞれ保管しておく、文化財がど

こにあるのか、今一度地域住民と確認しておき、災害発生時にどういう作業をして文化財を守る

のか、誰がそれを行うのかを決めておく、国に物事を実行してもらう、しかし費用がかかる、ク

ラウドファンディングを実施し、文化財保護のための資金を調達する、大学や博物館の学芸員な

どの専門家との連携を図り、地域の史料の情報を共有していく、など地域だけでなく国・専門

家・文化財の保護が重要であると認識し、クラウドファンディングに賛同してくださった人な

ど、より多くの人との連携によってリスクに対処する方法があげられた。 

 

４．おわりに 

 

 本ワークショップは、「地域防災学実践」の 11、12 回目の授業でもあり、防災意識が高い学生

が参加したといえる。今回初めて災害時に歴史資料を保全する意義について考えたようである

が、これまでの学習の成果を(1)から(3)のワークのなかでみることができ、それを背景に(5)の
ワークができていたと評価できる。 

 オンラインワークショップには、参加者のインターネットへのアクセス環境、使用 PC の処理

能力、ワーク環境などさまざまな制約があるが、オンラインとオフライン、両者の強みを意識し

たうえで使い分けていくことが重要ではないかと考える。 
 これによって、時間、距離、場所の制約・制限を超える、新たな「共」が創造できないだろう

か。その実現にむけた取り組みをこれからも模索していきたい。 



グループ① 

 
 

グループ② 

 
 

グループ③ 
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今村明恒誕生 150 周年記念講演会 
 

 

理工学域理学系 小林 励司 

共通教育センター 井村 隆介 
 

１．講演会の目的 

今村明恒は 1870 年 6 月 14 日鹿児島市で生まれ、大正から昭和初期にかけて、地震学の先駆者

の一人として活躍した［例えば、山下 (2002); 泊 (2015)］。 

関東大震災の前に、関東での大地震の予測について、今村と大森房吉との論争があった。この

論争は一般にも広く知られ、大森・今村論争などと呼ばれる。この論争は、地震発生予測の難し

さやリスク・コミュニケーションの難しさを示しおり、今でも学ぶ点は多い。 

今村は数多くの論文・報告を発表している。現在ではこれらはインターネットで公開されてい

る。また、今村は地震計も開発しており、その記録は現在も大切に保存されている。こうした論

文・報告や地震計記録は、現在でも研究に使われている。 

このように、今村は、地震学の世界では大変功績の大きい人物として知られている。しかし、

出身地の鹿児島では郷土の偉人として取り上げられることはほとんどない。そこで、 

 今村の功績 

 その功績が地域防災につながっていること 

を地元の人に広く知ってもらうことを目的として、この講演会を企画した。また、将来、鹿児島

市内に今村明恒の銅像を建てる構想もある。この講演会はそのキックオフ的な位置づけとした。 

 

２．計画 

上記の目的を達成するため、次の 3つの講演を計画した。 

 今村明恒の功績：名古屋大学・特任教授・武村雅之（1時間） 

 鹿児島の火山防災：鹿児島大学・准教授・井村隆介（30 分） 

 鹿児島の地震防災：鹿児島大学・准教授・小林励司（30 分） 

聴衆の対象を、鹿児島県内の中学生、高校生、大学生、中高理科・社会科教師、一般（地球科

学や防災に興味のある人、および、歴史に興味のある人）と設定した。以上により、本講演会の

実施で次のような効果を期待した。 

 郷土の偉人として、地元の人に広く知ってもらう。 

 銅像建立の理解を得る。 

 歴史に興味のある人も対象とすることにより、普段、防災シンポジウム等には参加しない人

にも防災に興味を持ってもらう。 

 古い文書、記録の保存の大切さを理解してもらう。 

 中学生から大学生を対象とすることにより、将来の防災の担い手となってもらう。 

 中学生と高校生を対象とすることにより、地震や火山の研究者を目指す人を増やす。 

 理科教師と社会科教師を対象とすることにより、学校教育でも取り上げてもらい、教育効果

を広げる。 

 大学での研究を広く一般に知ってもらう。 

本講演会に今村明恒誕生 150 周年記念と銘打つことと、銅像を建てる構想もあることから、今

村明恒の孫である今村英明氏に連絡を取り、承諾をいただいた。 

 

３．広報 

対象の聴衆に来てもらうために、次のような広報活動を行った。 

 地震火山地域防災センターのウェブページに開催通知を掲載した。 

 地震火山地域防災センターから学内の各部局や学外の関係各機関にメールで開催通知を送っ

た。 

 鹿児島大学の市電広告に掲載した。 

 鹿児島市内の中学校、鹿児島県内の高校にチラシを郵送した。 



 後援を次の団体、企業に依頼した。 

日本地震学会、歴史地震研究会、日本防災士会鹿児島支部、鹿児島市教育委員会、鹿児島県

教育委員会、南日本新聞、NHK 鹿児島放送局、MBC 南日本放送、KYT 鹿児島読売テレビ、KKB

鹿児島放送、KTS 鹿児島テレビ 

 SNS や関係メーリングリスト、講義などを通して開催を知らせた。 

後援のうち、日本防災士会鹿児島支部では、会員向け研修会としての利用の申し出があり、それ

を了承した。 

 

４．オンライン実施の検討 

会場は稲盛会館を予定していたが、新型コロナウイルスの感染拡大状況が予測できなかったた

め、状況によって、オンラインで開催できるように準備を進めた。 

参加登録は事前申込制とし、急な通知ができるように、メールアドレスの入力を必須とした。

なお、参加人数が多いことが想定されたため、受付は電子メールや電話ではなく、Microsoft Forms

を使ったウェブページにしぼって省力化を図った。 

開催通知において、会場の注として「※新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては定員減、

またはオンライン開催」を記述した。 

オンラインでの開催方法については、次の 2通りを検討した。 

A) Zoom のみを利用する 

B) Zoom では講演者のみ接続し、その講演を YouTube に流し、聴衆は YouTube で視聴する 

A) の長所は、しくみがシンプルで失敗しにくいことである。世話人も、これまで遠隔授業で何

度も Zoom を利用してきた経験があるため、要領を得ている。短所は、学外の人が Zoom に慣れて

いないことである。初心者にとっては、音声やビデオのオン・オフや挙手の機能は分かりにくい。

また、大学が Zoom と結んでいるライセンスでは、300 人が上限であり、それが定員となることも

短所である。 

B) の長所は、YouTube のほうが Zoom よりも一般に浸透していることである。また、定員もな

い。短所は、1. ほどしくみがシンプルではなく、失敗する可能性が高くなることである。また、

世話人に経験者がいなかったため、要領もよく分かっていない。 

以上の検討を経て、聴衆のことを考えて B)で実施できるように準備を進めることした。具体的

には、いくつかの授業において、Zoom で行いつつ、YouTube にも中継した。 

また、会場での実施の場合においても、会場に入れなかった人向けに同時中継をすることも検

討した。これは、感染対策のために、稲盛会館の収容人数が約 90 人と大幅に減っており、定員を

超過する可能性が高かったためである。感染拡大の状況によってはさらに収容人数が減らされる

可能性もあった。また、SNS で開催のお知らせをしたときに、遠方在住のかたからの中継の要望

もあった。 

講演はスクリーンにレザーポインターで指し示しながら行い、また会場での質疑応答もある。

Zoom での配信では、レザーポインターで指し示しているところが分からないことや、質疑応答が

分からない。そこで、ステージ全体をビデオカメラで写し、会場全体の音声も拾い、それを中継

することにした。しかし、世話人の映像音響機器では、これを実現するのには不十分であった。

また、会場のネットワーク環境も未確認であった。 

そこで、ネットワーク環境や映像音響機器について、工学部技術部の稲盛会館担当と相談した。

その結果、技術部のビデオカメラをお借りし、これを HDMI-USB 変換器を介して PC に接続するこ

とにした。マイクも PC に接続することで、良好な音声を届けることができることになった。映像

と音声を PCの OBS studio で統合し、それを会場のネットワークから YouTube に流すこととした。 

 

５．オンライン開催への変更 

11 月 16 日に学内に感染者が確認されたことにより、郡元キャンパスでは学生の立入りが 11 月

18 日から 2週間制限された。開催予定日にはこの制限が解除されている予定であったが、全国的

に感染拡大が悪化していたこともあり、11 月 26 日にオンラインでの開催に変更した。 

オンラインでの開催を参加登録者に通知し、地震火山地域防災センターのウェブページでも周

知した。メールや SNS 等でも広く知らせたところ、全国から参加登録が来るようになった。オン

ライン開催に切り替える前では参加登録人数は約90人であったが、 終的には約180人となった。 



開催方法は前述の選択肢 A), B)のうち、

「A) Zoom のみを利用する」を選択した。

B) については、まだ経験が不十分で、失

敗のリスクを無視できないと判断したた

めである。ただし、非公開で YouTube にも

中継することにした。これは、Zoom に不慣

れで接続に失敗する人にYouTubeでの視聴

を案内する、ということを想定した。また、

Zoom の接続情報のメールが届かなかった

人のためにも、YouTube のアーカイブを残

しておくことにした。念のため、PC のディ

スクにも録画を残した。 

Zoom では一時期、公開されたミーティン

グにおいて、荒らしが問題になっていた。

本講演会の開催時期にはすでにそのよう

な問題は聞かれなくなっていたが、念のた

め、非公開とした。 

 

６．講演会の実施 

当日のプログラムは次の通りである。 

 

13:30 開会挨拶：鹿児島大学准教授・小

林励司（地震火山地域防災センター兼任） 

13:35 特別講演：「今村明恒と日本の地震

学―”震災予防”を終生つらぬいた地震学

者」名古屋大学特任教授・武村雅之 

14:55 質疑応答 

15:05 休憩 

15:15 講演：「過去の噴火に学んで備え

る-桜島火山の歴史時代の噴火」鹿児島大

学准教授・井村隆介 

15:45 講演：「1914 年桜島大正噴火で発

生した大地震」鹿児島大学准教授・小林励

司 

16:15 質疑応答 

16:25 閉会挨拶：鹿児島大学准教授・寺

本行芳（地震火山地域防災センター・調査

研究推進部門長兼任） 

 

開会の挨拶で開催趣旨を説明したあと、まず、特別講演で名古屋大学の武村雅之特任教授によ

り今村明恒の功績が詳しく紹介された（写真 1）。今村明恒が、副題にあるような、「震災予防」

を目指していたことがよく分かっていただけたのではないかと思われる。休憩をはさんで、次に

鹿児島大学の井村による講演（写真 2）があり、桜島の噴火について過去の史資料から得られる

教訓が示された。 後に小林による講演（写真 3）があり、今村明恒の功績をはじめ過去の記録

が現在の防災研究につながることが示された。講演終了後、参加者から多くの質問をいただき、

活発な意見交換が行われた。 後に閉会の挨拶で寺本准教授より講演の内容をまとめていただき、

本講演会の意義を強調していただいた。 

開会直前、参加登録者から Zoom へのアクセスができないという問い合わせの電話があった。メ

ールで YouTube の URL を知らせて対応した。その後、YouTube での視聴ができているというメー

ルをいただいた。 

参加人数は、約 120 人であった。参加登録人数と比較すると 3分の 2であった。 

 
写真 1：武村氏の講演 
 

 
写真 2：井村の講演 
 

 
写真 3：小林の講演 



 

７．開催後の反応および反省点 

開催後にアンケートを実施した。回答数

は 52 である。全体的な感想については「良

かった」と「まあまあ良かった」を合わせ

て 100%、講演内容が分かりやすいかという

ことについても、「分かりやすかった」と

「まあまあ分かりやすかった」を合わせて

100%となり、良い評価をいただいた（図 1）。 

参加者の住んでいるところを聞いたと

ころ、「鹿児島市内」が 38%、「鹿児島市外

の鹿児島県内」が 13%、「鹿児島県外」が

49%となり、県内（鹿児島市を含む）と県

外がほぼ同じとなった（図 2）。県外の人が

多くなったのは、オンライン開催をした影

響と思われる。なお、オンライン開催の影

響として、今村英明氏のほかご親族のかた

のご参加があったことも挙げられる。 

年齢については、50 代が 15 人、40 代が

13 人と多く、それらに次いで 20 代 8 人、

60 代 8 人と続いている。当初、参加者の対

象として、中学生、高校生を挙げたが、10

代は 0人であった。広報の仕方に、より一

層の工夫が必要だったと思われる。 

先述した、参加人数が登録者数の 3分の

2であったことについては、まだ原因がよ

く分かっていない。他のオンライン開催の

講演会にも共通してみられる傾向なのか、

それとも本後援会特有なのか、も分からな

い。それを知るために、他の講演会の主催

者にも聞いてみるつもりである。 

開催後、南日本新聞（2020 年 12 月 7 日

付朝刊）および西日本新聞（2021 年 1 月 20 日付朝刊）に講演会に掲載された。とくに西日本新

聞については、大きく取り上げていただいた。 

後援をいただいた日本地震学会の広報紙「なゐふる」124 号 2021 年 2 月号には、開催報告を執

筆し、掲載していただいた。 
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図 1：アンケート結果その 1。「講演会に参加され

て、全体的な感想はいかがでしたか」「講演会の

内容は分かりやすいものでしたか」 

 
図 2：アンケート結果その 2。「お住まい」「年代」 



 

 

携帯型ミニディスクインフィルトロメータによる 

現場透水係数の精度向上に関する検討 
 

 

工学部 酒匂 一成 
 

 

１．はじめに 

 近年，地球温暖化の影響で集中豪雨が増加しており，それに伴う斜面崩壊が多発している。2019
年における鹿児島県では 6 月下旬から 7 月上旬にかけて集中豪雨に見舞われ，県内各地で表層崩

壊や破堤などの災害が生じた。このような災害に対して，防災関係者は崩壊発生後に崩壊原因な

どを検討する際に，斜面の地形や地質の調査に加え，土の基本的物理量や保水性，透水性，せん

断強度特性を調査することが多い。その中で，透水係数については，原位置試験および室内試験

によって求められるが，災害現場で試料採取が困難な場合もあるため，より簡易に原位置で透水

係数を計測することができれば調査者にとって有益であると考えられる。 
 従来用いられてきた現場透水試験法は，計測に用いる装置が大きく，水を大量に使用するとい

う問題がある．加えて，試験孔を用いる方法では，その孔を掘削する作業も必要になるため，災

害現場での計測は極めて困難となる 1)，2)。 
そこで，本研究では，携帯型ミニディスクインフィルトロメータ（METER 社，以降，インフィ

ルトロメータと称す。）を用いる。この方法は，地表面で試験を行う負圧浸入計の一種であり，従

来の現場透水試験器に比べて持ち運びが容易で，準備がほとんど要らず計測を速やかに開始でき

るという利点がある。現場での計測に導入しや

すいことから，地盤の疎水性，浸透，灌漑シス

テムの設計，侵食の危険性の評価などの多くの

研究で利用されてきている 3)。しかし，計測結

果（現場透水係数）の精度が良くわからない課

題があることから，本研究では，安定した精度

の現場透水係数を得るため，インフィルトロメ

ータの圧力水頭の設定を考慮し，さらに計測地

表面の含水状態に着目した室内試験を行う。そ

の試験結果に基づき，バラツキが小さい計測手

法を提案する。 
 

２．インフィルトロメータによる現場透水係数

の算出方法 

 (1) インフィルトロメータの概要 

写真-1 にインフィルトロメータを示す。イン

フィルトロメータは，全長 32.7cm と小型であり，

1 回の計測に使用する水量は 135mL と従来の現

場透水試験器と比較し少量である。装置は上下

の 2 つのチャンバーと圧力水頭調整チューブ，

多孔質ディスクで構成されている。上下のチャ

ンバーはチャンバーバリアによって水が行き来

しないようになっており，上部チャンバーには

圧力水頭を負荷するための水が入り，下部チャ

ンバーには地表面に浸潤させる水が入っている。

写真-2 のように圧力水頭調整チューブは昇降で

き，-0.5～-7.0[cmH2O]の負の圧力水頭を負荷さ

せながら計測を行うことができる。圧力水頭は，

圧力水頭調整チューブに示される値を指す上部

 
写真-1 インフィルトロメータ 

 
写真-2 圧力水頭調整チューブ 

（左は -6 [cmH2O]，右は -1 [cmH2O]に設定し

た時の状況） 

上部チャンバー 

下部チャンバー 



 

