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17. 関門航路における潮流の数値シミュレーション 

大谷 優衣 

1. 目的 
 関門航路は，関門海峡を通じて日本海と瀬戸内海を結ぶ全長約 50km，幅約 500～2200m の狭く細長い

航路であるが，年間約 5 万隻もの船舶が通航する国際基幹航路であり，将来の大型船舶の通航を目指し

て最小水深を現在の 12m から 13m へ増深する計画がある．しかし，関門海峡では，響灘海域と周防灘

海域で生じる潮位差により，潮流の向きが 1 日 4 回変化するなど流況が複雑であり，局所的にサンドウ

ェーブによる浅瀬が発生するといった問題がある．また，周防灘海域ではシルテーションによる航路埋

没が問題となっている．今後，関門航路を増深し効率的に維持していくには，航路埋没のメカニズムを

十分に解明することが重要であり，手始めとして，関門航路とその周辺海域を含む広い範囲を対象とし

た詳細な流況を把握する必要がある． 

 本研究では，今後の関門航路の維持管理および埋没対策の検討に資するべく，詳細な流況特性を把握

することを目的に，海洋流動モデル FVCOM(Finite Volume Coastal Ocean Model)を用いて，潮流の高精度

な数値シミュレーションを試みた． 

 

2. 内容 

2.1 FVCOM の概要 

FVCOM(Finite Volume Coastal Ocean 

Model)とは，Massachusetts Dartmouth 大

学のC.ChenとH.Liuにより開発された三

次元有限体積法を用いた海洋流動モデル

である 1)．大きな特徴としては，(1) 図-1

および図-2 に示すように非構造格子と σ

座標系を用いることで複雑な海岸線や海

底地形をより精度よく表現でき，(2)外部

モードで水面波の伝播，内部モードで密

度差に起因する内部波の伝播を分離して

計算する mode-splitting 法により，計算時

間を短縮し負荷を低減できるなどの点が

挙げられる． 

2.2 計算条件 

 (1)計算領域 

 計算領域は，関門航路全域を含む響灘から周防灘の図-3 に

示す範囲とした．計算格子は，港湾構造物を含む比較的新し

い海岸線データである国土交通省の国土数値情報データと，

日本水路協会の海底地形データに平均海面高さの補正を施し

た水深データをもとに作成した．図-4 に示すように，計算格

子は一辺の長さを開境界で約 1000m とし，海峡に向かって

徐々に小さくなり，最小で約 50m となるよう設定した． 

図-1 構造格子と非構造格子の違い 
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図-2 座標系の違い 

 

図-3 計算領域 
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 (2) 境界条件 

 開境界における境界条件として，響灘側では萩，周防

灘側では宇部（図-3 参照）における天文潮位を与えた．

本研究においては，まず静穏時の流況特性の把握を目的

としているため，下関（図-3 参照）の観測潮位を調べ，

潮位偏差が小さかった2010年8月の天文潮位を与えるこ

ととした．図-5 に下関における 2010 年 8 月の天文潮位

と観測潮位を示す． 

 (3) その他の条件 

 具体的な計算期間は，図-5 の潮位の時系列から，観測

潮位と天文潮位の差が比較的小さい 8 月 15 日から 30 日

の大潮および小潮を含む 16 日間とし，それに 12 時間の

前駆計算を加えた．計算時間間隔については，事前に数

パターンの時間間隔で計算を行った結果から，計算が安

定しており，且つ，より効率的に計算できる設定値とし

て，外部モード 0.5 秒，内部モード 1 秒に決定した．そ

の他の主な計算条件については表-1 に示す．  

2.3 計算結果の検証 

 (1) 潮位変化の比較 

 図-6 は，図-4 中に示した検潮所（門司，長府，弟子待）

における，天文潮位と FVCOM により計算した潮位の時

系列を比較したものである．図より，海峡の外側の周防

灘に位置する長府では精度よく潮位変化を再現できてい

る．一方，海峡内に位置する門司や弟子待では，潮位変

化の山の部分で再現性が低く，天文潮位に比べて数 10cm

低い．これは，響灘側の開境界において，離れた位置に

ある萩での天文潮位を与えたことが主な要因と考えられ

る．しかし，以降の議論においては妥当な計算結果が得

られている流れの最強時について主に検討することから，

本計算結果を検討に利用することとした． 

 (2) 流況の比較 

 図-7 に海上保安庁が作成した関門海峡潮流図 2)と FVC

図-4 計算格子 
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表-1 FVCOM の主な計算条件 
水平格子間隔 50～1000m

