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１．はじめに 
 薩摩半島南端の長崎鼻から南南西約 40km に位置

する薩摩硫黄島の硫黄岳(標高 704ｍ)は活発な火山

活動を続けており，火口や山の斜面からは，噴気と

大量の火山ガスを常時放出している。本研究室では

1998 年 7 月 23 日にデジタルカメラとビデオカメラ

による自動観測システムを設置して，噴煙の連続的

な地上観測を行っており，噴煙と地形性雲について

以前に報告した[1]。地上観測から得られる映像は火

山活動の可視情報として重要であり，鉛直方向の形

状と移流方向についての解析に有効である。 

 
図１．稲村岳(左)と硫黄岳(右)の画像 

（硫黄島南側の海上より撮影） 
 
２．自動観測システム 

火山活動の重要な指標である噴煙活動の長期観測

記録を行うために，硫黄岳火口から西南西約 3km に

ある三島村総合体育館２階の室内にデジタルカメラ

とビデオカメラを設置し，2003 年 2 月から Web カ

メラを三島村開発総合センター１階の窓側に固定し

て，ガラス窓越しに硫黄岳を撮影している。   
デジタルカメラ，ビデオカメラは幾度か機種交換

をおこなっているが，本研究においては，デジタル

カメラは SHARP MD-PS１で撮影した画像を，ビデ

オカメラは SONY DCR-TRV900 で撮影した映像を

用いた。現在，ビデオカメラでは近赤外通過フィル

ターを装着し，近赤外領域の映像を撮影している。 
撮影した画像等は硫黄島のホームページで公開して

いる。

（http://arist.edu.kagoshima-u.ac.jp/volc/iwo/） 
   

3．シミュレーションについて 
 硫黄岳の噴煙解析では，煙流の輪郭を表すコンピ

ュータシミュレーションを硫黄岳に対応させたプロ

グラムを利用する。プログラムのパラメータを操作

することで，噴煙の高さ，輪郭，風向などを変える

ことができるため，シミュレーションで描画した噴

煙と実際の画像を合成し解析することで，噴煙の高

さや流向を測定できる。   
 

4．噴煙の観測結果(2000～2002 年) 
 2000 年から 2002 年の観測日数は，それぞれ 329
日（1 月 1 日～2 月 3 日，9 月 11 日～9 月 13 日は欠

測），310 日（5 月 10 日～7 月 3 日は欠測），292 日 
 

（4 月 29 日～5 月 1 日，7 月 23 日～8 月 2 日，9 月 
21 日～11 月 18 日は欠測）であり，そのうち硫黄岳

の噴煙が確認できた日数はそれぞれ 271 日，229 日，

253 日である。どの年においても，1 年を通して噴

煙活動は活発であった。 
 ３年間で観測できた噴煙は，ほとんどが定常噴煙

であったが，噴煙の滞留や吹き降ろし，断続噴煙，

爆発噴煙などを確認することができた。また，夏季

には硫黄岳の山頂付近を覆う笠雲が多くみられた。 
  

5．解析結果 
2000 年から 2002 年の硫黄岳の噴煙高度を，シミ

ュレーションを用いて計測した。主にデジタルカメ

ラの画像を使用し，画像がない場合や噴煙がデジタ

ルカメラの撮影範囲を越える場合には，ビデオカメ

ラの映像を使用した。本研究で用いる噴煙高度とは，

硫黄岳山頂から噴煙のトップの高さまでの値とする。 
表1は2000年から2002年の噴煙高度の解析結果

をまとめたものである。これより，2000 年から 2002
年において観測した硫黄岳の噴煙は，ほぼ同じよう

な高度の範囲で上昇していることがわかった。 
図 3 は 2000 年の噴煙活動における１日毎の噴

煙高度の最高値と最低値をバーで，日平均値を点で

表したグラフである。2～6 月にかけては他の時期よ

りも日平均が低く，7～9 月に全体的に噴煙高度の日

平均は高くなる傾向がみられた。また，同様に 2001
年，2002 年においては 1～3 月にかけては他の時期

よりも噴煙高度の日平均が低く，7～9 月にかけては

他の時期に比べて全体的に日平均が高くなる傾向が

みられた。 
 

 
 図 2. シミュレーション結果と画像の合成例 

(02/6/9 15h) 
 

