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１．はじめに 
火山噴煙の映像観測は、爆発噴火の状態をつか

み、周辺住民の避難や航空機の灰煙回避対策のた

めに重要ある。また、噴煙とともに放出される火

山ガスの挙動を推測し防災対策を立てる重要な情

報となる。これらの問題に関する昨年度の報告

[1-6]を基礎に、その後の発展を報告し問題の背景
と展望について議論する。 

 
２．噴煙映像観測について 
鹿児島大学噴煙研究グループでは、図１に示す

鹿児島県下の３火山とフィリピンの Mayon 火山
について地上映像観測を継続している。三宅島に

ついては衛星画像と地表火山ガス濃度の解析を行

っている。また、最近の研究の英文論集[7]を作成
した。 

 
図１．鹿大グループの地上映像観測体制． 

2-1．桜島南岳 
 2004 年の噴煙活動は穏やかであったので観測
点増強は行わず、本学構内・南西島弧地震火山観

測所・垂水市役所にネットワークカメラ等を設置

して観測と Web 公開を行っている。噴煙映像の
編集とDVD保存は、1987-1991年[3]に続き 1993
年まで完了した[8]。他の火山も含め、このような
映像情報のデジタル化と関連データと併せたデー

タベース化の作業を進め、最終的には鹿大研究総

合博物館などに収納することを計画している。 
2-2．薩摩硫黄島 

1 時間おきの硫黄岳噴煙映像の高度評価は
2000-2002年[4]に続き2003年について行った[9]。
それまでのデジタルカメラよりも視野の広い

Webカメラの映像を用いたので、系統的にやや高
い結果を得たが、季節変化の特徴は以前の結果と

合致している。 
2-3．諏訪之瀬島 
諏訪之瀬島御岳の激しい噴火[2]は最近少なく
なっている。2004年 2月 9日から 9, 12, 15時の
画像取得だけにしたので、噴火を捉えることはさ

らに少なくなっている [9]。 
気象庁による火山映像監視の多くは非公開では

あるが、専用回線によって薩摩硫黄島

(2002.11.16-)・諏訪之瀬島(2003.3.28-)の可視高感
度カメラによる監視が福岡管区気象台の管轄でな

されている。鹿大グループではこれらの離島火山

の近赤外カメラによる噴煙観測を継続する予定で

ある。 
2-4．Mayon火山 
山頂火口から南南東 11km にある観測所に

2004 年 2 月に設置したネットワークカメラシス
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テム[5]が、同年 4月から図２のようにインターネ
ットに接続され、日本からも時々アクセス出来る

ようになった。しかし雷や台風などのため安定し

た接続運用は困難で、LANで蓄積したデータを現
地でCDなどに保存するのが実際的である。2004
年 8月には A.Tupper氏が観測所を訪問し、それ
までのデータを取得してくれたので、7, 12, 17時
のデータをホームページ 
http://arist.edu.kagoshima-u.ac.jp/volc/mayon/
で公開している。この時間に絞ったのは、熱帯性

気候と標高 2462m の高山のため朝夕を除き山頂
や噴煙がほとんど雲に覆われるからである。2003
年6月22日から同年8月18日までの1時間おき
のデジタルカメラ映像による噴煙の高度と流向評

価を行った[10]。 

 
図２．ネットワークカメラシステムとインターネット接続． 

 
2-5. 衛星による噴煙監視との関係 

2004 年 6 月、火山灰と航空安全に関する第 2
回国際会議がワシントン近郊のアレクサンドリア

で開かれた[11]。昨年の報告[1]で紹介した航空安
全のための噴煙監視 VAAC 体制の実務者会議は
毎年開かれているが、大学などの研究者を含む包

括的な会議は 1991 年以来である。木下は全体会
議の｢火山噴火の検知と通報｣セッションで近赤外

カメラを含む地上映像観測と衛星監視について報

告し [12]、論集[7]を配布した。衛星による噴煙監
視体制と経験は充実して来たが地上映像観測は手

薄であり、その重要性はようやく認識されつつあ

るという印象を受けた。地上や航空機からの映像

観測については、他に熱赤外スペクトルなどを用

いたPrata(豪)のグループのセンサー開発とEtna
等の噴火口を監視しているCataniaグループの報
告が興味深かった。また、2000年 8月 18日の三
宅島噴火では、地上と衛星からの監視とシミュレ