 

チャンバー内の水面の位置で設定される。装置底部のディスクは多孔質になっており，地表面に

置くことで下部チャンバーから水が地表面に浸潤していく。計測方法は，写真-1 のように，スト

ップウォッチで時間を計りながら水を浸潤させ，下部チャンバーに記されている目盛りから浸潤

量を読み取ることで時間当たりの浸潤量を計測する。計測で得たデータから，透水係数を推定す

る。 
(2) 現場透水係数の算定方法 

 本研究では，Reynolds and Elrick が提案した手法 4)を用いる。この方法は，土舗装の現場の浸透

特性の計測などへの適用例（Sugii et al.5））を実施している。Reynolds and Elrick らの方法は，Wooding
の経験則 6)に基づいたものである。Wooding は，浅い円形の溜池から浸潤する流量を理論的に計

算し，ディスクから浸潤する流量を次式で表現した。 

   2 4wuQ R k h R h                                      (1) 

ここに，Q：定常流量 [cm3/s]，φ(h)：マトリックポテンシャル [cm2/s]，kwu(h)：不飽和透水係数 

[cm/s]。 

Gardner7)は不飽和透水係数が飽和透水係数の指数関数で表現できると仮定しており，不飽和透水

係数は次式で表現できると述べている。 

   expwu fsk h k ah                                                            (2) 

ここに，kfs：現場飽和透水係数 [cm/s]，a：パラメータ係数。 

また，マトリックポテンシャル φ(h)は次式で表現できる。 

     expfs
wu

k ah
h k h dh

a



                                                   (3) 

式(3)を式(1)に代入すると次式が得られる。 

2 4
log loge e fs

Q R
ah R k

t a
           

    
     (4) 

ここで，式(4)は図-1 のような直線を表す式であり，h＝0 のとき現場飽和透水係数 kfsは次式で表現

される。 

  
2

exp log

4
e

fs

Q t
k

R R a



               (5) 

式(5)において，未知数は定常流量 loge(Q/t)

とパラメータ係数 a であり，図-1 に示すように

h－loge(Q/t)関係から，直線の傾きと切片から

得られる。この方法では，1 個の現場飽和透水

係数を得るために，インフィルトロメータの圧

力水頭値を変えた最低 3 回の計測が必要とな

る。ここで，現場飽和透水係数を推定するため

の手順を次に示す。図-2 は 1 回の計測で得られ

る Q-t 関係図である。図-2 の直線部のように，

計測開始後，経過時間当たりの浸潤量（流量）

がおおよそ一定になり，定常状態と判断された

際の流量を計測する。圧力水頭を変えた最低 3

回，同様の計測を行い，定常流量を図-1 のよう

にプロットし，回帰直線を引く。その回帰直線

の傾きと切片から a と loge(Q/t)が得られ，現場

飽和透水係数（以降，現場透水係数と称す。）

が得られる。 
 
 
 

 
図-1  h -loge(Q/t)関係図 

 
図-2 計測から得られる Q-t 関係図 
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３．設定圧力水頭および地表面の含水状態が試験結 

 果に与える影響の考察と最適な試験手順の検討 

本研究では，インフィルトロメータの圧力水頭の

設定方法や地表面の含水状態が試験結果に与える影

響について，室内試験を実施し，試験結果を考察す

ることで，最適な試験手順について検討する。 
(1) 室内試験の概要 
本試験の試料として，鹿児島県鹿児島市郡山町で

採取したシラスを用いる。供試体は，含水比 w=12.8%
で，間隙比が e=0.98 となるように透水円筒に締め固

めた。試験では，地表面の含水状態が計測結果に及

ぼす影響を考慮するため，計測開始前の供試体の含

水状態を 3 ケース設定する。供試体作製後に後述す

る方法で加水や乾燥を行い，各ケースの含水状態に

調整する。ケース 1（自然乾燥状態）は，日当たりと

風通しの良い場所で自然乾燥をさせた状態とする。

ケース 2（湿潤状態）は，供試体下部からゆっくりと

上部まで湿潤させた状態とする。ケース 3（極度乾燥

状態）は，供試体を炉乾燥機で 3 時間乾燥させた状

態とする。また，インフィルトロメータの圧力水頭

の設定についても検討するため，インフィルトロメ

ータの圧力水頭を-1，-2，-3，-4，-5，-6[cmH2O]に設

定して，順次，浸潤量の計測を行う。計測後は，各

ケースの条件で，供試体の含水状態を再調整し，再

度計測を繰り返す。各ケースにおいて，これを 7 セ

ット繰り返し，1 つのケースにつき，42 個の計測結

果を得た。1，3，5，7 セット目は，圧力水頭-1[cmH2O]
から計測を始め，2，4，6 セット目は，圧力水頭

-6[cmH2O]から計測を始める。 
(2) 設定圧力水頭の試験結果に与える影響 
 上述の試験条件により，各ケース 42 個のデータが

得られる。これらのデータから圧力水頭が重複しな

い 3 つのデータを用い，式(5)より現場透水係数を算

出すると，各ケース 6,860 個の透水係数が得られた。

6,860 個の透水係数には，負の値や平均値から大きく

外れた透水係数（外れ値）が存在した。それらがど

のような計測条件（圧力水頭 3 種類）の組合せから

算出されたかを考察する。負の値の透水係数につい

ては，圧力水頭-1，-2，-3[cmH2O]，-1，-2，-4[cmH2O]
の様な組合せが存在した。図-3 の実線のように直線

の傾きが負で右下がりの回帰直線となる。ここで，

外れ値の透水係数を kfs<μ-2σ，kfs>μ+2σ の範囲にある

透水係数 kfs とした(平均値 μ，標準偏差 σ)。kfs>μ+2σ
の透水係数については全て-1，-2，-3[cmH2O]の様な

組合せであった。kfs<μ-2σの透水係数については，お

よそ 8 割が-1，-2，-3[cmH2O]の様な組合せ算出され

た。外れ値の透水係数は図-3 の破線のように， a，
loge(Q/t)が小さくなるため算出されたと考えられる。

このように圧力水頭の間隔が狭い設定の場合，負の値や外れ値が算出される可能性が高いと考え

られる。一方，図-3 の一点破線のように圧力水頭の間隔を離すと平均値に近い透水係数が得られ

る可能性が高いと考えられる。 

 
図-3 3 種類の回帰直線 

 
(a) ケース 1（自然乾燥） 

 
(b) ケース 2（湿潤） 

 
(c) ケース 3（極度乾燥） 

図-4 実験結果 
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(3) 地表面の含水状態が試験結果に与える影響 
 図-4 に実験で得られた計測結果を示す。図

-4(a)，(c)から，計測前の地表面が乾燥している

状態では，最初に計測を行う圧力水頭-1 や

-6[cmH2O]の結果のバラツキが大きいことがわ

かる。そこで， 
各ケース 42 個のデータから圧力水頭が重複し

ない 3 つのデータを用い，式(5)より現場透水係

数を算出された各ケース 6,860 個の現場透水係

数を用いるにあたり，上述のデータの組合せに

よっては負の透水係数を示す場合を除いた結

果を用いて，図-5 に示すようなヒストグラムを

作成した。図-5 より，ケース 3 はケース 1，ケ

ース 2 に比べてばらつきが大きいことがわかる。

ケース 1 とケース 2 では大差無いが，原位置で

地表面の状態の再現しやすさを考慮すると，十

分に地表面を湿潤させるケース 2（湿潤状態）

が良いと考えられる。 
(4) 最適な試験手順に関する検討 

 設定圧力水頭や地表面の含水状態の影響を

考慮した室内試験結果の考察に基づき，図-6 に

示すような試験手順を提案する。インフィルト

ロメータを設置する前に，地表面に水を十分に

浸潤させる。この装置では，3 つの圧力水頭で

計測を行う必要があるが，最初に，圧力水頭を

-1cmH2O と設定し，試験を行う。次の設定は，

透水性が良い場合は-4，-6cmH2O とし，透水性

が悪い場合は-3，-5cmH2O と設定して試験を行

う。それらのデータを用いて 2(2)で述べた方法

で現場透水係数を算定する。 
 以上のような試験手順に則り，追加で試験を

行ったところ，kfs=4.76×10-6[m/s]であった。こ

の値をケース 2 の透水係数（負の値は除く）か

ら標本サイズ 3 で抽出して描いた標本平均分布

にプロットすると，図-7 に示すように，追加試

験の透水係数が標本分布内に収まることがわ

かった。 
 
４．おわりに 

本研究では，安定した精度の現場透水係数を得るため，インフィルトロメータの圧力水頭の設

定を考慮し，さらに計測地表面の含水状態に着目した室内試験を行った。試験結果の考察から，

バラツキが小さい結果を得るためには，計測前に十分に地表面を湿潤すること，インフィルトロ

メータの圧力水頭の設定間隔に注意が必要であることがわかった。また，その考察に基づき，最

適な試験手順を提案した。提案手順に則した追加試験結果が，地表面を十分に湿潤させて試験を

行ったケース 2 の試験の標本サイズ 3 の標本平均分布の範囲内に含まれることが確認された。今

後，より多くの試験およびその他の土の種類の場合などでその妥当性を検討していきたい。 
 

謝辞：本研究で用いる試験試料を採取するにあたり，レモン通商株式会社の協力を得た。また，

本試験を実施するにあたり，鹿児島大学大学院理工学研究科海洋土木工学専攻 M1 の小川大輝君

の協力を得た。ここに謝意を示す。 
 

 
図-5 各ケースで得られた現場透水係数のヒス

トグラム 

 
図-6 提案する試験手順 

 
図-7 ケース 2 の標本平均分布 
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琉球石灰岩風化土地域における圃場整備法面の侵食防災についての 

基礎的研究 
 

 

農学部 肥山 浩樹 
 

 

１．はじめに 

鹿児島県から沖縄県にかけて広がる島嶼群である南西諸島では、第四紀更新世に発達した珊瑚

礁が隆起した、いわゆる琉球石灰岩が広く分布する。南西諸島に位置する沖永良部島は、島の総

面積の半分を耕地が占めており、農業が主要な産業である。沖永良部島では、令和 2 年度に地下

ダムが完工予定であり、これに伴う畑地の区画整理や灌漑施設整備が進められている。 

区画整理工事で新規に造成された圃場法面は、造成直後には被覆されていないため、風雨によ

り表土が侵食され、これが進行すると法面崩壊に繋がる場合もある。圃場法面の保護工として、

植栽によるカバープランツ工法が多く採用される。この工法に用いられる草種は、一般的に環境

耐性が強くて長期間植生を維持でき 1)、地域の環境条件に適合するものが選定される。代表的な

品種としてセンチピードグラス（イネ科・中国原産）やヒメイワダレソウ（クマツヅラ科・南米

原産）などが挙げられる 2)が、その多くは外来種である。沖永良部島では、従来、カバープラン

ツとしてヒメイワダレソウを採用し、良好な結果が得られていた。なお、この品種は昭和初年に

渡来し 3)、暖かく乾燥気味の土壌を好み、圃場法面以外にも公園緑化などに用いられている。 

しかしながら、平成 17 年に「特定外来生物による生態系等に係る被害防止に関する法律（特定

外来生物被害防止法）」が施行され、海外からの移入生物による、日本の生態系、人の生命や健康、

農林水産業への被害を防止するために、飼養、栽培、保管又は譲渡、輸入などが禁止 4)された。

さらに、平成 26 年には「我が国の生態系等に被害を及ぼす恐れのある外来種リスト（生態系被害

防止外来種リスト）5)」が作成され、ヒメイワダレソウは防除や遺棄などのための普及啓発が求め

られる総合対策外来種の中で、甚大な被害が予想されるため対策の必要性が高い重点対策外来種

に指定された。ただし、ヒメイワダレソウは平成 28 年（同 29 年改正）に作成された「鹿児島県

外来種リスト 6)」には掲載されていない。 

沖永良部島では、ヒメイワダレソウによるカバープランツ工法の代替として、野芝やわら芝を

用いた施工を実施したが、それぞれセイタカアワダチソウの繁茂や法面への定着不良により効果

が得られなかった。また、瀝青材吹付けによる法面保護工も実施したが数ヶ月で吹付け材が剥離

し、有効な工法が見出せない状況が続いている。 

本研究では、沖永良部島の圃場法面保護に有効な工法について検討するために、現地観察およ

び室内試験により、琉球石灰岩風化土の土質特性を把握することを目的とする。 

 

２．現地の概要 

沖永良部島は、頁岩、粘板岩および砂岩などが互層を成すいわゆる四万十層群を基盤とし、こ

の上部に珊瑚礁由来の琉球石灰岩が覆う地質構造を持つ。これは、琉球弧を構成する南西諸島の

多くの島に共通する特徴である。島の表土の大部分は琉球石灰岩で占められており、農地のほと

んどがこの琉球石灰岩風化土である。 

法面保護工の実施状況を把握するために、鹿児島県営の畑地対総合整備事業実施地区で、 近

法面保護工を施工している 5 箇所を視察した。視察先は知名町正名と田皆、和泊町白瀬、畦布お

よび伊美であり、いずれも琉球石灰岩風化土地域である。視察先の法面保護工の状況を図 1 に示

す。(a)知名町正名は浸食マットを採用しており、施工後数年が経過していることから、ほぼ法面

の被覆が完了しているが、侵食を受けやすい上部で一部植生の活着が悪い。(b)和泊町白瀬は外来

種（ヒメイワダレソウ）のカバープランツ工法を採用している。植生が定着している部分もある

が、排水部付近の法面への活着が悪く、そのような箇所では著しい侵食を受けている。(c)和泊町

畦布は、正名と同様に浸食マットを用いており、施工後それほど時間が経過していない。植生が

全く定着していないため土壌侵食が著しく、赤土流出が懸念される。(d)和泊町伊美は、ヒメイワ

ダレソウを用いたカバープランツ工法が採用できなくなってからの着工であり、野芝やわら芝を



用いた工法で効果が発揮できず、瀝青材吹付けによる法面保護工を実施している。吹付から 3 ヶ

月ほど経過しているが、既に風雨によりほとんどの瀝青材は剥離散逸しているとともに、法面侵

食が進行しつつある。(e)知名町田皆は、現在造成工事が進められており、法面保護工の工種がま

だ決められていない。 

 

３．土質試験の結果と考察 

視察先の内、比較的植生の定着が良かった正名を除いた 4 箇所で現地試料を採取し、室内に持

ち帰って、土色および各種土質試験を実施した。 
土色は湿潤と風乾の 2 つの状態で行った。その判定には標準土色帖（2005 年版）7)を用いた。

それぞれの状態での判定結果を表 1 に示す。採取地点によりわずかに土色が異なり、畦布の土色

は他の試料のそれに比べてやや明色を呈している。 

  

