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1. はじめに 
 桜島は継続的に活動を続ける火山の中でも特に注目

されており、その影響や災害対策などの面からいろい

ろな観測が行われている。鹿児島市環境保全課では，

鹿児島市側の市役所・鴨池・谷山と桜島島内の有村・

黒神の5ヶ所に測定局を設け，火山ガス（二酸化硫黄、

浮遊性粉塵物質など）の濃度測定を行っている。測定

局の場所を Fig.1に示す。二酸化硫黄・浮遊性粉塵物

質は火山ガスにも含まれるが、自動車の排ガスや道路

の粉塵など人工的なものも含まれ、自然的なものと人

工的なもののどちらを解析するにしても、互いを区別

できることが大切になってくる。ここでは，浮遊性粉

塵物質（SPM）に着目し，火山性のSPMと広域的に

存在する SPM、特に黄砂について、鹿児島市環境保

全課のデータをいただき 1998 年 4 月から 1999 年 3
月までの1 年間について解析した。 また、1998年 4
月から 12 月の長崎県の島原市役所局・吉井局の 2 ヶ

所のデータも頂けたので，鹿児島と比較する。 
2. データと解析 
2.1 鹿児島市の環境大気データ 
データは地上風の風向と風速、二酸化窒素・SPM・

二酸化硫黄・一酸化炭素・光化学オキシダントの濃度の

1時間毎の積算値が、年度毎にまとめられており，それ

ぞれの局で測定している物質が異なる[1]。そのうち

SPM を Excelで 1 ヶ月ごとのグラフにして解析した。

SPM の環境基準の長期的評価では「1 日平均の測定値

につき，0.10mg/m３以下」となっており，これに基づ

き火山性か否かに係らず，100μg/m３以上を高濃度事

象と捉え、これに焦点を絞って解析した。桜島島内の

有村・黒神局では火山の影響が、尖ったピークとして

見られることが多いが，鹿児島市内側の3局では火山

の影響は少なく大気のバックグランドが現れていると

いってよい。尖ったピークが火山性であることはSO2

との相関などで確認できる。 
2.2 黄砂と火山性 S P M の検出 

4/17からは黄砂が飛来しており，市内側3局のSPM
（Fig.2）に緩やかではあるが、200μg/m3 以上のピー

クのある増減が見られた。桜島島内2局のSPM（Fig.3）
では、この緩やかな増減の上に火山性のピークが見られ

る。長崎の2ヶ所でも増減が見られた（Fig.4）。黄砂に

よるこの時の緩やかな増減は、福岡と長崎で捉えられて

いる[3]。さらに、鹿児島・福岡・長崎で4/18前後のや

や鋭いピークはほぼ一致しているといえる。このピーク

は，長崎でのOPC解析では径が5μm以上の黄砂が多

く飛来したためということである。SPMの時間変化は、

Fig.5のNOAA画像［4］に見られる様な，黄砂の濃度

分布と対応すると考えられる。白く見える部分が濃度 

 

Fig.1. Measuring stations in 
Kagoshima

 

Fig.2. SPM at three stations in the city side 
Kagoshima in April 1998 

 

Fig.3. SPM at two stations in Sakurajima 
in April 1998 
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の高い部分である。九州の南西に黄砂の濃い部分が存在し、

その延長が鹿児島上空にかかっている。また，NOAA 画

像で解析された 1999年1/26の黄砂［5］でもSPMの増

減が見られた。 
2.3 1 年を通じての黄砂飛来の可能性 

3.2 で述べたように黄砂が 100μg/m３程度あるいは

それ以上をピークに増減すること，「気象官署から黄

砂報告が出されていなくても黄砂飛来の可能性はあ

る」［6］ことから，同じような SPM の増減を他の月

ごとのグラフから抽出し、その時の天気図を調べた。

黄砂が飛来している時は，大陸からの高気圧が大きく

張り出して日本全体を覆っているので、大陸から高気

圧が張り出しているかどうかに視点を置いて調べた。 
グラフでは黄砂と同じような増減は1年を通して見

ることができ、天気図では、多くは大陸からの高気圧

が日本を覆う場合を確認することができた。また，7
月では停滞前線の北に大陸性の気団が日本周辺にあり、

8 月の台風4 号の時も前線の北に大陸性の低気圧が日

本付近にあった。大陸起源の気団が日本付近に来てい

る時にSPMの緩やかな増減が見られるようである。7
月の SPM の増減は4 月よりも急に増加しており値も

大きいので、Fig.6に市内側3局のSPMグラフを示す。 

 

Fig.4. SPM at two stations in Nagasaki prefecture 

 

Fig.5. NOAA image at 2:55 on 18 April 1998 

 

Fig.6. SPM as in Fig.2 in July 1998. 
There was a stationary front at the south 

of Kagoshima during 19-21 July. 

 
3. 終わりに 
 黄砂は SPM として環境大気データに検出されてい

る。鹿児島という活火山が身近にある環境では火山性

の濃い SPMピークと共に検出されているが，他の場

所でも自動車の排ガスや粉塵と共に検出されているは

ずである。また、黄砂は春先の 3・4 月だけでなく，

他の季節にも日本に飛来している可能性はあると考え

る。 
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See also B 4 c  for April 2000-March 2001 


