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観測点：映像：機材 
Ａｇ：熊本県球磨郡あさぎり町岡原北（新燃岳の北 約 38 km）：可視画像：パソコン，130 万画素 CMOS センサ搭載 USB カメラ，外付けハードディスク 

Ｔｇ：霧島市霧島田口（新燃岳の南南西 約 9 km）：可視画像：Brinno GardenWachCam 

Ｋｓ：霧島市霧島総合支所東大地震研臨時観測室（新燃岳の南南西 約 11 km）：近赤外ビデオ映像：Sony DCR-TRV30, IR84 フィルタ. 

                                                                       可視画像：Ricoh CaplioG4Wide 

Ｂ：鹿児島市鴨池港近傍（新燃岳の南西 約 50 km）：近赤外ビデオ映像：Sony DCR-HC62, IR84 フィルタ 

                         近赤外画像： Sony DSC-V3, IR84 フィルタ.   可視画像：Sony DSC-HX5, Olympus μ-40 Digital 

Ｋ：鹿児島県鹿児島市錦江台（新燃岳の南西 約 58 km）：可視画像：パソコン，130 万画素 CMOS センサ搭載 USB カメラ，外付けハードディスク 

                               近赤外画像：パソコン，30 万画素 CMOS センサ搭載 USB カメラ，外付けハードディスク，IR76 フィルタ 

衛星画像 Ｎ：NOAA/APT [4]， Ｍ：MODIS/Aerosol Vapor Index [2], ＭＴ：MTSAT/AVI [4] 
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2011 年月日_時刻 観測点 地上観測映像      月日_時刻  衛星画像             

1.02_1056Ｂ  

1. 13_1111-1305Ｂ  17 日までは噴気や穏やかな白煙/19 日夜の小噴火で新鮮なマグマ物質，新しい段階に/ 

1.22_1055Ｂ  22,25 日 連続噴煙 

1. 26Ｂ     1.26_1532MT-1644N  

1.26_1718-39Ag     1.26_2200 MODIS/AVI  

 

26 日、爆発的噴火と猛煙放出始まる 



                    1.27_0217-0332 MODIS-MTSAT/AVI  _0504 N  

1.27_0845Ｂ  

 

1.27_0932-1532-2132MT 

1.27_1212Ｂ  

1.27_1657Ｋ  _1721Ｂ  

1.29_1436Tg  _1602Ｂ  1.31_1236Tg  _1314Ｂ  



       

Tg 211.2.01_1136,  2.01_1436,      2.02_1536,     2.03_1136,      3.13_1746         2.03_1326 MODIS/AVI 

要旨:新燃岳の南南西 50km からの近赤外望遠観測によって、

2008 年から白い噴気や噴煙がしはしば見られた[1]。2011 年 1 月 19

日 01:27 の小噴火のあと、1 月 22・25 日には連続噴煙に変り、26・

27 日の大規模灰煙放出に到る時間変化が、ビデオカメラの近赤外ス

ムーズインターバル撮影で捉えられた。26 日の地表付近は大気混濁

で視界が悪い状態であったが、大規模灰煙の上部は新燃岳の南西58km

および北 38km の人吉盆地の可視映像観測でも捉えられた。これらの

観測点に加え、霧島田口の 2点（新燃岳の南南西 9km，11km）でも可

視・近赤外の映像自動観測でその後の活動を記録している。 

 遠方からの観測では、広い視野で噴煙の全貌を捉えやすい。衛星画

像データでは、さらに下流の洋上における火山灰煙の長距離移流・拡

散まで捉えられる。1 月 26・27 日の大規模灰煙は、簡易受信システ

ムによる NOAA-APT 画像でも、日向灘から太平洋に広がる 100-300km

のスケールで認められた。東京情報大学受信の Terra/MODIS および

Aqua/MODIS 画像データの解析では、さらに 750km 南東に到る場合な

ど様々なスケールの移流・拡散が分かった[2]。衛星データでは、昼

間の可視・近赤外画像とともに、夜間の熱バンドやその波長による違

いを利用した Aerosol Vapor Index によって、洋上に薄く拡散した

灰煙まで容易に捉えられる。この方法は観測頻度の高い MTSAT/VISSR

にも用いられ、大規模な灰煙拡散の時間発展が求められた。灰煙拡散

の形態は気象条件、特に風向風速の高度依存性に支配されるので、地

上における映像自動観測との対比は重要であり、検討を進めている。 

 観測点と火山の位置関係や、火山周辺における噴石や降灰・降雨時

の土石流および火山泥流などに対する防災対策と啓発活動を進める

のに火山地形の理解は重要である。このため、可視・近赤外画像デー

タを用いた SiPSE-3D 衛星画像を作製した。 

 

Abstract: White vaporous fumes and plumes at Kirishima-Shinmoedake volcano had been often observed since 

2008 by near-infrared (NIR) camera at 50 km SSW from the crater [1}. After small phreatic eruption at 

01:27 on 19 Jan. 2011, continuous ejections of plumes were recorded on 22 and 25. Massive ejections 

of ash clouds started at 15:40 on 26 almost continuously mixed with eruptions until 27. These time 

variations can be seen by smooth interval records of a video camera with the NIR mode. Though the 

visibility condition was rather bad on 26 Jan. 2011, the upper parts of massive ash clouds could be 

seen in the visible camera records at 58 km SW from the volcano in Kagoshima city and also at 38 km 

north in Hitoyoshi basin. In addition to these fixed observation points, automatic recording cameras 

have been installed at near-by points in Kirishima city 9 and 11 km SSW from the volcano with visible 

and NIR modes. 

 Long distance observation has a merit to see the whole features of eruption clouds. Their 

advection and dispersion beyond the scope of ground observation can be studied by satellite images. 

Massive ash clouds on 26 and 27 Jan. 2011 could be recognized in NOAA-APT images with the scales 100-300 

km extending over the sea. In the image data of MODIS on board of Terra and Aqua satellites obtained 

by the receivers of Tokyo University of Information Sciences, various dispersion images including a 

plume toward 750 km south-east were obtained [2]. In addition to visible and NIR images of satellite 

data in the daytime, thermal image data in the nighttime and their differences in the form of Aerosol 

Vapor Index enable to detect dispersed ash clouds over the sea. This method can be applied also to the 

MTSAT/VISSR data with frequent observation, to study time sequence of large scale dispersion of ash 

clouds. The behavior of ash dispersion depends on the meteorological conditions. Especially, the height 

dependence of the wind direction and speed is decisive, implying the importance of the ground observation 

of the ash clouds at the source volcano, as we are going to study further.  

 The understanding of volcanic topography is important to see the relation between an observation 

point and the volcano, to design plans to prevent volcanic hazards such as volcanic bombs, ash-fall, 

ash-mud flows, and educate people against the hazards. The SiPSE-3D satellite images of Kirishima 

volcanoes were prepared for these purposes. 

 The above results are displayed in the following web sites: 

http://arist.edu.kagoshima-u.ac.jp/volc/kiri/kiri11/kiri11top.htm 

http://es.educ.kumamoto-u.ac.jp/volc/shinmoe/index.htm 
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