  

          図 1 現地の状況 

(a) 知名町正名 (b) 和泊町白瀬

(c) 和戸町畦布 (d) 和泊町伊美

(e) 知名町田皆



土粒子の密度試験は JIS A 12028)に準拠して行った。その際、試料としては炉乾試料を用い、

湯せんの代わりにホットプレートを使用し 9 時間加熱することで気泡を取り除いた。また、液性・

塑性限界試験は JIS A 12058)に準拠して行った。それぞれの試験から得られた結果を表 2に示す。

土粒子の密度は、一般的な値

よりもやや高い 2.7g/cm3 程

度の値であり、琉球石灰岩風

化土やコーラルリーフロック

の特徴 9)を示した。伊美の値

が若干低いのは、試料採取の

際に剥離した瀝青材がわずか

ではあるが混入したことが原

因だと考えられる。液性限界、

塑性限界および塑性指数につ

いて、白瀬試料が他の試料に

比べていずれも小さい値を示

した。同じ琉球石灰岩風化土

であっても、母岩の生成時期

や風化の状況により試料の物

理性に違いが見られることか

ら、土質特性に地域差が生じ

ることが示唆された。特に、

塑性指数の低い白瀬試料につ

いて、保水性も低くなること

が考えられるため、法面保護

に植生工を用いる場合には水

分管理に注意する必要がある

ことが想定される。液性・塑

性限界試験の結果を塑性図上

にプロットしたものを図 2 に

示す。いずれの試料もほぼ A
線付近に集まっている。日本

統一分類 8)によれば、白瀬、

伊美および田皆は(CH)［粘土

（高液性限界）］に、畦布は（MH）［シルト

（高液性限界）］に分類される。 
土の粒度試験は JIS A 12048)に準拠して行

った。ただし、分散剤として 1 規定 NaOH を

20ml 用いた。試料の粒径画分を表 3 に示す。

いずれの試料も礫分をほとんど含まず、細粒

分 を 70 ～ 88% 含 ん で い る 。 粘 土 分

（<0.005mm）含有量は 14～40%であり、琉

球石灰岩に特徴的な重粘土の様相を呈してい

る。ただし、土粒子の密度試験でも述べたよ

うに、伊美の試料には瀝青材がわずかながら

混入しており、細粒分の数値を若干下げた可

能性は否めない。田皆を除く 3 試料の 2mm
ふるいの水洗残留試料を炉乾燥したときの写

真を図 3 に示す。図中、伊美の試料にのみ見

られる黒色粒状の物質が瀝青材である。 
 

表 1 試料の土色 
 

 
 
 

表 2 土粒子の密度と液性・塑性限界試験結果 
 

 
 
 

 
図 2 塑性図 

白瀬 畦布 伊美 田皆

 7.5YR3/2     5YR3/4     5YR3/2     7.5YR3/4

（黒褐） （暗赤褐） （暗赤褐） （暗褐）

  10YR4/4  7.5YR4/4   10YR3/4   10YR4/6

（褐） （褐） （暗褐） （褐）

湿潤状態

風乾状態

白瀬 畦布 伊美 田皆

土粒子の密度 ρs (g/cm3 ) 2.723  2.728  2.659  2.735  

液性限界 w L (%) 58.98 74.13 77.03 79.57

塑性限界 w p (%) 26.21 36.45 31.40 29.61

塑性指数  I p 32.77 37.68 45.63 49.96
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表 3 試料の粒径画分 

 

 
 
 

 
 
 

図 3 2mm ふるい水洗残留炉乾試料 

白瀬 畦布 伊美 田皆

礫　　分(%)      0.3      0.2      0.6      0.1
砂　　分(%)    26.8    26.3    30.0    11.9
シルト分(%)    52.7    33.6    55.5    72.5
粘 土 分(%)    20.2    39.9    13.9    15.5



新規造成圃場 4 箇所で採取した試料に土質試験

を行ったところ、いずれの試料も琉球石灰岩風化土

としての共通の特徴を有しているが、地域差も認め

られることが分かった。法面保護工法の工種選択に

おいては、特に植生工を実施するのであれば、土壌

に合ったカバープランツの選定が重要となると考

えられる。 
 

４．伊美地区の経過観察 

造成間もない和泊町伊美地区を半年後に再訪し、

その経過状況を観察した。その様子を図 4 に示す。

法面の植生は、農道に面した排水口付近には全く定

着しておらず、法先に堆積した崩落土上にわずかに

認められる程度である。排水口周りの土壌は、この

半年間に表層部が侵食を受け、約 5cm 剥離流出し

ている。崩落した土砂が承水路に約 20cm の深さで

堆積している。ただし、このような著しい侵食が全

体に及んでいるのではなく、図 4 で承水路に沿った

奥の方では部分的に植生が定着している箇所が見

受けられる。定着している箇所を詳しく観察すると、

周囲の植生により、風の影響を直接受けない場所で

あることが分かった。また、表層部を注視すると、

図 5 に示すように、おそらくは乾燥に伴う細かいク

ラックが発生し、これが進行することで土壌が細粒

のクラストを形成し、剥離崩落しているものと思わ

れる。一般的な土壌侵食では水食の影響が も大き

いが、琉球石灰岩については風食の影響を強く受け

ていると推測される。 

 

５．おわりに 

沖永良部島では、新規に造成された圃場法面の保護にカバープランツ工法が採用されてきたが、

従来用いられてきたヒメイワダレソウが重点対策外来種に指定されたため、別の草種の選定ある

いは工種の変更を迫られた。代替草種として野芝やわら芝を用いた施工では、法面への定着不良

やセイタカアワダチソウの繁茂により効果が得られず、瀝青材吹付けによる保護工も成果が出ず、

有効な工法が見出せない状況が続いている。 
本研究では、沖永良部島の圃場法面保護に有効な工法について検討するために、 近区画整理

工事で造成された圃場 4 箇所を選定し、現地で採取した琉球石灰岩風化土について室内試験を行

った。その結果、いずれの地区も従来報告されている琉球石灰岩の土質特性の範疇ではあるが、

地域差があり、現地のローカルな環境条件で特性が変化することが分かった。また、現地での観

察から、乾燥に伴い収縮し、細粒化することで侵食が進行していることが推察された。このため、

水食に併せて風食の影響を考慮する必要があることを示した。 
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図 4 伊美地区の半年後の状況 

 

 
図 5 伊美地区法面の拡大図（半年後） 



火山灰を機動的に観測する固体化レーダに方位・位置情報を 

付加する研究 
 

 

水産学部 西 隆昭 
 

 

１． はじめに 

 火山灰を機動的に観測するために船舶用固体化レーダ（SSR）で火山灰を観測することを目指

してここ数年研究を進めている．機器の構成は空中線部と制御監視部で構成され，この間は電源

線と信号線でつなぐ．通常の船舶用レーダは専用ケーブルを使っているが SSR の信号線は LAN ケ

ーブルである．定点で観測する場合は目標の方位は分かっているが観測点が随時変わる機動観測

の場合は方位が重要な情報となる．船舶で使用される機器の機能は国際海事機関（IMO）で規定

されており相互に測定結果を利用できるようになっており，そのインターフェースは NMEA と呼

ばれる．コンパスの方位情報も NMEA-0183 であるので，NMEA と LAN の変換が必要になる．MNEA

―LAN 変換装置は日本製がないので日本で入手できる製品で代用できる方法を検討する． 

 
２． 実験方法・結果 

 NMEA-0183 は RS232C に似た無手順のシリアル通信であるが信号電圧など少し異なる．そこ

で，平衡型で伝送距離も長くなる LAN―RS422 変換装置（SS-LAN-422i-T6P）を本プロジェクトで

入手し入力に合わないか調べた． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   実験方法 

 

LAN-RS422 変換装置は RS422 と LAN の設定をする必要があるので，PC と 1 対１のクロス LAN ケー

ブルで接続して接続して，PC と変換装置の IP アドレスを装置間だけの固定アドレスを設定し

た．次に，RS422 側は GPS コンパスの NMEA-0183 伝送速度を調べて設定した． 

  

PC 
別途 

LAN-RS422
変換装置 

GPS コンパス 別途 



 
 

       LAN-RS422 デバイスインストーラー確認画面 

 

 

次に GPS コンパス(JLR-30)から信号を取り出し信号を確認した． 

GPS コンパスの信号出力をオシロスコー

プで測定すると左のように絶対値で 12V

ほどの電位差があり，4800bps ほどの信

号が出力されていることが分かる．プロ

ーブのインピーダンスは High であっ

た． 

 GPS コンパスと LAN-RS422 接続は下図

のとおりとした． 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   GPS コンパス（JLR-30）          LAN-RS422 

         GPS コンパスと LAN-RS422 の接続 

 

GPS コンパスはアンテナが衛星を補足して方位を算出するので，窓の近くに設置してそれぞれを

接続して RS422 入力側の信号を調べた(下図)． 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実験風景 

 

 

GPS コンパスと LAN-RS422 を接続しても，信号のレベルが下がることがなく，伝わることが下図

のとおり確認できた．絶対値 12V ほどで，接続前に測定した結果から変わっておらず専用インタ

ーフェースの代用になる可能性を確認できた． 
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            GPS コンパスと LAN-RS422 を接続したときの NMEA0183 信号 

 

 

３． おわりに 

 NMEA0183 や RS422 の規格は冗長性があるので，接続条件を詳細に選択するのは手間ではある

が，外国製のインターフェースを修理依頼や調達する手間に比べれば良いかもしれない．今後も

SSR 機動観測がスムーズに実施できるように調査を続けようと思う． 
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河川を遡上する津波の 3 次元数値解析 
 

 

理工学域工学系 柿沼 太郎 
 

 

1. 序  論 

2011年東日本大震災では，沿岸域に到達した津波が河川を遡上し，河川堤防を越えて沿川地域

に甚大な被害をもたらした（田中ら，2011）．これ以前にも，1983年日本海中部地震（首藤，1984）

や，2003年十勝沖地震等の際に，河川を遡上する津波が確認されている．こうした河川津波は，

一般に，陸上を遡上する津波に比べて伝播速度が大きく，遡上距離が長い．そのため，沿岸域か

ら遠く離れた内陸域にも，被害が拡大する危険性が指摘され，河川津波に対する対策が重要視さ

れ始めている（河川津波対策検討会，2011）．河川津波に関しては，これまで，河床勾配が津波の

伝播特性に影響を及ぼすこと等が検討されている（e.g. 茅根ら，2014）．ただし，既存の研究では，

現地河川における複雑な実現象を対象とすることが多く，入射波や河川の各条件が，津波の伝播

に与える影響に関しては，不明な点が多い．そこで，本研究では，河川津波の基礎的な特性を把

握することを目的として，モデル地形を対象とした 3 次元数値解析を行ない，河川幅，入射波波

高，水深や河口形状の違いが，遡上する津波の伝播過程にどのような影響を及ぼすのかを調べる． 
 

2. 数値解析の手法及び条件 

数値モデルとして CADMAS-SURF/3D（沿岸技術研究センター，2010）を適用し，図-1 に示す

ような河道を有する河川内の 3次元流体運動を対象とする． 

 

 

図-1 一様単断面を有する河川の平面形状 

 

ここで，線対称性より河川の中立軸を完全反射境界とし，中立軸から右岸側のみを計算対象領域

としている．河川断面の形状を矩形とし，一様単断面の河川を対象とする．本研究では，河川幅

Wが一様であるとする．静水深は，図-1に示す白色の水域内で一様とする．水域内の静水深 h0を

2.5 m，3.0 m，または，5.0 mとする．造波位置を x = 0.0 mとし，河口位置を x = 100.0 mとする． 

海域及び河川上流端の境界には，Sommerfeld の放射条件を適用する．鉛直方向上向きを z軸の

正の方向とし，静水位を z = 0.0 mとする．簡単のために，底面摩擦及び河川流量の影響を無視す

る．計算格子間隔は，Δx = 0.5 m，または，1.0 mとし，Δy = 1.0 mとする．また，Δz = 0.05 m，ま

たは，0.1 mとする．計算時間間隔は，CFL 条件を満足するよう自動的に決定される． 

入射波は，孤立波とし，入射波波高 H0は，y軸方向に一様に 0.25 m，または，0.5 mとする．

なお，河川堤防が十分に高いとし，河川の氾濫を考慮しない． 

 

3. 河川幅が河川津波に及ぼす影響 

図-1において，θ = 90.0° とする．すなわち，海岸と河岸が直交する場合を対象とする．静水深

を h0 = 2.5 mとし，入射波は，波高 H0 = 0.25 mの孤立波とする．河川幅をW = 10.0 m，20.0 m，

30.0 m，40.0 m，50.0 m，60.0 m，70.0 m，80.0 m，90.0 m，または，100.0 mとする．図-2(a) に，

図-1 において陸域がない場合，すなわち，全領域が海域で，河道がない場合の水面形の時間変化

を示し，また，図-2(b) に，河川幅が W = 50.0 mの場合の水面形の時間変化を示す． 
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(a)  河道がない場合           (b) 河川幅がW = 50.0 mの場合 

図-2 図-1の y = 0.0 mにおける水面形の時間変化 

 

ここで，河川中立軸が位置する y = 0.0 mにおける水面形の時間変化を示す．また，ηは，水面変

動である．河道がない場合，孤立波が波形を変えずに伝播していることが確認できる．これに対

して，河川幅Wが 50.0 mの河道がある場合，波高が徐々に増加し，分裂波が生じている． 

図-3に，河川幅Wが 50.0 mである場合の，河川中立軸が位置する y = 0.0 mと，河岸位置の y = 

25.0 mにおける，t = 30.0 s，60.0 s及び 90.0 sの水面形を示す． 

 

 

図-3 河川幅W = 50.0 mの場合の各時刻における水面形（黒色: 河川中立軸位置（y = 0.0 m），灰

色: 河岸位置（y = 25.0 m）） 

 

時刻 t = 30.0 sのとき，海岸で反射した波の一部が回折して入射波とともに河川内に進入するた

め，河岸近傍の波高が大きくなり，河川の横断方向で波高に違いが生じる．河岸近傍では，この

波高増加に伴い，波峰のピーク付近の曲率半径が低減し，また，波峰のピークが，河道がない場

合よりも後方に位置して，峰前面に，段が見られる．その後，津波が伝播するにつれて，次第に

波高が河川の横断方向に一様となり，その波高は，t = 60.0 sにおいて，入射波波高よりも大きく

なっている．そして，t = 90.0 sでは，水面形の曲率効果により，最大水位が更に上昇しており，

また，第 1波の背後に，分裂波の生成が確認できる． 

図-4に，様々な河川幅Wの場合に対する，y = 0.0 mに沿った，各地点における水面変動の最大

値，すなわち，津波高さ ηmaxの分布を示す．河川幅が狭いほど，各地点における津波高さが大き

く，津波高さの増加率は，入射波波高と比較して，W = 10.0 mの場合に，最大で約 56.6 %，また，

W = 100.0 mの場合に，最大で約 7.0 %となった．先に述べたように，津波が伝播するにつれて，

次第に波高が河川の横断方向に一様となるが，河川幅が狭いほど，波高が河川の横断方向に一様

となるまでにかかる時間が短いため，河口から x = 300.0 m程度までの間において，津波高さのピ

ークが，河川幅が狭いほど，河口に近い位置に生じる．また，河口付近での津波高さの増加率が

大きいほど，この後に現れる水面形の曲率効果が強くなる．河川幅が狭いW ≤ 80.0 mの河川では，

河口から x = 300.0 m程度までの間に現れる津波高さの第 1のピークより上流において，水面形の
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曲率効果により津波高さが増加し，第 2 のピークが現れる．この第 2 のピークの発生位置は，河