表 1. 噴煙高度の解析結果(2000～2002 年) 
2000年 2001年 2002年

通常見られる噴煙の
上昇高度（m）

噴煙高度の最高値の
範囲(m)

100～800 100～800 150～1050(特に頻度の高い範囲)

100～750 100～650 100～800

100～1500 100～1300 50～1600

(特に頻度の高い範囲) 100～300 100～200 150～350



 
図 4 は 2000 年の鹿児島地方気象台高層風デー

タ 900hPa の 9 時・15 時の月平均のグラフで

ある。このデータを用いたのは，900hPa は海

抜約 1000ｍにあたり，硫黄岳の噴煙高度の年

平均値が 300ｍ程度であることから，噴煙の移

流・拡散に最も影響を及ぼす高さであると考え

られるからである。9 時・15 時の風速の月平

均値に大差はないが，15 時の方がやや小さい

傾向がある。1～3 月の冬季は他の季節に比べ

風速は高い値をとっており，2001 年，2002 年

においても同様の傾向がみられた。  
図 5 は 2000 年から 2002 年までの噴煙高度

の最高値と，最高値を記録した時間に近い時間

帯における鹿児島気象台高層風 900hPa の風速の

散布図である。ここでは噴煙高度の最高値の値に関

わらず 900ｈPa の高層風のデータを用いた。 
 最高値が 1000ｍを越えている時の高層風の風速

の多くが約 10m/s以下であった。また，風速約 10m/s
を越えると，数例を除くほとんどの場合で噴煙の上

昇が 800ｍ以下に留まっており，高層風の風速が上

がるにつれて，噴煙高度の最高値は低くなっている

ことがわかる。このことから，高層風の風速の値が

低いときには噴煙の上昇は大きく，風速の値が高い

ときには噴煙の上昇は小さいことがわかる。 
2000 年から 2002 年までの３年間の噴煙高

度の最高値を記録した時間に近い時間帯にお

ける鹿児島気象台高層風900hPaの風速を月別に分

類したところ，10m/s 以上を超える高層風は冬季に

多かったが夏季には少なく，ほとんどの月において

最高値を記録した時間に近い時間帯に 1～
10m/s の高層風が吹いていたことが分かった。1～
10m/s の高層風の中でも 12 ヶ月中 8 ヶ月以上で同

じ風速が 1 月に 3 日以上確認できた 2，3，4，6，7，
8m/s において，月毎に高層風の最高値の平均値を求

めた。ただし，1 月に 2 日以下しか確認できなかっ

た月はデータの対象外とした。その結果，各風速に

おける月平均の最大値は全て 7～9 月であり，夏季

に噴煙高度が高くなる傾向が見られたため，風速以

外にも季節による影響もあると考えられる。 
 
6．おわりに 
2000年から 2002年の各年の噴煙高度の解析結果で

は，どの年においても夏季は噴煙高度が高く，冬季

は噴煙高度が低いという結果となった。鹿児島気象

台の高層風のデータにおいては，冬季は風速の平均

値が高くなっていた。このことから，冬季は強風

が多いため噴煙が流れやすく噴煙高度は上が

りにくくなると考えられる。噴煙の上昇には高

層風の風速が大きく影響しているといえる。し

かし，2000 年 5，10 月のように高層風の風速

が最も小さい時期に必ずしも噴煙高度も高く

上昇するとは限らなかった。よって，高層風以

外にも噴煙上昇には大気状態の季節による影

響もあると考えられる。  
2003 年から火口高温部の撮影なども開始した。

よって，今後より多角的に硫黄岳噴煙を捉えること

ができると思われる。 
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図 3. 噴煙高度の最高値・最低値と日平均値 
（2000 年） 
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図 4. 鹿児島気象台高層風（900hPa）の風速 

月平均（2000 年） 
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図 5. 噴煙高度の最高値と鹿児島気象台高層風

（900hPa）の風速との相関 
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