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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 
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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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