川幅に依存し，これより上流では，徐々に津波高さが低減する．W = 10.0 mの場合，河口付近に

位置する第 1のピークの津波高さの増加率は，入射波波高と比較して，約 33.7 %であり，また，

第 1 のピークより上流で，水面形の曲率効果によって現れた第 2のピークの津波高さの増加率は，

約 56.6 %である．一方，W = 50.0 mの場合は，第 1のピークの津波高さの増加率は，約 10.6 %で

あり，第 2のピークの津波高さの増加率は，約 13.6 %となっている．他方，河川幅が広い W ≥ 90.0 

mの河川では，水面形の曲率効果が弱く，顕著な第 2 のピークが認められない． 

 

 

図-4 様々な河川幅の場合における y = 0.0 mに沿った津波高さ ηmaxの分布 

 

4. 入射波波高が河川津波に及ぼす影響 

図-1において，θ = 90.0° とし，静水深を h0 = 2.5 mとする．河川幅Wは，20.0 m，または，50.0 

mとする．また，入射波は，入射波波高 H0 が，0.25 m，または，0.5 mである孤立波とする．こ

こでは，孤立波の代表波長 λsを次式で定義する． 

λs = ∫ η dx
50h0

0

H0⁄                  (1) 

式(1) より，静水深 h0 = 2.5 mの場合，波高 H0 = 0.25 m及び 0.5 mの孤立波の代表波長 λsは，そ

れぞれ，19.3 m及び 13.8 mとなり，また，代表波形勾配 H0/λsは，それぞれ，0.013 及び 0.036と

なる． 

図-5に，河川中立軸が位置する y = 0.0 mに沿った相対津波高さ ηmax/H0の分布を示す． 

 

 

図-5 y = 0.0 mに沿った相対津波高さ ηmax/H0の分布（黒色: H0 = 0.25 m，灰色: H0 = 0.5 m; 実線: W 

= 20.0 m，破線: W = 50.0 m） 
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いずれの河川幅の場合も，代表波長が大きい場合に，相対津波高さが大きくなっている．これ

は，入射波の代表波長が大きいほど，河川内に進入する反射波のエネルギーが大きくなり，水面

形の曲率効果が強くなるためであると考えられる． 

 

5. 静水深が河川津波に及ぼす影響 

図-1において，θ = 90.0° とし，静水深を h0 = 2.5 m，3.0 m，または，5.0 mとする．入射波は，

波高が H0 = 0.5 mの孤立波とする．入射波の代表波長 λsは，式(1) より，静水深 h0 = 2.5 m，3.0 m

及び 5.0 mの場合に，それぞれ，13.8 m，18.2 m及び 37.9 mであり，また，代表波形勾配 H0/λsは，

それぞれ，0.036，0.027及び 0.013である． 

図-6に，静水深 h0，入射波波高 H0及び河川幅Wが異なる 15ケースの，入射波の代表波長・河

川幅比 λs/Wと，相対津波高さの最大値 ηmax,peak/H0の関係を示す．これらの両者に，正の相関が認

められる． 

 

 

図-6 入射波の代表波長・河川幅比 λs/Wと相対津波高さの最大値 ηmax,peak/H0の関係 

 

6. 河口形状が河川津波に及ぼす影響 

図-1において，静水深を h0 = 3.0 mとし，河岸と海岸がなす角の角度を θ = 45.0°，60.0°，また

は，90.0° とする．また，入射波は，波高 H0 = 0.5 mの孤立波とする．図-7に，河川中立軸が位置

する y = 0.0 mに沿った津波高さ ηmaxの分布を示す． 

 

 

図-7 河岸と海岸がなす角の角度 θが異なる場合の y = 0.0 mに沿った津波高さ ηmaxの分布 

 

角度 θが大きいほど，津波高さが大きい．これは，角度 θが鋭角の場合，反射波が河川内に進

入しにくくなるためであると考えられる．津波高さの増加率の最大値は，入射波波高と比較して，

θ = 45.0°，60.0° 及び 90.0° の場合に，それぞれ，約 9.5 %，約 16.0 %及び約 31.1 %である． 
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7. 結  論 

河川津波の基礎的な特性を把握することを目的として，モデル地形を対象とした 3 次元数値解

析を行ない，河川幅，入射波波高，静水深や河口形状の違いが，遡上する津波の伝播過程にどの

ような影響を及ぼすのかを調べた．河川に津波が進入する際に，海岸で反射した津波が回折して

河川内に進入し，河岸近傍において，津波高さの第 1 のピークが現れた．その後，津波の河川遡

上に伴い，水面形の曲率効果によって波高が増加し，津波高さの第 2 のピークが出現した．そし

て，峰の背後には，分裂波が発生した．河川幅が狭いほど，また，入射波波長が大きいほど，津

波高さの入射波波高に対する増加率が大きくなった．また，入射孤立波の代表波長・河川幅比と，

相対津波高さの最大値には，正の相関のあることがわかった．ただし，河川幅が広い場合には，

こうした水面形の曲率効果が弱く，津波高さの顕著な第 2 のピークが認められなかった．更に，

河岸と海岸がなす角が鋭角である場合には，海岸で反射した津波が河川内に進入しにくく，津波

の河川遡上における水面形の曲率効果が弱くなるため，津波高さの増加率が低減した． 
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九州管内における児童発達支援・放課後等デイサービス施設における 

災害への備えに関する研究 

 
鹿児島大学 医学部保健学科 地域包括看護学講座 日隈 利香 

鹿児島大学 医学部保健学科 地域包括看護学講座 稲留 直子 

 
はじめに 

 現在はコロナ禍の中にあり、今後 30 年以内に南海トラフ巨大地震や北海道沖千島海溝沿い根

室沖巨大地震が発生する確率は 80％程度と言われている。児童発達支援・放課後等デイサービ

ス施設においても感染防止のために３密防止や一定の避難間隔を取り、手洗いやマスク着用とい

った感染に備えるなど、災害避難の在り方を常日頃から考えておく必要がある。 

 しかし発達障害児は日常生活の変化が苦手な場合が多く、災害といった非日常時には特に児童

の特性を考慮した適切な支援が求められている。災害はいつどこで発生するかは判らないため、

発達障害を抱えた児童が通う施設では予てより災害に対する十分な備えに取り組まなくてはなら

ない。令和元年度に鹿児島市における発達支援・放課後等デイサービス施設 170 箇所における災

害への取り組みについて基礎調査を実施したところ、各施設間により対策の差があるものの全体

的傾向として災害への備えは十分とは言えないことが明らかになった。 

 そこで今回、対象地域を広げ、九州管内の県庁所在地に設置された、児童発達支援・放課後デ

イサービス施設における災害への現状を明らかにすることを目的に調査研究を実施した。 

 

研究方法 

研究対象者：2020 年 10 月１日現在、各県がホームページ上で公表している 710 ヶ所の児童発達

支援・放課後デイサービス施設の管理者。但し、鹿児島市は前年度に同様の調査を

実施したため、令和 2年 10 月 1 日時点で新設されている施設のみを対象とした。 

調査対象内訳：鹿児島市 36 ヶ所、宮崎 55 ヶ所、熊本 180 ヶ所、長崎 76 ヶ所、福岡 219 ヶ所、

佐賀 57 ヶ所、大分 87 ヶ所 

調査方法：自記式郵送調査 

質問用紙：過去に発達障害情報・支援センターにより実施された調査報告書を参考に作成した 

令和元年に使用した物と同じ、オリジナルのアンケート用紙を用いた。 

質問項目：①児童発達支援・放課後等デイサービス施設の施設概要 

     ②災害時の飲料水や非常食の常備の有無、懐中電灯や携帯ラジオ、簡易トイレなどの

災害時備品の常備の有無、各児童に対する個別サポートブックの作成状況、心理専門

スタッフの有無、地域の危機管理課などの緊急連絡先作成の有無など、各施設におけ

る災害を想定とした具体的な備えについて 

分析方法：Excel を用いてデータをまとめ、統計ソフト SPSS26.0J for Windows を用いた 

     今回、地域別には分析せず、九州全域を一纏めにして分析を行った 

倫理的配慮：本研究はヘルシンキ宣言（2008 年ソウル修正）に従って実施した。具体的には、

研究対象者の人権擁護を厳守するために、得られたデータは個人が特定されないよう

に、質問用紙、返信用封筒共に無記名にて回答していただくなど、十分に配慮して研

究を進めた。調査対象者に対して文書にて本研究の目的・方法についての趣旨を説明

し、調査紙の返信をもって研究協力者の承諾を得たものとした。 

 

用語の定義 

児童発達支援事業所とは： 

障害のある児童を通所させて、日常生活の基本的動作の指導や、知識や技能の付与等の訓練を

行う事業所である。障害児の通所サービスは、以前は障害種別ごとに分かれていたが、2012年度

の児童福祉法改正により一元化され、児童発達支援センターと児童発達支援事業所（これまで

の知的障害児通園施設や児童デイサービス事業所等）で実施されている。児童発達支援事業所

は、児童発達支援施設と放課後等デイサービス施設に分けられている。 



児童発達支援施設とは： 

主に未就学の障害のある子どもを対象に発達支援を提供するものとして位置づけられている。

具体的には、療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障

害児が対象であり、市町村が行う乳幼児健診等で療育の必要があると認められた児童や保育所や

幼稚園に在籍しているが、併せて、指定児童発達支援事業所において、専門的な療育・訓練を受

ける必要があると認められた児童等に支援を行う施設である。 

放課後等デイサービスとは： 

主に障害児に対し授業の終了後又は休業日に通所させ、生活能力の向上のために必

要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与する施設である。対象者は、学校

教育法に規定する学校（幼稚園、大学を除く）に就学し、障害手帳、療育手帳（※「愛の手

帳」「みどりの手帳」と呼ぶ地域もある）、精神障害者保健福祉手帳などの手帳を所持するか、発

達の特性について医師の診断書がある6歳から18歳までの児童である。 

 

研究成果 

研究依頼施設：九州各県の県庁所在地に設置されている施設 710 ヶ所 

調査紙票配布施設内訳：鹿児島市 36 ヶ所 宮崎市 55 ヶ所 熊本 180 ヶ所 長崎 76 ヶ所 

           福岡 219 ヶ所 佐賀 57 ヶ所 大分 87 ヶ所 

調査紙票配布数：合計 710 票 研究協力数：195 票 有効票：194 票 

調査紙票回収施設内訳：鹿児島市 18 ヶ所 宮崎 20 ヶ所 熊本 37 ヶ所 長崎 16 ヶ所  

           福岡 48 ヶ所 佐賀 27 ヶ所 大分 23 ヶ所 不明 4か所 

調査紙票回収率：27.5％  有効回答率：27.3％ 

 

Ⅰ.施設概要 

 施設概要は、児童発達支援施設 23 か所（11.9％）、放課後等デイサービス 118 ヶ所

（61.1％）、児童発達支援施設・放課後デイサービス施設の両方を実施している施設 52 ヶ所

（26.9％）であった。 

 

 
 

 

Ⅱ．災害を想定した具体的な備え 

1.災害に備えて飲料水や非常食を常備しているか 

 全体の 60.6％の施設が災害に備えて飲料水や非常食を常備していると回答していた。10.4％

の施設が今後常備する予定であると回答し、8.3％の施設は現在検討中であった。常備していな

いと回答した施設は全体の 19.7％であった。 

 

 

 

児童発達支援施設 ,

23施設, 11.9％

放課後等デイサービス, 

118施設, 61.1％

両方を実施している施設, 

52施設,26.9％

図１.支援の種類（N＝193）



 
 

 

2.災害に備えて懐中電灯や携帯ラジオ、簡易トイレや毛布、救急医薬品など災害時の備品を常

備しているか 

 全体の 59.1％の施設が、災害に備えて懐中電灯や携帯ラジオ、簡易トイレや毛布、救急医 

薬品など災害時の備品を常備していると回答し、今後常備する予定の施設は 10.9％であっ 

た。常備していないと回答した施設は全体の 20.7％であった。 

 

 

 
 

 

3.子ども一人一人の特徴を記入した個別サポートブックを作成しているか 

 災害時に対応出来るように、子ども達一人一人に対する配慮点（アレルギーの有無、本人の 

行動の特徴等）を書き込んだ個別のサポートブックを作成していると回答した施設は全体の 

30.6％、今後作成予定と回答した施設は 10.9％であった。災害時用には作成していないと回 

答した施設は全体の 57.0％であった。 

 

常備している, 

117施設、

60.6％常備していない, 

38施設,19.7％

現在検討中, 16

施設,8.3％

今後常備する予定, 

20施設,10.4％

無回答,

2施設,1.0％

図２.災害に備えた飲料水や非常食の常備率（N＝193）

常備している, 

114施設, 59.1％

常備していない, 

40施設, 20.7％

現在検討中, 

18施設, 9.3％

今後常備する予定, 

21施設, 10.9％

図３．災害時必要な備品の常備率（Ｎ＝193）



 
 

4．被災による PTSD 発生時に相談できる心理専門のスタッフが施設内にいるか 

 被災後、情緒的反応の一つとして「PTSD（外傷性ストレス障害）」を引き起こすことがあり 

体験後数か月経ってから症状が現れることもあり、低年齢児ほど影響を受けやすい。 

災害発生等非常時に直ぐに相談し対処できる心理専門職職員が施設内に在籍していることが 

望ましいが、現状としては、心理専門スタッフが常勤として勤務している施設は全体の11.9％、

非常勤スタッフとして勤務している施設は 3.1％であった。また定期的にアドバイスを得る体

制がある施設は全体の 6.2％であった。施設内に心理専門職が不在で且つアドバイスを得る体

制も整備されていない施設は全体の 38.3％であった。 

 
 

5.管轄の災害救助業務を行っている地域福祉課や防災に関する業務を行っている危機管理課など

の緊急連絡先を作成しているか 

 全体の約 53.3％が緊急連絡先を作成しており、現時点は作成してはいないが、今後作成予定

の施設は 10.9％、現在作成中の施設は 3.1％と、全体の約 67.3％の施設で緊急連絡先を準備

していることが明らかになった。 

 

作成している, 

59施設、30.6％

災害時には作成していない、

110施設、57.0％

今後作成予定, 

24施設、12.4％

図４.個別サポートブック作成の有無（N＝193）

常勤スタッフとして勤務して

いる, 23施設,11.9％ 非常勤スタッフとして勤務

している, 6施設,3.1％

定期的にアドバイスを得

る体制がある,

12施設,6.2％

非定期的にアドバ

イスを得る体制が

ある, 

48施設,24.9％

施設内にはスタッ

フもアドバイス体

制もない,

74施設,38.3％

無回答, 

29施設、15.0％

図5.PTSD発症時の心理専門スタッフの支援の有無（N＝193）



 
 