ーション予測・通報の充実した体制が機能してい

たにも関わらず民間航空機数機が灰煙に遭遇して

エンジンに重大な損傷を受け、エンジン一時停止

や緊急着陸したケースもあったことが報告された。

これは噴煙高度評価の難しさやシミュレーション

に用いる気象情報の正確さが問題であることを示

している。17時の噴火前後の高層風を用いた事後
解析では、適切な噴煙高度を用いて灰煙の移流が

大体理解できることが分かった[13]。噴煙高度の
パイロット通報はエラーが大きいので、火山地形

と噴煙モデルを重ねた立体表示によるトレーニン

グ[14]の導入を期待したい。 
 
３．三宅島火山ガス地表濃度の状況 
3-1.  火山ガス高濃度事象と風 
多量の火山ガスのため 2000年 9月から続いて
いた三宅島全島避難は 2005年 2月 1日にようや
く解除され、警戒体制のもとでの島民帰島が始ま

った。ここでは山麓などで測定された SO2地表濃

度データの最近までの特徴と気象条件について前

稿[6]に基づき簡単にまとめ、警戒区域の設定につ
いて議論する。 

SO2地表濃度データで最も充実しているのは山

麓の連続測定局で、図３のＡ，Ｂ，Ｃ各点が 2002
年 5月までに順次増強され、2004年 4月からは
４点がさらに加えられた。図３の 10 局体制が整
った 2002年 5月から１年間のデータで、八丈島
925hPa高層風データがある時に限り、図 4に各
観測局で SO2濃度 1時間値が 1ppm以上（a, b）
と 0.1ppm以上（c, d）の割合を扇形の面積で、風
下の平均とばらつきを扇の形で示す[15]。数値は
表１に示す。この高層風データは雄山山頂高度付

近の風の代用で、八丈島で 3, 9, 15, 21時の 6時
間毎に観測が行われている海抜約830mの風であ
る。 

 
図３．三宅島島内の火山ガス観測局． 

観測開始はＡ: 2000/12，Ｂ:2001/9，Ｃ:2002/3-5.
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図 4 2002年 5月～2003年 4月の高層風と三宅島SO2高濃度事象の対応[15]．八丈島 925hPa高層風と各点でのSO2濃
度データが共に得られた時間数に対する 1時間値 1ppm以上（a, b）と 0.1ppm以上（c, d）の割合を扇形の面積で、風下の
平均と標準偏差を扇の向きと広がりで表示．スケールは(a)のC2が 10％． 

 

 
表１．2002年 5月～2003年 4月の八丈島 925hPa高層風と高濃度事象の対応[15]． 

 
図 4と表１から島の東側が高濃度事象が特に

多く、南西部がこれに次いでいることが分かる。

これは遮るもののない太平洋上のなだらかな火山

島という地形と気象条件によっている。2002年の

各月の風速は、図５のように 7m/s 以上の強い風
が年間を通じて卓越し、5～10月が相対的に弱い。
風上の分布を示す風配図は顕著な季節変化がある

ので、その特徴から冬：11～2 月，春：3～5 月，
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夏：6～8 月，秋：9～10 月に分けて図６に示す。
2003, 2004年の風についても大体同様であった。
高濃度事象の地域・季節特性はこのような風の性

質から理解できる。簡単にまとめると、 
①東～東南東の局では冬季に月平均濃度が非常

に高くなっている。 
②東北東の局では夏季にも高濃度となっている。 
③南西部の局では，1 年を通してやや高い平均
濃度となっている。 
④西～北と南東～南の局では、高濃度になるこ