鉛直方向層数 10層

計算時間
間隔

外部モード 0.5秒

内部モード 1秒

計算期間 16日間

気圧 大気圧

開境界条件
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図-5 潮位（2010 年 8 月，下関） 
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図-6 潮位変化の時系列 



  
17 大谷-3 

により求めた流速ベクトルを示す．海上保安庁の潮流図

は春や秋の平均的な大潮時における，ある時間帯の平均

の流向や流速を示したものであり，ここでは西流最強時

（響灘に向かう流れ）と東流最強時（周防灘に向かう流

れ）のものを示している．一方，FVCOM による計算結

果は，大潮時の西流最強時と東流最強時の水深方向に平

均した流速である．図より，海峡内の流向だけでなく，

西流では急縮部よりやや響灘側，一方，東流では急縮部

よりやや周防灘側で最大流速が生じている点など，関門

航路全体の流れに関しては比較的精度よく再現できてい

るといえる． 

2.4 流況特性 

 (1) 表層流と底層流 

 関門航路全体の流況として，表層流と底層流の流速分

布を図-8 に示す．ここでは例として大潮時の西流最強時

の流速図を示している．図より，表層流と底層流で流向

に大きな差はないが，底層流の流速が小さいことに加え，

最大流速を生じる場所が，表層流では急縮部よりやや響

灘寄りであるのに対して，底層流では急縮部付近となって

おり，表層と底層で流況に違いがあることがわかる． 

 (2) 局所的な流況特性 

 航路埋没に最も影響する底層流に着目し，局所的な流況

について検討する．図-9 は国土交通省関門航路事務所の深

図-7 潮流図（左図：海上保安庁，右図：FVCOM） 
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 図-8 表層流と底層流 
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図-9 水深変化速度分布 
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浅測量データをもとに求めた水深変化速度の分

布 3)であり，侵食傾向の場合は変化速度が正とな

り緑色，逆に堆積傾向の場合は負となり赤色で示

している．この図より，堆積傾向がみられる海峡

内の最狭部や周防灘側の南東水道地区における西

流最強時および東流最強時の流速分布を詳細にみ

ることとした（図-10，図-11 参照）． 

 図-10 より，最狭部については，西流最強時は

周防灘側から響灘側へ向かう大きな流れ（図中に

示す矢印 a（以下同様））や岬に沿う流れ（b）が

あり，急縮部よりやや響灘側で流速が大きくなっ

ている．また，急縮部の響灘側で循環流（c）が生

じている．一方，東流最強時は響灘側から周防灘

側へ向かう大きな流れ（d，e）が生じており，流

速は急縮部よりやや周防灘側で大きくなっている．

また，西流最強時とは逆に，急縮部の周防灘側で

循環流（f）が生じている． 

 また，図-11 より，南東水道地区では，全体的

に流速は小さいものの，西流最強時は北上する大

きな流れ（g）が生じている．また，（h）のように

湾曲した流れも発生していることがわかる．一方，

東流最強時は南下する大きな流れ（i）に加えて，

（j，k）のような流れが図中に赤色破線で示す航

路に流れ込んでいる様子が確認できた． 

 

3. 結論 

 本研究では，海洋流動モデル FVCOM を用いて，

関門海峡における潮流の詳細な数値シミュレーシ

ョンを試みた．計算結果は，響灘側の開境界に萩

における天文潮位を与えたことで，満潮時の海峡

内での潮位を一部再現できなかったものの，流れ

の最強時の流況は妥当な結果が得られた．その結

果をもとに，航路の水深変化が大きい海峡の最狭

部と南東水道地区の流況特性を示した． 
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図-10 流速分布（最狭部） 
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図-11 流速分布（南東水道） 
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