考察 

 今回、九州管内の県庁所在地に設置されている児童発達支援・放課後デイサービス施設 710 ヶ 

所における災害への備えに関する調査を実施した。災害に備えて飲料水や非常食の準備状況につ 

いては、本来全施設で常備する事が望ましいと考えるが、常備している施設は約 6割、今後常備 

予定の施設が１割という結果であった。懐中電灯や携帯ラジオ、簡易トイレや毛布、救急医薬品 

などの被災時に必要と考えられる備品に関しても全施設での常備が求められるが、常備している 

施設は約 6割、今後常備を予定している施設は約 1割であった。 

災害時に対応出来るように、子ども達一人一人に対する配慮（アレルギーの有無、本人の 

行動の特徴等）について書き込んだ『個別のサポートブック』を作成していないと回答した施設

は全体の約 6割を占め、作成していると回答した施設は九州管内全体の約 3割、今後作成予定と

回答した施設は約 1割にとどまっていた。災害直後は社会全体が混乱し社会的弱者である子ども

が被害者となる可能性が高い。特に発達障害児は問題が起きたときにパニック等の症状を引き起

こすことも考えられる。個別サポートブックの準備は対象児の行動の特徴やアレルギーの有無な

どを記載しているため、緊急時に様々な支援者が発達障害児へ適切な支援を行うために、これら

の準備は必要不可欠であると考える。 

管轄内の災害救助業務を行っている地域福祉課や防災関連業務を行っている危機管理課などの

緊急連絡先作成状況については、九州管内全体の約 7 割の施設が、作成済・現在作成中・今後作

成予定と回答しており、少しずつ整備が進んでいることが明らかになった。 
その他、災害を体験した場合、体験後数か月経って PTSD の症状が現れることがあり、低年齢 

程影響を受けやすいと言われている。実際、東日本大震災の後の調査にて、震災直後に生まれた

子どもたちに多動や攻撃性といった情緒や行動上の問題や語彙の遅れ傾向等が見られること、震

災の記憶が直接なくても震災が子どもに悪影響を与えていること等が指摘されている。また、被

災した子どもたちだけではなく子どもたちを支援する施設職員も被災者であることから職員に対

しても継続的な心理ケアが必要である。しかしながら、心理専門のスタッフが勤務している施設

は常勤・非常勤と合わせて約 2 割弱に留まっていた。施設内に心理専門職が不在で且つアドバイ

スを得る体制すら整備されていない施設は全体の約 4割にも上っていた。 

災害発生時に迅速かつ適切に支援を受けるために現体制では充分ではないため、今後は、全県

其々において災害対策に関する基準を作り、災害対策の予算化、防災・減災についての啓蒙活動

を行うなど、各県其々が組織として取り組み、支援の拡充を図る事が望まれる。 
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作成している, 

99施設,53.3％作成していない, 

63施設,32.6％
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図6.緊急連絡先の作成状況（N＝193）



小地域統計データの地理情報システム（GIS）利用による 
地域防災への活用可能性 

 
教育学系 深瀬 浩三 

 
1．はじめに 

 
近年，地震や台風，局地的な集中豪雨などの

大規模自然災害が日本各地で発生しており，

広域的に深刻な被害をもたらしている．特に，

土砂災害危険箇所を多く抱えている日本で

は，道路交通などの外部からのアクセスが途

絶し，人の移動・物資の流通が困難もしくは不

可能となり，孤立化の可能性がある集落１）２）

は，2005 年と 2010 年ともに全国で約 17,000
集落もある（図 1）（内閣府政策統括官（防災

担当），2005，2010）．また，孤立リスクを抱

える地方の多くの農業集落３）では，食料や医

薬品，防災資機材，通信設備，避難・支援マニ

ュアル，自主防災組織などの備えが不足して 
いる状況である（宮本・北川，2007）． 

2000 年代後半から，日本は人口減少社会を 
迎え，特に地方の中山間地域では人口の 50％ 
以上を 65 歳以上の高齢者が占める「限界集

落」が急増し，地域（集落）の維持が次第に困

難になっている（大野，2008；農村開発企画委

員会編，2006，2007）．研究対象地域の鹿児島

県も 65 歳以上が人口の 50％以上を占める集

落数が多く，集落機能の維持が困難となり，今

後 10年以内に無居住化の可能性のある集落も

増えていくと予測される（表 1）． 
集中豪雨や地震などの被害が広範囲におよ

ぶと，中山間地域における救援活動も従来通

りの対応が困難となる可能性が充分にある． 
自然災害などに対する地域防災力の維持・向上が問われている．高齢化・過疎化などを前提に，

地域においてあらゆる自然災害発生を想定し，事前の防災・復興計画して，災害にしなやかに対

応できる地域づくりの取り組みが求められる． 
その取り組み活動の中で，基礎資料となるのが統計データの地図化（可視化）である．近年，

情報化の進展と処理技術の進歩によって，総務省統計局「e-Stat 政府統計の総合窓口」のウェブ

サイト（（https://www.e-stat.go.jp/gis）から，国勢調査や農林業センサス，経済センサス，事業

所・企業統計調査などの人口・社会・経済関連の公的統計データの二次利用，国土地理院のウェ

ブサイト「電子国土基本図（地図情報）」（https://www.gsi.go.jp/kibanjoho/mapinfo_what.html）
などの様々な地図・空中写真データなどの整備が進んでいる４）．これら統計データや地図データ

が，Web 上で無償公開されるようになり，地理学をはじめ様々な分野で地理情報システム（GIS）
を活用した地図化や分析が行われている． 
今回は，市区町村の行政区画よりも小さな地域単位（町丁・字等別）で集計された国勢調査の

「小地域集計」や農業センサスの「農業集落別集計」といった，よりミクロな視点からの定量分

析ができる小地域統計に着目したい．集計範囲が最小単位であるため，地域の統計的把握におけ

る基礎的意味を持っている．平成の大合併によって，農村地域に位置する町村の多くが都市的な

市区町と合併したことで，自治体数は約 3,200 から約 1,750 に減少した．行政領域は広域化し，

図 1 孤立可能性集落数の都道府県別分布（2010 年） 
（内閣府政策統括官（防災担当）（2010）のデータより筆者作成） 

鹿児島 379 103（27.2％） 3 1 7

南薩 770 227（36.0％） 55 13 48

北薩 530 181（34.2％） 43 2 24

姶良・伊佐 664 265（39.9％） 25 3 39

大隅 1780 721（40.5％） 19 2 46

熊毛 239 70（29.3％） 21 0 19

大島 323 90（27.9％） 26 7 9

県計 4685 1707（36.4％） 192 28 192

地域 全集落
65歳以上が人
口の50％を占
める集落数

集落機能の
維持が困難
な集落数

10年以内に
無居住化の
可能性のあ
る集落数

いずれ無居
住化する集

落数

表 1 鹿児島県地域別の条件不利地域の集落数（2020 年） 

（鹿児島県（2020）のデータを引用） 



市区町村レベルのデータでは十分に地域的特性を把握することが困難となっている．度重なる市

町村合併によって時系列分析に支障をきたすようになったことから，恒久的な区画単位での統計

が求められるようになり，小地域統計はこうした要望に応えるものともなっている． 
近年の小地域統計の活用に関する地理学的研究については，例えば，梶田（2013，2014，2015）

は国勢調査と農業センサスに関する小地域統計のリンケージの可能性について検討している．人

口・世帯の状況を把握する国勢調査と，農業の実態を把握する農業センサスでは作成目的が異な

るため，小地域統計の集計範囲が一致しないことから，統合的・補完的に利用するための整備が

必要であると指摘している．寺床（2018）も農業集落と国勢調査小地域との関係性について分析

し，大字と農業集落が一致する場合と，1 つの大字に複数の農業集落が含まれる場合があり，その

地域的特徴を明らかにしている．また，花岡（2016）は，国勢調査の小地域集計と匿名データ（国

勢調査全体の 1％を抽出した個人が特定できないよう匿名化処理が施された個票データ）を用い

た小地域マイクロデータの構築と災害・防災研究での利用可能性を検討している．災害・防災研

究において小地域統計は有用性があるが，匿名データや地方自治体が管理している住民基本台帳

は個人情報保護上の制約などの課題もあり，その利用にはハードルが高いことを指摘している．

小地域統計の災害・防災研究への活用の検討は蓄積が必要である． 
本研究では，鹿児島県の国勢調査と農業センサスの小地域統計を用いて，GIS フリーソフト

（MANDARA）を活用して地図化し，地域防災への活用可能性について検討することを目的とする．  

 
2．jSTAT MAP による小地域統計の WebGIS 利用 

 
まず，専用の地理情報システムのソフトを使わなくても Web ブラウザ上で誰でも使える地理情

報システム（WebGIS）である総務省統計局 e－Stat「地図で見る統計（統計 GIS）」の「jSTAT 
MAP５）」を紹介する．操作方法も e－Stat 内で確認することができる．jSTAT MAP は，国土地

理院の地図や空中写真，Google マップのデータの表示することができ，境界データについては都

道府県界，市区町村界，国勢調査の小地域界，農林業センサスの農業集落界などの様々なスケー 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 図 2 jSTAT MAP の操作画面 

（総務省統計局「e-Stat 政府統計の総合窓口」より引用） 



総世帯数

総世帯数に占める
65 歳以上のみの世
帯の割合

ルの表示が可能であり，重ねて表示することもできる．また，近年のデータに限られるが，国勢

調査や農林業センサスなどの小地域統計がすでにセットされているため，必要な項目を選択する

ことで統計地図を表示することができ，利用者のニーズに沿った地域分析が可能である（図 2）
６）．国土交通省の国土数値情報から土砂災害危険箇所データなどを読み込んで重ねて地図表示す

ることもでき，防災に対する計画や対策にも応用できると考える．  
 
3．国勢調査と農業センサスの小地域統計データの地図化 

 
総務省統計局 e－Stat の「地図で見る統計（統計 GIS）」から，国勢調査の小地域集計（1995 年

～）や農林業センサスの農業集落別集計（2005 年～）などの統計データ（境界データと結合でき

る KEY_CODE 付き）と境界データ（シェープファイル形式）がフリーでダウロードできる． 
 両統計の統計内容をみると，国勢調査の小地域集計は，「人口等基本集計に関する集計」「就業

状態等基本集計に関する集計」「世帯構造等基本集計に関する集計」「従業地・通学地による人口・

就業状態等集計に関する集計」「移動人口の男女・年齢等集計に関する集計」の計 16 項目の統計

データがある．一方，農林業センサスの農業集落別集計は，農業経営体や販売農家の経営内容に

関する計 41 項目の統計データがある．ただし，両統計の小地域統計データは母集団が小さいの

で，国勢調査では一般世帯などの世帯人員や世帯数が 1～3 の地域，農林業センサスでは農家戸数

4 戸以下の集落については，個人情報保護上から秘匿処理（統計表で「X」と表記）されている． 
 次に，両統計の境界データを，地理情報分析支援システム「MANDARA」（http://ktgis.net/man 
dara/）のフリーの GIS ソフトを活用して，両地域の境界データを用いて基盤となる地図ファイル

を作成した．両統計を境界データの地図ファイルを見比べると，集計範囲が異なるため，1 つの大

字に複数の農業集落が含まれる場合が多かった．また，統計データと境界データをリンクさせる

作業は手間がかかる． 
事例として，国勢調査の小地域集計の中から，鹿児島県における総世帯数と 65 歳以上のみの世

帯数の占める割合のデータを使って分布図（図 3）と，農林業センサスの農業集落別集計の中か

ら，鹿児島県における総農業従事者数と 65 歳以上の占める割合のデータを使って分布図（図 4）
を作成した．両図は鹿児島県全体を示しているため，鹿児島市などでは分布の表示が見えにくく

なっているが，MANDARA では特定地域をズームイン（またはズームアウト）して表示できる． 

国勢調査の小地域集計を使った図 3 の場合，総世帯数に占める 65 歳以上の割合が 50％以上の限 
界集落と呼ばれる地域や，40％以上の限界集落化の可能性がある地域が多く分布していることが

読み取れる．一方，農林業センサスの農業集落別集計を使った図 4 の場合，65 歳以上の農業従事 
者の割合が 50％を占めている農業集落が多く分布している．また，土砂災害危険箇所データなど 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3 鹿児島県における総世帯数と 65 歳以上のみの世帯数の占める割合の町丁別分布（2015 年） 
注）データが表示されていない箇所は「データなし」または秘匿データのため表示できないものである． 

（2015 年国勢調査の「小地域集計」のデータより筆者作成） 
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を読み込んで重ねて地図表示させることも可能である．このように，両分布図から市町村レベル

よりもより詳細に地域の人口，農業従事者の状況を把握することができる．しかし，前述したよ

うに，両統計ともに個人情報保護上から秘匿処理されている地域も多いため，この点については，

研究対象地域を選定し，現地での地域調査などが必要となるだろう． 
 
4．おわりに 

 
以上のように，近年，全数調査で実施された信頼性の高い大規模な公的統計である国勢調査や

農業センサスなどの小地域統計が入手しやすくなっている．小地域統計の利用目的（研究目的）

に合わせて地域（集落）単位を任意に設定できるなど，数多くのメリットを持っている． 
また，地理情報システム（GIS）を用いた小地域統計の地図化（可視化）がしやすくなっているこ

とから，特定地域に対する理解を大きく深めることができ，小地域統計の需要は高まると予測さ

れる．jSTAT MAP のような Web ブラウザ上で確認できる地域分析ツールの活用も期待される． 
国勢調査や農林業センサスの小地域統計は，大規模災害を想定した事前の地域性を考慮した支

援計画や復興計画などの地域防災力の向上を図るための DIG（災害図上訓練）のワークショップ，

地理教育での身近な地域の防災学習などの基礎資料となる．小地域統計のデータと Web 上で利用

できる新旧地形図やハザードマップなど様々な地理情報を GIS 地図で重ね合わせてみることで，

地域防災の計画・活動に活用できると考える． 
ただし，梶田氏や寺床氏が指摘しているように，国勢調査と農業センサスなどの小地域統計は 

集計範囲が一致しないことと，調査年次によって地域（集落）の集計範囲が変化するため，設定 
区域の照合と分析に際しては繁多な手作業を必要とする．両統計の総合的な検討は難しいため，

両統計を補完的な形で利用できる環境の整備が望まれる．また，近年，個人情報保護の上で秘匿

処理の施される区画が増大しており，分析の正確性を損ねる可能性もはらんでいる． 
今後は，従来の研究を踏まえて両統計の小地域統計の補完的な利用の分析・検討を継続し，ま

た，特定地域の様々な統計データを活用して地図化を行いたい．今回は，コロナウイルスの感染

拡大の影響で，小地域統計を用いて実際の地域調査を実施することができなかった．地域防災力

を高める取り組みや地理教育の防災学習に役立てられるように，その有効活用を実践していきたい．  

 
 
注 
1）内閣府政策統括官（防災担当）（2005，2010）によると，自然災害で孤立する可能性がある集落を判断する上

で，地区または集落へのすべてのアクセス道路が土砂災害危険箇所（土石流危険渓流，急傾斜地崩壊危険箇所，

地すべり危険箇所）または山地災害危険地区に隣接していることと，船舶の停泊施設がある場合は，地震または

津波により当該施設が使用不可能となるおそれがあることを基本条件としている． 

図 4 鹿児島県における総農業従事者数と 65 歳以上の占める割合の農業集落別分布（2015 年） 
注）データが表示されていない箇所は「データなし」または秘匿データのため表示できないものである． 

（2015 年農林業センサスの「農業集落別集計」のデータより筆者作成） 



2）孤立集落の定義については，中山間地域，沿岸地域，島嶼部などの地区及び集落において，「地震，風水害に伴

う土砂災害等による道路構造物の損傷，道路への土砂堆積」「地震動に伴う液状化による道路構造物の損傷」「津

波による浸水，道路構造物の損傷，流出物の堆積」「地震または津波による船舶の停泊施設の被災」などの要因

等により，道路交通及び海上交通による外部からのアクセス（四輪自動車で通行可能かどうかを目安）が途絶

し，人の移動・物資の流通が困難もしくは不可能となる状態とする． 
3）農林水産省の用語解説によると，農業集落とは，「市町村の区域の一部において，農作業や農業用水の利用を中