とは少ない。 
 
高濃度事象のこのような地域・季節特性と経年変

化を、４つの代表局A2, B1, C4, A1について図７
に示す。 
 

 
図５．2002年各月の八丈島 925hPa高層風速． 

 

 
 

図６．2002年各月の八丈島 925hPa高層風の風配図． 

 

 

 

 

 
図７．2001～2004年のSO2高濃度事象月別頻度の推移(A2

空港, B1逢の浜, C4薄木, A1支庁)． 

 
3-2. 植生分布と火山ガスハザードマップ 
三宅島のような活溌に噴煙を上げる火口から高

温で放出される火山ガス（高温型火山ガスと呼ば

れる）は噴煙と挙動をともにすることが桜島・阿

蘇の火山ガス研究から推測される（次節）。この推

測は三宅島についても衛星画像や地上観測映像と

SO2地表濃度データとの対応や八丈島 925hPaの
風との関係から支持され、Terra衛星 ASTERセ
ンサーによるSO2分布と噴煙との対応も良いこと

を議論して来た。この見方に立てば、山麓部の高

濃度事象は、噴煙・火山ガスが強風により吹き降

ろされるような時で、風下の狭い範囲に限られる

ことになる。この見方で、14局に増強された山麓
固定局の連続測定データや、2002年 3月 6日～6
月 19 日の南東山腹における可搬型観測器の結果
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（内閣府）、2002年 6月 23日～8月 31日に島の
西～北～東にかけての海岸部 17 点での可搬型観
測器の結果（三宅村）も大体説明できる[6,15 及
び引用文献]。 
高空間分解能の衛星データでみた島内の植生分

布から火山ガスの影響を面の広がりで調べること

が出来る。図８は 2003 年 4 月 7 日の
TERRA/ASTER の可視・近赤外データから作成
した植生指数画像である[6]。島の東部や南西部は
黒っぽく表示されており，植物が火山ガスによっ

