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１．はじめに． 本研究では，桜島火山から放出される SO2ガス濃度

が，「1時間値の 1日平均値が 0.04ppm 以下であり，

かつ 1時間値が 0.1ppm 以下であること」と定められ

ている環境基準を超える場合(以下，高濃度事象)に

ついて注目し，同時刻の天気図・風速・風向等も含

めて総合的に生徒たちが考察することとした． 

南九州には桜島火山・霧島火山群をはじめ，多く

の活火山が存在する．特に桜島は，その噴火･噴煙活

動が落ち着いているといわれている現在でも，降灰

や SO2ガスをはじめとする火山ガスなどで，農業や地

域住民の生活に大きな影響を与えている．これまで

桜島の噴煙活動にともなう火山ガス高濃度事象に関

しては，多くの詳細な研究が行われている[1][2][3][4]．

しかし火山の噴煙活動に関する防災教育や気象教育

の実践的研究は少なく，これから一層の研究が必要

である[5][6]． 

2001 年 1 月～2002 年 3 月間に，計 734 時間の高濃

度事象が発生しており，その高濃度事象の多くは

925hPa の高度において風速が 10m/sec 以上である，

いわば強風下で発生している[4]．2001 年 1 月有村局

における SO2ガス濃度変化グラフを図 2 に示す． 

図 2 2001 年 1 月，有村局の SO2ガス濃度変化． 

ここでは，鹿児島県および鹿児島市が桜島周辺に

設置している観測点で測定した SO2ガス濃度と，鹿児

島地方気象台が6時間ごとに測定した925hPaにおけ

る風向・風速，そして 9時の天気図を教材として，

鹿児島玉龍中高一貫教育校の生徒に互いの関係性を

考察させ，理解させることを目的とした教育実践に

ついて報告する． 

 

２．データについて 

今回検討した SO2ガスデータ測定点を図 1 に示す．

解析は赤水，鹿屋局，桜島町役場(2004 年 11 月から

桜島支所)は鹿児島県環境生活部の測定データを，黒

神・有村・鹿児島市役所各局は鹿児島市環境保全課

の環境大気測定局観測点の測定データを用いた． 

SO2ガスデータの測定方法は，鹿児島県と鹿児島市

の 4測定局(谷山・有村・黒神・鴨池局)では溶液伝

導率法による測定を，市役所局では 1998 年 2 月から

紫外線蛍光法の乾式測定法で測定をおこなっている．

測定値は ppb の単位で 1時間平均値として得られて

いる． 

 

 

風速・風向については鹿児島地方気象台の 925hPa

観測データを用いた．測定時間は 3時、9時、15 時、

21 時の 4 回である。風向 WD(°)と、風速 WS(m/s)を

用いて解析した。風向 WD(°)は北風を 0°として時

計回りに何度の方角から風が吹いてくるか表現して

あり、例えば 270°は西風となる。桜島上空の噴煙は，

大きな爆発のときなどは 3000～4000m も噴煙が上が

るが、今回解析する 2001 年ではそれほど大きな爆発

はなく，山麓や平地への火山ガスの影響を見るため

専ら 925hPa の風データを使用した。指定気圧面

925hPa は海抜約 850m 程度に相当する． 

 

 

３．高濃度事象と気象の関係性 

有村局は桜島南岳のほぼ南に位置し，北からの風

で，925hPa を示す高度での風速が 10m/sec 以上値の

場合に高濃度事象が発生する場合が多い[4][6]．2001

年 1 月の 925hPa の風向・風速を図 3に示す．そして

特に大きな高濃度事象見られた 1月 12・19・28 日の

9時の天気図を図 4に示す．  
図 1 環境大気測定局測定点． 



 

また桜島南岳の東に位置する黒神局では，気圧配

置が南高北低の場合に高濃度事象が発生しやすい．

こうした気圧配置になるのは，桜島の南の海上に高

気圧が張り出し，その北側を低気圧が移動するケー

スが見られやすい 6・7 月に多いことが理解できる．

この現象も授業で取り上げ，授業後のアンケート結

果ではほとんどの生徒は理解できたと思われる． 
このように生徒は，桜島火山を中心として，高気

圧，低気圧の位置関係からどの局に高濃度事象が発

生する可能性が高くなるか予測できるようになった． 
今回授業では取り上げなかったが，台風が桜島火

山に近づく際には，濃度が高くなる局が反時計回り

に移動し，気象と風向の関係を理解できる教材とな

る．今後授業実践を積み重ねていきたい． 
 
５．まとめと課題 

(1)桜島火山は海上孤立峰と見なすことができる．島

内各地に設置されている各観測点で観測できる SO2

ガス濃度と気象は関係性が強く，これを気象学習の

教材としていくことは非常に有効である． 

(2)郷土の教材を活用することによって気象を理解

することは，教育効果を高める点において有効であ

る．活火山である桜島は，今後大きな災害を起こす

可能性がある．気象や桜島に対して関心を持たせる

ために，桜島の噴煙活動を教材化していくことは必

要である． 

図 3 2001 年 1 月鹿児島地方気象台上空 925hPa での風向

(上)，風速(下)．観測は各 3 時，9 時，15 時，21 時に

実施．6 日 15 時，13 日 15 時，20 日 15 時，27 日 15
時，30 日 3 時は欠測． 

(3)天気図から風向を予測し，その風下は高濃度事象

が発生する可能性が高いことが理解できる．三宅島

雄山の例からも高濃度事象と気象の関連についての

防災教育は必要である． 
(4)今後は降灰量との関連性も求め，デジタル化した

噴煙ビデオ映像[7]なども用いて，より一層効果の高

い教材を開発する．  
図 4 2001 年 1 月 12，19，28 日の天気図．   
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