心に，家と家とが地縁的，血縁的に結び付いた社会生活の基礎的な地域単位のこと」である（https://www.maff. 
go.jp/j/wpaper/w_maff/h23_h/trend/part1/terminology.html）． 

4）その他にも，例えば，宮崎県が提供している「地理情報システム ひなた GIS」（https://hgis.pref.miyazaki.lg. 
jp/hinata/），経済産業省と内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局が提供している「RESAS 地域経済分析

システム」（https://resas.go.jp/#/13/13101），埼玉大学の谷 謙二氏が提供している「Web 等高線メーカー」

（http://ktgis.net/service/webcontour/index.html）や「今昔マップ on the web：時系列地形図閲覧サイト」

（http://ktgis.net/kjmapw/）などがあるので，参照されたい． 
5）jSTAT MAP の概要については，羽渕・駒形（2019）を参照されたい． 
6）jSTAT MAP に収録されている統計データは，国勢調査や農林業センサスの他にも，「漁業センサス」「事業所・

企業統計調査」「経済センサス（基礎調査・活動調査）」「学校基本調査」「人口動態調査」「医療施設調査」「地域

保健・老人保健事業報告」「医師・歯科医師・薬剤師調査」「社会福祉施設等調査」「介護サービス施設・事業所

調査」「水質汚濁物質排出量総合調査」がある． 
 
 
文献 
大野 晃（2008）：『山村環境社会学序説―現代山村の限界集落化と流域共同管理―』 農山漁村文化協会．  
鹿児島県（2020）：令和元年度過疎地域等の条件不利地域における集落の状況把握調査結果について―本県分調査

結果（速報）―（ https://www.pref.kagoshima.jp/ac06/shuraku/documents/56688_20200708135406-1.pdf 
2021 年 1 月 5 日最終閲覧）． 

梶田 真（2013）：国勢調査と農業センサスの補完的検討の試み―小地域統計を用いた久慈市山形町の戦後動態の

定量分析―．人文地理，65（2），pp.42-60． 
梶田 真（2014）：地域統計としての農業センサス―農村地域における小地域統計の利用可能性に関するノート 

―．東京大学人文地理学研究，21，pp.47-66． 
梶田 真（2015）：可住地情報を利用した小地域統計の高精度可視化による活用―島根県島後への適用―．地理科

学，70（2），pp.77-91． 
寺床幸雄（2018）：農業集落と国勢調査小地域との関係性に関する基礎的分析．立命館文學，656，pp.661-647． 
内閣府政策統括官（防災担当）（2005）：『中山間地等の集落散在地域における孤立集落発生の可能性に関する状況

調査（都道府県アンケート調査）』 内閣府． 
内閣府政策統括官（防災担当）（2010）：『中山間地等の集落散在地域における孤立集落発生の可能性に関する状況

フォローアップ調査（調査結果）』 内閣府政策統括官（防災担当）． 
花岡和聖（2016）：全国版の小地域マイクロデータの構築と災害分析への活用―国勢調査・匿名データの利用―．

地域安全学会論文集，29，pp.247-255.  
羽渕達志・駒形仁美（2019）：地図で見る統計（jSTAT MAP）について．情報の科学と技術，69（6），pp.244-249． 
農村開発企画委員会編（2006）：『限界集落における集落機能の実態等に関する調査報告書―平成 17 年度農林水産

省農村振興局委託―』 農村開発企画委員会． 
農村開発企画委員会編（2007）：『限界集落における集落機能の実態等に関する調査報告書―平成 18 年度農林水産

省農村振興局委託―』 農村開発企画委員会． 
宮本英揮・北川慶子（2009）：中山間地域集落の山地災害リスクの評価．佐賀大学文化教育学部研究論文集，14（1），

pp.261-271． 



令和２年７月豪雨による人吉・球磨地方の農地の被害調査と復旧に向けて 
  

農学部 平 瑞樹・原 知輝・若松 海人 
 

１．はじめに 

令和 2 年 7 月 3 日から 8 日にかけて梅雨前線が九州地方から東日本に停滞し，活発なまま九州

に停滞し，記録的な大雨となった．気象庁は，熊本県，鹿児島県，福岡県，佐賀県，長崎県，岐

阜県，長野県の 7 県に大雨特別警報を発表した．長野県や高知県では 7 月の総降水量が 2,000 ミ

リを超えたところもあり，九州南部，九州北部，東海や東北地方で 24 時間降水量が観測史上 1
位を超えた． 
 本報では，全国各地で被害を大きくした 7 月豪雨の特徴について概観し，球磨川水系の氾濫に

より埋没した農地の被害状況や農道斜面の崩壊など現地調査の報告，埋没した農地への土砂およ

び造成団地の崩壊斜面の土の物理的性質について調査した．得られた知見については，球磨川水

系沿いの水田復旧や豪雨で崩壊した造成団地の法面対策工法に寄与することを目的とする． 
 

２．令和 2年 7月豪雨の特徴 

7 月豪雨の特徴は，梅雨前線が華中から九州付近に停滞して，西日本から東北地方の広い範囲

で梅雨末期の前線が北上した大雨であった．7 月 13 日から 14 日にかけて中国地方，26 日から

29 日にかけて東北地方に中心が移動し，九州，東海，東北の多くの地点で 24，48，72 時間降水

量が観測史上 1 位の記録を更新した地点が多数あった．1 時間降水量では，鹿児島県鹿屋市

109.5 ミリ（6 日），日置市東市来 98.5 ミリ（3 日），熊本県天草市牛深 98.0 ミリ（4 日），熊本県

葦北郡芦北町田浦 86.5 ミリ（4 日），24 時間降水量では，大分県日田市 497 ミリ(7 日)，鹿児島県

鹿屋市 496 ミリ（6 日），熊本県球磨郡湯前町 489.5 ミリ（4 日），水俣市 474.5 ミリ，あさぎり町

463.5 ミリ，球磨村 455.5 ミリ，山江村 453 ミリ（4 日）と図-1～図-4に示すように熊本県南部

のアメダス観測値からも猛烈な大雨が短期間に降ったことが確認できる． 
人的被害については，死者・行方不明者 86 名で負傷者 77 名を含む計 163 名が報告されてい

る．住宅被害は，全壊や浸水など 16,599 棟（7 月 16 日現在）が計上された．熊本県球磨地方が

67 名の死者・行方不明者（球磨村 25 名，人吉 20 名，芦北 12 名，八代 5 名，山鹿 2 名，津奈木

3 名）で最も被害が大きい．また，土砂災害の発生状況は，全国 961 件で，その内でも熊本県が

226 件，長野県 73 件，福岡 62 件，神奈川 61 件，長崎 42 件，和歌山と広島 36 件などで，芦北

町で 8 名，津奈木町で 3 名が土砂崩れによる死亡者が確認された．河川の溢水や超水による氾濫

が全国で発生しており，芦北町佐敷川の溢水（浸水家屋 1,620 戸，浸水面積 304ha），相良村川辺

  
図-1 アメダス降水量（水俣 7/3-7/4）    図-2 アメダス降水量（牛深 7/3-7/4） 

  
図-3 アメダス降水量（人吉 7/3-7/4）    図-4 アメダス降水量（山江 7/3-7/4） 
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川（149 戸，130ha），日田市玖珠川（290 戸，38.5ha），大牟田市では，大牟田川（2,168 戸，

126ha），諏訪川（1,885 戸，237ha）堂面川や白銀川の溢水・内水被害が際立っている．また，道

路（10 路線 29 区間）・橋梁（球磨川水系 10 橋流失）や鉄道（3 事業者 4 路線）の交通インフラ

被害も甚大であるため，１日も早い復旧対策が急がれる． 
 

３．農林水産関連の被害 

農林水産省の調べによると，7 月豪雨による農作物の被害額は，186.3 億円で，農作物（水

稲，大豆，野菜，果樹，花き，葉たばこの冠水）や家畜斃死の被害，農業用ハウスの浸水や農・

畜産用高性能機械（55.6 億円）の被害が大きい．農地および農業用施設の被害額は，1,030.4 億

円（農地 22,784 箇所，農業用施設など 14,899 箇所），林野関係 964 億円（林地荒廃 1,585 箇所，

林道 8,730 箇所など），水産関係 19 億円（水産物 70 件，漁船 206 隻，湾港 14 漁港）となってお

り，流木などの漂着物流入が被害を大きくしている．熊本県人吉・球磨地域，芦北地域，鹿児島

県北薩地域，姶良・伊佐地域，大隅地域から甚大な被害が報告されている．表-1には九州にお

ける農地・農業用施設の被害箇所数を示した．九州全域でも 15,060 箇所の水田，4,581 箇所の畑

地での豪雨による被害がでており，特に熊本県内の水田 8,488 箇所，畑地 2,535 箇所，水路 2,100
箇所，農道 1,485 箇所が被災し，大分県，鹿児島県の順に箇所数が多くなっている．農地関連の

被害については，人吉・球磨地域が甚大であり，球磨川水系の架橋や堤防護岸の築堤の進捗から

埋没した水田，崩壊した水路や農道の復旧が検討されることになる．近年，内水面の被害が多い

ことからも河川より低い土地における排水対策のための揚水機場の機能診断も重要になってく

る． 
 

４．現地調査の状況と考察 

今年度は，新型コロナウィスル感染拡大の防止の点から，県境を越えての調査が難しい状態で

あったが，九州農政局川辺川農業水利事業所管内での現地調査を実施することができた．道路が

通行止のところもあり，葦北郡への移動は迂回しての調査となった．図-5に調査位置図を示

す．球磨川本流に支流が合流する地点で，浸水被害を大きくしていることがわかるが，調査地の

馬氷川や万江川の下流では地形的な要因

で溢水が始まり，農地への土砂などの流

入や家屋床上・床下浸水が拡大してい

る．球磨村渡地区では，球磨川に流れる

小川付近での浸水により特別養護老人ホ

ーム千寿園で 14 名が犠牲になった．河道

流域の狭窄部から上流側へ深さ約 10ｍの

浸水域が発生したものと推測される．時

間雨量は少量でも，急峻な地形が多い小

河川から一気に低い土地へ流入すること

が浸水領域を拡大しているように思われ

る．地下への浸透能の改善や雨水を一時

 
 

図-5 人吉・球磨地方の調査地点     

 表-1 令和 2年 7月豪雨 農地および農業用施設の被害箇所数 

 
 

県　名 水田 畑地 ため池 頭首工 水路 揚水機 堤防 道路 橋梁 その他

福岡県 416 219 39 67 534 12 274 1 5

佐賀県 429 504 41 16 340 257 1

長崎県 593 359 7 11 283 171 2

熊本県 8,488 2,535 72 431 2,100 37 1,485 30 11

大分県 4,165 483 23 233 1,301 27 557 45

宮崎県 129 38 9 107 94 3

鹿児島県 840 443 9 65 642 556 2

合　　計 15,060 4,581 191 832 5,307 76 0 3,394 81 19

農地（箇所） 農業用施設（箇所）



貯水する機能を持たせるような対策工が減災のために緊要となる．人吉市棚葉瀬地区の農地埋没

地区では，農道や水路が押し流されてアスファルトが浮き上がっている箇所が散見された．水稲

に土砂や瓦礫が流入してが全滅状態で，コンクリート水路も周囲に流されて管路が破損してむき

出しの状態である．人吉市七地地区（写真-3）は，球磨川の堤防が抉られて農地基盤が影響を受

けていることから，河川堤防の復旧が先行して実施されないと，次年度の作付けは難しい状況で

ある．球磨川支流の川辺川の相良村四浦西地区（写真-4）でも大量の土砂が農地を広範囲で埋め

ている．支流上流部での溢水による農地埋没は，比較的早く復旧が進むものと思われる．その

他，農道の流失については，水が引く時の強い吸引作用によって，アスファルト基盤下の地盤が

     
写真-1 農地の埋没（人吉市棚葉瀬地区）    写真-2 農道の被害（人吉市棚葉瀬地区）

    
写真-3 球磨川堤防と農地被害（人吉市七地）   写真-4 川辺川沿いの農地（四浦西地区） 

 

    
写真-5 球磨川沖鶴橋の崩落      写真-6 人吉市沖鶴橋     写真-7 沿道の瓦礫（人吉市大柿） 

 

      
写真-8 浸水による宅地崩壊    写真-9 法面崩壊（芦北町鵜木山） 写真-10 宅地への土砂流入（芦北町） 



流れ出ている状況がみられた．そのため，浸水被害に強い法面保護対策も必要である．途中，橋

梁の上部工が落橋（写真-5,6）しており，増水による横方向からの水圧が大きかったことがうか

がえた．人吉市大柿地区（写真-7）では，家屋の床上浸水（写真-8）が甚大で，上流から流され

てきた家財道具や瓦礫が堆積したため，山腹の沿道には災害廃棄物が山積みになっている地区も

あった．葦北郡芦北町鵜木山の農道被害と斜面の崩壊地区（写真-9）では，土砂移動による家屋

への流入を抑制する工事で，雨の降る中を重機による作業（写真-10）がおこなわれていた． 
 
５．被災現場で採取した土の物理的性質 

 被災した人吉・球磨地方での土試料のサンプリングから，本地域での土の物理性について評価

した．図-6～図-9に粒径加積曲線と表-2に土粒子密度と得られた粒度特性値を示した．得られ

た物性値については，今後の対策工への基礎データとして検討する予定である． 

 
６．おわりに 

 日本各地で甚大な被害となっ

た令和 2 年 7 月豪雨は，特に人

吉・球磨地域を含む熊本県南部

の被害が顕著であった．球磨川

水系の氾濫により埋没した農地

の被害状況や農道斜面の崩壊な

ど現地調査した現況報告と，埋

没した農地への土砂および造成

団地の崩壊斜面の土の物理的性

質について基礎資料を得ることができた．今後，球磨川水系沿いの埋没した水田復旧の対策や，

豪雨で崩壊した造成団地の法面対策工法を検討する必要から，崩壊地の地形や土質との関係を調

べるために，法面形状などの定量的な被害規模について，さらに詳細な調査をする必要がある． 

参考文献 

（１） 内閣府防災情報のページ，http://www.bousai.go.jp/index.html （2021.2.1 参照） 

（２） 令和２年７月豪雨に関する被害状況（令和 2 年 9 月 24 日），農林水産省九州農政局調査報告書 

    
図-6 粒径加積曲線（人吉市七地）     図-7 粒径加積曲線（相良村四浦西） 

    
図-8 粒径加積曲線（加茂団地）         図-9 粒径加積曲線（阿蘇・諏訪団地） 
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表-2 採取した土の物理的性質 

 

人吉市七地 相良村四浦西 加茂団地 阿蘇・諏訪団地

土粒子密度 g/cm
3 2.699 2.544 2.597 2.640

最大粒径 mm 4.75 0.85 4.75 0.85

60％粒径 mm 1.00 0.35 0.55 0.25

50％粒径 mm 0.70 0.30 0.35 0.12

30％粒径 mm 0.550 0.250 0.055 0.060

10％粒径 mm 0.350 0.140 0.007 0.006

均等係数 Uc 2.9 2.5 84.6 41.7

曲率係数 Uc' 0.86 1.28 0.85 2.40

細粒分含有率 Fc (%) 2 2 32 41

　



火山砕屑物による港湾埋塞現象解明のための基礎的研究 

 