て大きなダメージを受けていると推測される。噴

火前の1994年4月3日のJERS-1/OPS植生指数
画像では、島全体が広く植物に覆われていたこと

が判る。新しい溶岩や道路・水域など植生のもと

もと無い所や乏しい所があるので、同じ季節のこ

の噴火前後の植生指数の差画像をレベルによって

区分し、図９の火山ガスハザードマップを試作し

た[16]。図９では植生指数が低下した所ほど差が
大きく、危険度が高く表示される。なお、2000
年夏には大量の降灰による植生の被害が大きいか

ったと思われるが、秋以後は灰煙から白煙に変わ

っている。 
 

 
図８．2003年 4月 7日の TERRA/ASTERによる三宅
島植生指数画像． 

 
図８・図９から三宅島の東よりの危険性が高く、

南西方向がこれに次ぐということは、山麓などで

測定されたSO2地表濃度の結果とも良く対応する。

海岸部よりも火口に近い山腹ほど危険度が高いこ

とも判る。 

 
図９．1994年 4月 3日の JERS-1/OPSと 2003年 4月

7日のTERRA/ASTERの植生指数差画像（原図カラー）． 

 
これは、火山ガスを海岸部まで吹き降ろすほど風

が強くなくても、山腹の途中まで火山ガスが達す

ることは多いからである。2月 1日に始まった島
民帰島に対応して、三宅村は三宅島観光セーフテ

ィガイドマップを作成した。これが島民にとって

も警戒体制の基礎となっているが、火口内は立入

禁止区域、山腹の鉢巻き道路より上は危険区域、

外側のうち東部と南西部は高濃度地区として立ち

入りは認めず、後者については必要最低限の通過

だけが認められている。その他の生活圏は火口か

らの向きによって６つの地区に分けてSO2濃度警

報の発令エリアとしている。気象庁から村当局に

伝えられる風情報や都からのSO2濃度情報に基づ

き防災行政無線放送と屋外拡声器のネットワーク

で警報が山麓一帯に伝えられる。この様な区分は

図９と比較してほぼ妥当と考えられるが、季節変

化の特徴や日々変わる気象条件、時々刻々変動し

たりしなかったりする風を読んで生活圏を拡大し

ていくことが今後の課題である。 
そこで、山麓に高濃度火山ガスをもたらす機構

が強風による吹き降ろしの他にあるかが問題であ

る。データを詳しく見ると、約 110km 南の八丈
島 925hPa高層風が 6m/s以下でも高濃度事象が
見られることがある。その一部は低気圧や前線の

近くのため風の局地的変化が大きい場合や、高層

風観測では捉えられない斜面風の効果で理解でき

るが、問題はなお残されている。島の南西部の場

合、風がそれほど強くなくても、地形効果によっ

て吹き降ろされやすい傾向があり、詳しい検討は

今後の課題である。 
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４．桜島火山ガスについて 
 三宅島火山ガスの動態解明には、1955年以来の
活発な山頂噴火を続けている桜島や、1990年代初
期まで活発な噴火をしていた阿蘇火山の研究が手

がかりとなる。桜島では行政機関に属する環境大

気研究者などの努力で、1980年代には桜島や周辺
での SO2、SPM 地表濃度などの連続測定局が図

１０のように整備された。大気汚染の元凶として

桜島の影響は大きく、九州各地や中国地方・本州

中部でも桜島起源と推測される硫黄化合物検出が

報告されている。桜島や周辺での SO2、SPM 地

表濃度と 1987 年からの噴煙観測と衛星画像解析
などを併せた解析は、阿蘇火山博物館における

SO2連続測定結果の研究を含め、2 つの論集にま
とめた[17,18]。さらに最近の桜島の東西南北 4地
点のデータについても解析し、強風による噴煙の

吹き降ろしと山麓の火山ガス高濃度事象の関係を

確認した[19,20]。桜島南部の有村では、冬に高濃
度事象が多く、三宅島の東部に対比できる。図１

１に有村における 2001年 1月の SO2濃度１時間

値を示す。最近は桜島の噴火活動がやや低下して

いるが、環境基準値を超える高濃度事象がしばし

ば見られる。この年の最高値は 12月 26日 1時の
1120ppbである。東部の黒神で高濃度事象が生じ
る際には南高北低の気圧配置で、九州北部を低気

圧が通過する場合が多い。近くの低気圧の位置に

よっては西部や北部でも一時的に高濃度事象が見

られる。このように、気圧配置から予想される強

風の向きによって、高濃度事象がどこで起こるか

推測できる。 

 
図１０．桜島周辺の火山ガス観測局.． 

 
図１１. 有村における 2001年 1月のSO2濃度１時間値． 

 
５．火山ガス高濃度事象とハザードマップ 
火山ハザードマップに関しては、中村・荒牧[21]
によって詳細な分析がおこなわれている。これに

よるとハザードマップ中で解説されている噴火現

象は泥流・土石流(70%)，降灰(65%)，火砕流(63%)，
噴石(60%)，溶岩流(51%)，岩屑なだれ(30%)とい
う割合であるが、火山ガスに関する記載は 14%の
みである。三宅島や桜島の環境基準をこえる高濃

度事象や 1997 年に多発した火山ガス事故などを
考えれば、火山ガスの記載は非常に少なく、今後

早急にその記載を追加する必要がある。また火山

ガスについてハザードマップ中に記載されている

場合も『火山ガスの濃度が高くなりやすい条件は

「風が弱い」「くぼ地である」』等と書かれており、

強風時の高濃度事象を考慮に入れていないものが

多い。しかし先にも述べたように、SO2ガスの高

濃度事象は，これまでの三宅島に関する研究や桜

島噴煙活動観測結果から判断すると、特定の地形

条件や弱風下のみで発生するとは考えられない。

むしろ強風の場合にこそ高濃度事象が生じている

のである。このような高濃度事象の地域・季節特

性は、その季節特有の気圧配置による季節風と結

びつけて理解できる場合が非常に多い。気象予報

とそれに基づく火山ガス予報体制を強化するとと

もに、住民や訪問者の風を読む能力向上を図るこ

とが重要であり、防災教育の課題である。 
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