先進工学科・海洋土木 PG 長山 昭夫 
 

 

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。 

 



桜島から噴出する火山灰に関する研究（令和２年度） 

―火山灰の構成鉱物から火山活動を監視するための予備的調査― 

教育学部 松井 智彰 

１．はじめに 

 鹿児島においてリアルタイムで活動する火山について日常生活で最も身近に意識されるのは桜

島の「火山灰」であると言っても過言ではなく，日々噴出・降下する「火山灰」の特性を正確に

理解することは地域特有の防災課題の中でも最上位に位置付けられるものである。桜島の令和 2

年の噴火回数は 432回（このうち爆発は 221回）で，令和 3年 1月の噴火回数は 21回（このう

ち爆発は 18回）で全て南岳山頂火口からの噴火であった（福岡管区気象台・鹿児島地方気象台, 

2020; 2021）。南岳山頂火口では，噴火活動が令和元年 9月以降活発化し，3月から 6月にかけて

噴出規模の大きな噴火の頻度が増加した。6月 4日 2 時 59 分の爆発では大きな噴石が火口より

約 3 km の地点まで飛散しているのが確認された（小さな噴石は南岳山頂火口の東 4～5 km 付近

でも確認された）。また 7月頃には，噴火回数が減少し噴火活動は低下したが，8月以降，噴火活

動は緩やかに活発化の傾向を示している。このような桜島の活動状況を踏まえて，大規模火山噴

火に備え災害に対してレジリエントな地域社会を実現するためにも，平時から地道に火山噴出物

に関するデータを継続して蓄積していくことが防災の基礎であると考える。 

 このため本事業では，桜島から噴出する「火山灰」に着目し，一昨年度までの調査を再開して

（昨年度は教育学部建物改修のため事業を中断した）物質科学的な基礎データを蓄積するととも

に，より精密に火山活動を監視するための研究手法を確立することを目的とする。 

２．実験方法 

昨年度まで採取地としていた鹿児島市立黒

神中学校が本年度から休校となったため，桜島

南岳山頂火口の東北東約5 kmで黒神中学校の

北約 900ｍに位置する鹿児島市立黒神小学校

に協力を依頼して採取した（図１）。実験方法

のフローチャートを図２に示す。採取期間は令

和 2年 11月 19日から令和 3年 1月 21日まで

の約 2ヶ月間で合計 2試料を得て質量測定し

た。火山灰試料は，500 μm，250 μm，120 μm，

62 μmの 4つのフルイで 5つの粒度に分別し

た。 

 火山灰試料採取 

 水洗・乾燥  肉眼観察 

（写真撮影） 

 質量計測 

 粉末 X線回折 

 （非磁性鉱物） 

 粒度分析 

図２．実験方法のフローチャート 

図１．火山灰試料採取地点 

番号 採取期間 日数
質量

(g/m2)
≤ 62 (μm) 13.8

62-120 11.1

120-250 22.9

250-500 23.7

500 < 28.5

≤ 62 (μm) 0.2

62-120 19.7

120-250 37.3

250-500 23.7

500 < 19.2

粒度分析 (%)

1

2

2020/11/19
～12/17

2020/12/17
～2021/1/21

411.0

344.9

28

35

表１．降灰量と粒度分析の結果 



 

粉末�X 線回折実験は，リガク製�X 線回折装置�Ultima IV Protectus（管電圧 40kV; 管電流 

40mA; モノクロメータ（グラファイト）使用; 発散スリット・散乱スリット 1˚; 受光スリット 

0.15mm）を用いて�CuKα 線によって測定し，回折線データ（XRD 図形）を得た。試料では�3 ˚≤ 

2θ ≤ 70˚の範囲を�10˚/min で測定し，統合粉末Ｘ線解析ソフトウェア�PDXL を用いた�COD 
（Crystallography Open Database）とのコンピューター照合により火山灰に含まれる主な鉱物

を同定した。火山灰から磁石で磁性鉱物を除去した後の試料については斜長石の構造状態を判定

するために，21˚ ≤ 2θ ≤ 33˚の範囲を�0.1˚/min（発散スリット・散乱スリット 1/2˚）で精密に測定

した。 

試料 1（120～250μm） 

試料 2（120～250μm） 

試料 1（250～500μm） 

試料 2（250～500μm） 

３．結果と考察 

(1) フルイ分け・肉眼観察

試料 1と 2の採取期間における噴火回数（カッコ内は爆発回数の内数）はそれぞれ 19回（13

回）と 17回（13回）であった。1m2あたりの降灰量に換算した質量と粒度分析の結果を表１に

示す。試料 2は試料 1と比べて採取期間の平均として 62μm以下の粒子の割合が低く，120～

250μmの粒子の割合が高い。試料 1は試料 2に比べて全体としてやや赤みがかっていた。フルイ

分けした火山灰試料の写真を図３に示す。これまでの調査（例えば，松井ほか, 2017; 松井・足立, 

2018; 松井・七村, 2019）と同様，黒岩片の割合が高く，肉眼で判別できる鉱物結晶としては斜

長石が多く確認された。これらの斜長石の構造状態を推定するために，120～250μmの試料を使

用した。 

図３．火山灰試料の写真（写真中の方眼は 1mm間隔） 



 

(2) 粉末 X線回折実験

測定した回折線データを PDXLを用いて CODとのコンピューター照合をしたところ，火山灰

中の非磁性鉱物は主として斜長石からなることが判明した。一方，斜長石の構造状態については，

Scheidegger (1973)に従って 21˚ ≦ 2θ ≦ 33˚の範囲で面指数(1-11)，(-201)，(131)，(220)，(1-31)

に対応する回折線の角度からΒ（= 2θ(1-11) —2θ(-201)）とΓ（= 2θ(131)＋2θ(220)－2θ(1-31)）

を求めた（図４）。今回の採取期間では，2試料とも斜長石の構造状態についてはほぼ同じ位置に

プロットされるものの，試料 1は試料 2より四面体席における Si/Alの配列が少し無秩序化し、 

図４．粉末 XRD図形（21˚≦2θ≦33˚，上から試料番号 1, 2の順） 

図５．桜島火山灰を構成する斜長石のΒ／プロット．深成岩・半深成岩・変成岩， 

火山岩中の斜長石および合成斜長石のデータは Smith & Gay (1957)による。 

赤丸の近くの数字は試料番号。 



斜長石の灰長石成分も若干富んでいると思われる。また，一昨年までの一連の分析結果（松井・

七村, 2019）と比べて灰長石成分に富む範囲に分布していた（図５）。火山灰には火成活動におけ

る様々な段階における生成物が混合している。火山岩中の斜長石斑晶では化学組成の累帯構造が

よく観察され，桜島の火山灰においても一般的に見られることを注意しておかなければいけない。

実際に平成29年に採取した火山灰では，組成幅が中性長石から亜灰長石まで（Ab50An50~Ab10An90）

広く確認された（松井・足立, 2018）。このため今回の粉末�X 線回折実験における回折線は，混合
物の回折線のピークが重ね合わさったものであり，構造状態についても化学組成についても様々

な成分や熱履歴を有する斜長石の鉱物結晶の加重平均を見ていると認識しておく必要があると思

われる。 

４．まとめと今後の課題 

今回の採取期間では斜長石の構造状態については�2 試料ともほぼ同じ位置にプロットされ，一
昨年までと比べて灰長石成分に富む範囲に分布していた。このことから以前と比べて斜長石斑晶

を晶出したマグマの化学組成が以前より苦鉄質なものに変化してきているか或いはより苦鉄質な

マグマが混入した可能性が示唆されるが，粉末�X 線回折実験で得られる回折線データは結晶の平
均構造を反映したものであるので，今後は回折線のピーク分離を適切におこなったうえで斜長石

の化学組成と構造状態をより精密に議論する必要があると考える。火山灰を構成する鉱物の構造

状態の経時変化を地球物理学的観測データと照らし合わせることで，火山活動を監視する新たな

視点を提供することになると期待される。
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加圧板法の計測データに基づく不飽和浸透特性のデータ同化 
 

 

工学部先進工学科海洋土木工学プログラム 伊藤 真一 
 

 

１．はじめに 

 不飽和地盤の浸透挙動を定量的に評価するためには水分特性曲線の推定が重要である。水分特

性曲線は保水性試験によって得られるが，地盤工学会基準には平衡に達するまでの時間が長い試

験が多いことや平衡状態の確認が難しい場合があるなどの留意点が記載されている。そこで筆者

らは，保水性試験実施時における経時的な計測データを有効活用することで，短時間で水分特性

曲線を推定できる方法についての研究を行っている。既往の研究 1)では，保水性試験の一つであ

る土柱法とデータ同化を組み合わせる手法を提案し，簡易かつ短時間で水分特性曲線の推定が可

能であることを示している。しかし，土柱法は高サクション域の計測が困難であるため保水性の

高い土には不向きである。そこで本研究では，より高サクション域の計測も可能な加圧板法とデ

ータ同化を組み合わせた水分特性曲線推定手法の提案を目的として，加圧板法の計測データに基

づく水分特性曲線の推定に対するデータ同化の適用性について検証する。 
 

２．保水性試験(加圧板法)の概要 

 供試体に任意の空気圧 uaを与え，土中水の排水・吸水による供試体の含水比を逐次計測する。

その時の空気圧 uaと供試体下部で計測した間隙水圧との差をサクション S として，空気圧 uaを

段階的に変化させることで水分特性曲線を得る。図-1は加圧板法試験機の概要図を示している 2)。

圧力セル内に供試体を設置し，圧力チャンバー内に電子天秤を設置する。本研究では，背圧 uw,BP

は常に 50kPa で加圧し，uaを 50kPa から 75kPa まで段階的に変化させた。試験試料としては豊

浦砂(ρs=2.64g/cm3)を用いて，直径 60mm，高さ 20mm のモールドに初期間隙比 e=0.78，初期含

水比 w=25%で豊浦砂を締固めて供試体を作成した。 
 図-2は加圧板法による試験結果を示している。同図は，圧力水頭 ψと体積含水率 θの経時変化

を示している。土中水からの排水量が 0.01g/h になった時点を平衡状態とみなし，平衡状態到達

後に空気圧 uaを変化させた。この手順を繰り返して合計 5774 分で試験は終了した。本研究では，

より短時間で水分特性曲線を求めるために，試験開始から約 1700 分後の 300 分間を用いてデー

タ同化を行うこととした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
                         図-2 加圧板法による試験結果 

 
図-1 加圧板法試験機の概要図 

 



３．解析手法 

(1) 不飽和・飽和浸透流解析 

 不飽和・飽和浸透流解析で用いた支配方程式は次式である 3)。 
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ここに，ρwは水の密度，k(ψ)は不飽和透水係数，ψは圧力水頭，x3は位置水頭，n は間隙率，Sr

は飽和度，t は時間である。ここで，水の密度 ρwと間隙率 n が圧力水頭 ψによって変化しないと

仮定し，体積含水率 θが θ = nSrで表されること，間隙水の流れが一次元的であることを考慮す

ると，式(1)は式(2)に変形できる。 
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水分特性曲線モデルとしては式(3)に示す van Genuchten モデル 4)を，不飽和透水係数モデルとし

ては式(4)に示す Mualem モデル 5)を用いた。 
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ここに，Seは有効飽和度，θsは飽和体積含水率，θrは残留体積含水率である。また，α と n は水

分特性曲線の形状を与えるパラメータであり，ks は飽和透水係数を表している。本研究において

推定すべき未知パラメータは θs，θr，α，n の 4 種類であり，これらを MPF によって推定するこ

とにした。 
(2) 融合粒子フィルタ（MPF） 

 データ同化手法として融合粒子フィルタ 6)（Merging Particle Filter，以下 MPF）を用いた。

MPF はシステムの状態に関する確率分布を粒子と呼ばれる多数の実現値集合で近似的に表現し，

ベイズの定理を応用して各粒子の時間推移を数値的に表現するデータ同化手法である。それぞれ

の粒子は，数値解析モデル(初期条件，境界条件，パラメータなど)に関する情報と各モデルにお

いて数値解析を行って算出される各時刻の物理量(本研究であれば体積含水率)を情報として有し

ている。図-3 は MPF の概念図を示している。MPF では，(a)Prediction，(b)Filtering，
(c)Resampling，(d)Merging という 4 つの手順を逐次繰り返す。粒子数を N 個とすると，

(a)Prediction では，時刻 t-1 から t までのシミュレーションを N 通り行う。つまり，本研究では，

未知パラメータの情報が異なる多数の不飽和・飽和浸透流解析を並列に行う。(b)Filtering では，

観測データに対する各粒子の解析結

果の適合度に基づいて各粒子に対す

る尤度を計算する。(c)Resampling で

は，各粒子の尤度に基づいて復元抽出

を行い，粒子を複製・消滅させる。こ

の際に MPF では，l×N 個(l は 3 以上

の整数)のサンプルを復元抽出する。

最後に，(d)Merging を行い，l×N 個の

サンプルを，l 個ずつの組にして，そ

れぞれの組ごとに重み付き和をとる

ことで，N 個の粒子を再度生成する。

この手順を逐次繰り返すことで，事後

分布が更新され，計測データとの適合

度が高い数値解析モデルへと修正さ

れていく。 図-3 MPF の概念図 



４．解析結果 

 データ同化の条件として，粒子数は 500 個とし，一様乱数により初期粒子を作成した。解析モ

デルは一次元解析モデルを用いて，モデル底面に流量境界を設定し，電子天秤で計測された流量

を境界条件から排水させた。 
 図-4は排水過程における圧力水頭の経時変化に対するデータ同化結果を示している。実線が計

測データ，破線は事後分布の平均値 μ，点線は平均値から±σの範囲を示している。若干の誤差は

あるもののデータ同化結果は圧力水頭の計測データの変化傾向を概ね再現できている。図-5はデ

ータ同化開始前の事前分布を示している。

(a)は各未知パラメータのヒストグラムを

示しており，(b)はそこから算出される500
通りの水分特性曲線を示している。一様乱

数で初期粒子を与えているため，事前分布

の水分特性曲線は非常にばらついている

のがわかる。図-6はデータ同化後の事後

分布を示している。事前分布と比較すると，

計測データに合致するように未知パラメ

ータのヒストグラムが更新されることで，

水分特性曲線のばらつきが小さくなって

いる。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(a) ヒストグラム              (b) 水分特性曲線 

図-5 データ同化後の事後分布 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) ヒストグラム              (b) 水分特性曲線 

図-6 データ同化後の事後分布 

 

図-4 データ同化結果 



 図-7は水分特性曲線の事後分布の平均値 μと±σの範囲を示している。同図には，データ同化に

用いた計測データから算出した水分特性曲線の範囲と平衡状態に達した際のプロットも併せて示

している。これらの結果から，300 分の計測データに基づいて水分特性曲線のデータ同化を行う

ことで，データ同化に用いた範囲だけでなく平衡状態における水分特性曲線のプロットも概ね表

現できているといえる。以上の結果より，加圧板法とデータ同化を組み合わせることで保水性試

験に要する時間を短縮できる可能性が示唆された。今後は，水分特性曲線を推定できるデータ同

化範囲の検討や保水性の高い土に対するデータ同化の適用性も議論する必要があると考えられる。 
 
5. まとめ 
 本研究では，加圧板法とデータ同化を組み合わせた水分特性曲線推定手法の提案を目的とし，

豊浦砂を用いて水分特性曲線の推定を試みた。その結果，任意に抽出した 300 分の計測データに

基づいてデータ同化を行うことで，データ同化に用いた範囲の水分特性曲線だけでなく平衡状態

における水分特性曲線のプロットも概ね表現できた。このことから，加圧板法とデータ同化を組

み合わせた提案手法を用いることで，保水性試験を短時間化できる可能性を示した。今後の展開

としては，データ同化が可能なデータ同化範囲の検討や保水性の高い土に対するデータ同化の適

用性について検討する必要がある。 
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図-7 水分特性曲線の事後分布 



桜島大正噴火映像を用いた大規模火山噴火啓発資料の作成 
 

 

共通教育センター 井村 隆介 
 

1．はじめに 

近い将来にその発生が予想されている桜島火山の大正クラスの噴火について備えること

は，鹿児島市民や鹿児島県民にとって喫緊の課題である．しかし，多くの人は，近年の小

規模噴火に慣れすぎていて，危機感をもって備えているとは言いがたい状況にある．その

ような現状を踏まえて，本研究では桜島大正噴火について多数の画像資料を用いて一般向

けの大規模火山噴火防災啓発資料を作成することを目的とした． 

 

2．手順 

一般向けの防災啓発資料では，文字よりも画像資料を豊富に用いることが望ましい．本研究で

は，地震火山地域防災センターに保存されている「桜島大正噴火関係文献デジタルアーカイブ」の

中の映像資料を用いた．収集されている画像資料は，作成から 100 年近くが経過しており，これら

の資料を用いることに対する著作権法上の問題はない．ただし，所有権法上の問題が残るので，使

用にあたっては筆者の個人所有のもの以外は所蔵場所を明記するようにした． 

まず，多数の画像資料の中から，桜島大正噴火の実態を理解しやすいものを選び出し，時系列

に整理，それぞれの画像に対し火山学的な短い解説をつけることを行った．その際には，大正噴火

前の諸現象，噴火開始，噴火推移，火山噴出物の実態，噴火災害など，大正噴火の全貌がわか

るようにした．また，現在の桜島の小規模噴火活動との違いを分かりやすく説明するように心がけた．

モノクロで保存されている当時の画像資料は，AI 技術を用いたカラー化プログラムを用いてカラー

化し，一般の人にも直感的にイメージしやすいようにした．カラー化に用いたプログラムを下表に示

した． 

 

表 カラー化に用いたプログラムおよびアプリ（順不同：2021 年 2 月 5 日確認） 

プログラム・アプリ web ページ 

Iizuka et al. http://iizuka.cs.tsukuba.ac.jp/projects/colorization/ja/ 

Larsson et al. http://people.cs.uchicago.edu/~larsson/colorization/ 

Zhang et al. http://richzhang.github.io/colorization/ 

AI Picture 
Colorizer 

https://hotpot.ai/colorize-picture 

Image Colorization 
API 

https://deepai.org/machine-learning-model/colorizer 

Colorize Photos https://playback.fm/colorize-photo 

Colorize B&W 
Photos 

https://imagecolorizer.com/colorize.html 

Colorize Images https://play.google.com/store/apps/details?id=ml.colorize.app&hl=ja&gl=US 

Adobe Photoshop https://www.adobe.com/jp/products/photoshop.html 

Adobe Photoshop 
Elements 

https://www.adobe.com/jp/products/photoshop-elements.html 

 

 

3．桜島大正噴火啓発資料の作成 

得られた成果から「桜島大正噴火を読み解く」と題した防災啓発資料 10 ページを作成し

た（次ページ以降に紹介）．また，これをもとに A1 判のボード 10 枚を作成し，出前展示等

で使用できるようにした． 
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溝之口川流域を対象とした降雨・土砂流出予測のための数値モデルの構築 
 

 

理工学域工学系 齋田 倫範 

理工学研究科 中村 厚太 
 

 

１．はじめに 

河川流域における土砂生産や河道における土砂流送の問題は，河川の維持管理，すなわち水害

防除の観点から重要な研究課題である．本研究で対象とした大淀川水系溝之口川では，2010 年 7
月の局地的集中豪雨による溢水氾濫で，農地や家屋の浸水，道路損壊などの被害が生じ，中谷橋

地点を含む区間で河川改修が順次進められている 1)．本研究では大淀川水系溝之口川集水域にお

ける降雨流出と浮遊砂流出予測を目的として，溝之口川の中谷橋地点における現地観測データに

基づいて数値モデルを構築した． 

 

２．利用データ 

本研究では，鹿児島県曽於市財部町の大淀川水系溝之口川中谷橋地点（図-1）において，2018
年 6 月 3 日～7 月 7 日，8 月 15 日～10 月 29 日，および 2019 年 6 月 4 日～9 月 14 日に取得した観

測データを活用した．観測では，中谷橋近傍の河道内で圧力式水位計（Onset 社製 HOBO U20）に

よる水位測定，および橋台上に設置した圧力センサーによる気圧測定を行った．また，水位観測

期間中に複数回の流量観測を行った．平常時の流量は，電磁流速計（JFE アドバンテック社製

AEM1-D）を用い，流速測定法により評価した．一方，出水時の流量は，マイクロ波ドップラー

式非接触型流速計（横河電子機器社製 WJ7661RYUKAN；以下，電波流速計）で測定した表面流

速から評価した．流量と水位から，各年の水位-流量関係式（H-Q 式）を求めたところ，2018 年と

2019 年とでほぼ差がなかったことから，本研究では，2018 年～2019 年の全データから作成した Q
＝10.45(H-171.64)2を利用した．また，2019 年に測定された懸濁物質（SS）濃度も利用した． 
 

 
図-1 溝之口川流域の概略と観測地点 

 

３．降雨流出解析 

(1) 降雨流出解析の概要 

中谷橋地点の集水域を対象としたタンクモデルを構築し，流出解析を行った．集水域を地利用

に応じて山地，水田，農地，宅地等に分類し，中桐ら 2）を参考にして土地利用毎にタンクを配置

したモデルとした．ここで，山地を表現するタンクの段数について，直列 3 段構成（Case 1）と

直列 4 段構成（Case 2）の 2 ケースを設定し，比較した．山地以外（水田，農地，および宅地等）

は全て直列 2 段タンクとした．なお，土地利用の分類には，国土数値情報の土地利用細分メッシ

ュデータを利用した．中谷橋地点の流量については，流出高に各タンクが負担する領域の面積を

乗じて合計することで求めた．例として，直列 4 段タンクの基礎式を以下に示す． 
 



1 段目： 
 

(1-1) 

2 段目： 
 

(1-2) 

3 段目： 
 

(1-3) 

4 段目： 
 

(1-4) 

 
ここで，S1～S4 は 1～4 段目タンクの貯留高，q1～q5 は側方流出孔からの流出高，p1～p3 は下段タ

ンクへの浸透高，r は降水量，e は蒸発散量である．蒸発散量については，都城における月平均気

温と可照時間から，Thornthwaite 法によって求めた．流出高と浸透高は，貯留高に比例させた． 
 

(2) 降雨流出解析結果 

解析では，1km メッシュのレーダー・アメダス解析雨量の雨量代表値を集水域で領域平均した

1 時間間隔の雨量データを入力降雨とし，2019 年 6 月 1 日～9 月 30 日の再現計算を実施した．計

算時間間隔は 60s とした．モデルパラメータについては，実数値遺伝的アルゴリズム（以下，RCGA）

によって探索した．RCGA のアルゴリズムには，多親世代交代モデル JGG（Just Generation Gap）
を採用し，多親交叉の手続きは REX（Real-coded Ensemble Crossover）とした 3)．探索により決定

したパラメータを適用した計算の結果を図-2 に示す．7 月初めの出水のピーク流量が過小評価と

なったが，中谷橋地点の流量変動を概ね再現可能であった．二乗平均平方根誤差（RMSE）を指

標として再現状況を評価したところ，山地のタンク数を 3 段とした場合（RMSE：0.972）に比べ，

タンク数を 4 段とした場合（RMSE：0.799）に，RMSE が相対的に小さくなった．計算結果（図

-2）を見ると，山地のタンク数が 3 段の場合には，7 月下旬の小規模出水等の再現性が悪いことが

わかる．このことから，以降の検討では，山地のタンク段数を 4 段とした． 
 

(a) Case 1 (b) Case 2 
図-2 2019 年の出水の再現計算結果と実測流量との比較 

 
ここまでの検討で構造を決定したモデルにより，2018 年の出水の再現を試みた．タンク構成お

よびモデルパラメータは前述の Case 2 と同じである．計算結果を図-3 に示す．2018 年の出水によ

る流量変動も概ね良好に再現されており，流域の流出特性に大幅な変化がなければ，構築したモ

デルによって，対象地点の流量変動を予測可能と考えられる． 
 

 
図-3 2018 年の出水の再現計算結果と実測流量との比較 

 
４．浮遊砂流出解析 

(1) 浮遊砂流出解析の概要 

浮遊砂流出モデルについては，SS 流出を 1 対の 1 段タンクで表現する大澤ら 4）のモデルと同様

𝑑𝑆 1
𝑑𝑡 = 𝑟 − 𝑒 − 𝑞1 − 𝑞2 − 𝑝1 

𝑑𝑆 2
𝑑𝑡 = 𝑝1 − 𝑞3 − 𝑝2 

𝑑𝑆 3
𝑑𝑡 = 𝑝2 − 𝑞4 − 𝑝3 

𝑑𝑆 4
𝑑𝑡 = 𝑝3 − 𝑞5 



の機能を直列タンクに組み込んだ．1 段目のタンクの SS 流出に関する基礎式を以下に示す． 
 

 
(2-1) 

 (2-2) 

 (2-3) 

 
(2-4) 

 
 
ここで，c は 1 段目のタンク内の SS 濃度，Suはタンク内での上向き（侵食）フラックス，Sdはタ

ンク内での下向き（堆積）フラックス，Drは雨滴による SS 生産，S は 1 段目のタンクの貯留高，

q は 1 段目のタンクからの流出高，r は降水量，α1～α3，β1，β2は係数である．2 段目以降からは，

タンク毎に設定した濃度で SS が流出することとした．パラメータは RCGA によって探索した． 
 

(2) 浮遊砂流出解析結果 

SS 濃度の観測結果と計算結果の比較を図-4 に示す．SS 濃度の変動を概ね再現できているが，

土砂輸送が活発な出水時の再現性の確認のためには，SS 濃度の実測値の充実化が課題といえる．

非出水期間や小規模出水時の再現性にも改善の余地がある．特に，6 月 26 日の小規模出水による

SS 濃度の上昇が再現されておらず，観測値と計算値とが乖離していた．これについては，局所的

な強い降雨の影響など，降雨の空間分布が考慮できていないことが一因と考えられる．  

 
図-4 浮遊砂流出解析結果と実測値との比較 

 

５．小流域分割モデル構築 

(1) 小流域分割モデルの概要 

防災面はもとより，水環境の観点からも，小規模出水に伴う濁りの発生予測や流出土砂の起源

の特定が重要である．そこで，小規模出水時の SS 流出予測の精度向上を図るとともに，小流域毎

の SS 流出状況を検討可能にするため，モデルの改良を行った．具体的には，対象流域を 8 つの小

流域（図-5）に分割し，それぞれにタンクモデルを適用した．加えて，各タンクを接続するため

の河道モデル（図-5 中の太線部が対象）を作成し，河道内での巻き上げ・堆積の影響も考慮でき

るモデルとした（以下，小流域分割モデル）．河道モデルの基礎式を以下に示す． 
 

 
(3-1) 

 
(3-2) 

 
(3-3) 

 
ここで A は流水部の横断面積，Qrは河道内流量，qtは小流域からの流入流量，B は河床幅，v は流

速，h は水深，i は河道勾配，R は径深，n は粗度係数，c は SS 濃度，qsrは河床からの SS 浮上量，

wsは沈降速度，cbは河床近傍の SS 濃度，qstは小流域から河道への SS 流入量である．wsについて

は Rubey の式，qsrについては Itakura and Kishi5）の式で評価した．SS の粒径は 100m とした．計

算時間間隔は，タンクモデルを 60s，河道モデルを 1.0s とした．河道モデルのx は 100m である． 

𝑑𝑆 𝑐
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図-5 対象流域の小流域への分割状況 

 
(2) 小流域分割モデルによる解析結果 

小流域分割モデルによる浮遊砂流出解析結果を図-6 に示す．小流域に分割したことで，前章の

モデルでは表現できなかった 6 月 26 日の小規模出水時の SS 濃度上昇がされている．各小流域か

らの SS 流出状況（図-7）を確認したが，特定の小流域から集中的に SS が流出する状況は見られ

なかった．また，全小流域に一様な降雨を入力した場合には SS 濃度が低下した．このことから，

雨量の領域平均面積が小流域スケールまで小さくなり，降雨強度の強い雨を入力可能となった影

響が大きいと考えられる． 
 

  
図-6 小流域分割モデルによる 

浮遊砂流出解析結果と実測値との比較 
図-7 小流域毎の浮遊砂流出量 

（色は図-5 に対応） 
 

６．まとめ 

本研究では，大淀川水系溝之口川を対象として，流量と SS 濃度の観測，ならびに降雨・浮遊砂

流出解析モデル構築を行った．流出解析では，対象流域を土地利用毎にタンクを分割し，山地を

直列 4 段タンクで表現することで，対象地点における 6 月～9 月の灌漑期の流量変動を概ね再現

可能であった．さらに，対象流域を複数の小流域に分割したモデルにより，観測地点における SS
濃度の変動を概ね再現できることを確認した．地表流による侵食など，土砂生産に関連する物理

過程を表現可能なモデルへの転換や出水時の観測データの充実化が今後の課題である． 
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イベントポスター関連 

 



日　　時：令和 2年 12 月 6 日（日）
13 時 30 分～ 16 時 30 分

主　　催：鹿児島大学地震火山地域防災センター
後　　援：日本地震学会、歴史地震研究会

日本防災士会鹿児島支部
鹿児島市教育委員会
鹿児島県教育委員会、南日本新聞社
NHK鹿児島放送局、MBC南日本放送
KYT鹿児島読売テレビ、KKB鹿児島放送
KTS鹿児島テレビ

実施方法：オンライン開催

今村明恒誕生150周年記念講演会
「地震学の先駆者今村明恒と鹿児島の防災」

日　　時：令和 2年 12 月 5 日（土）
14 時 00 分～ 16 時 30 分

共　　催：環境省
鹿児島大学地震火山地域防災センター

実施方法：オンライン開催

防災ワークショップ

日　　時：令和 2年 12 月 12 日（土）
13 時 10 分～ 17 時 00 分

主　　催：鹿児島大学地震火山地域防災センター
共　　催：一般社団法人国立大学協会
後　　援：鹿児島県、鹿児島市

NHK鹿児島放送局、MBC南日本放送
KTS鹿児島テレビ、KKB鹿児島放送
KYT鹿児島読売テレビ
南日本新聞社

実施方法：オンライン開催（YouTube 同時配信）

防災・日本再生シンポジウム
「大規模火山噴火時の災害医療に挑む
－新たな取り組みと研究－」

－ 123 －



日　　時：令和 3年 1月 24 日（日）
13 時 00 分～ 16 時 30 分

共　　催：環境省
鹿児島大学地震火山地域防災センター

実施方法：オンライン開催

保健師の方を対象とした放射線に関する研修会

 

日　　時：令和 3年 1月 23 日（土）
14 時 00 分～ 16 時 30 分

共　　催：環境省
鹿児島県診療放射線技師会
鹿児島大学地震火山地域防災センター

実施方法：オンライン開催

放射線に関する研修会

－ 124 －



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災関連の論文について 
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