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１．はじめに 
桜島は年間に約 800 回（過去 10 年間の平均値）の噴火を伴う世界的にも活発な火山である。そ

の近隣には鹿児島市という都市域がある上、鹿児島県を含む南九州地域には火山島を含めた離島
が多い。そのため大規模噴火時には、鹿児島空港や市内にある医療ヘリポートの航路の安全確保
が必要な地域である。また中規模噴火時においても、日常的な生活への影響のほか、鹿児島空港
の欠航や農作物への被害等の経済的損失が想定される地域となっている。 
こうした認識のもと、経済的被害が想定される中規模噴火時から災害を伴う大規模噴火時に役

立つ降灰情報を提供することを目的に、降灰堆積量に加えて大気中を漂う火山灰濃度を可視化す
る準３次元降灰シミュレータ（プロトタイプ版）の開発に取り組んできた。研究開発過程におい
て、実用的な降灰シミュレータとするために、大気中の火山灰濃度が日常業務に強く影響する国
交省鹿児島空港事務所及び民間航空会社の協力のもと、技術紹介という形式で大気中火山灰濃度
のわかりやすい３次元可視化表現について意見交換等を行った。本報告書では、準３次元降灰シ
ミュレータ（プロトタイプ版）の概要と技術紹介について報告する。なお、３次元可視化画像作
成手法については、令和２年度地震火山地域防災センター調査研究プロジェクト課題「降灰シミ
ュレーション結果の３次元可視化手法検討」で検討した。  
 

２．準３次元降灰シミュレーションモデル（プロトタイプ版） 

降灰シミュレーションモデルの基礎方程式は、上昇した火山灰が風向・風速の影響を受け移流・

拡散・沈降を行う過程を表現するもので、本報告書の「降灰リアルタイムハザードマップ作成手

法の検討（第二報）」に詳細がある。ただし、航行障害となる大気中火山灰は主に降下速度の小さ

い細粒の火山灰であることから、上昇流 Wzの効果を組み込んだ以下の２次元移流拡散方程式とな

っている。 

 
𝜕𝐶 𝜕𝑡 𝑊⁄ 𝜕𝐶 𝜕𝑥 𝑊  𝜕𝐶 𝜕𝑦⁄  ⁄ 𝑊 𝑊 , 𝜕𝐶 𝜕𝑧⁄  

𝐾 𝜕 𝐶 /𝜕𝑥 𝐾 𝜕 𝐶 𝜕𝑦⁄ 𝐶 ,  

 

大気中を漂う火山灰濃度を計算の対象とするため、計算に利用する風向・風速データは、高度

毎に高頻度（更新時間が短い）高解像度（面的な情報）であることが望ましい。そこで、３時間

更新で 10km メッシュの風向・風速を得られる気象庁のメソ数値予報モデル(GPV)1)を利用する。 

メソ数値予報モデル GPV(MSM)は、気象庁が天気・天候の予報に使用している数値予報モデルの

一種である。1000hpa(高度約 100m)〜100hpa（高度約 16,000m）までの 16 気圧面で、ジオポテン

シャル高度、風速（東西・南北の２要素）、気温、上昇流(鉛直 p速度)、相対湿度を提供している。

水平格子間隔は緯度 0.1°,経度 0.125°の約 10km 四方で、３時間おきに 39 時間先（最大で 51 時

間先）までの予測計算結果を提供（有料）している。本検討では、京都大学生存圏研究所が運営

する生存圏データベースによって収集・配布されたメソ数値予報モデル GPV(MSM)のデータ 2)を利

用した。 

GPV(MSM)には風速としての上昇流はないが、気圧の変化を示す鉛直 p 速度が含まれる。静水圧

平衡が成立するスケール（したがって対流性の激しい現象には適用できない）では、近似的に次

式で上昇流 Wzと関連付けられる。 

 

𝑊  ~ 𝑑𝑧 𝑑𝑡⁄  𝑑𝑝 𝑑𝑡⁄ /𝜌𝑔 
 

ここに、dp/dt は鉛直 p速度(Pa/s)、ρは大気の密度(kg/m3)、g は重力加速度、dz/dt は等圧面高

度の時間変化（m/s）（上昇<0）である。ρは標準大気を仮定し、U.S.standard atmosphere1976

に基づくと、ρ＝0.0034837P/T である。T は大気の絶対温度(K)で GPV データに含まれている。



表１ ３D可視化手法の特徴 

また P は大気の圧力(Pa)で、以下の式から求めることができる。 

 

P(Pa) = 101325 x (288.15/(T+273.15))-5.256  (0�H≦11)   H :ジオポテンシャル高度(km) 
P(Pa) = 22632.064 x e-0.1577(H-11)                (11<H≦20)   H :ジオポテンシャル高度(km) 

(出典：U.S. standard atmosphere, 1976, P.12 (33a), (33b)式より算出) 

 

□鹿児島空港欠航事例解析(2020 年８月９日) 

 
気象庁「噴火に関する火山観測報」によると、2020 年８月９日５時 38 分に桜島が噴火（5:42

発表）し、その後噴煙高度が 5000m に達した（5:52 発表）。この噴火による降灰の影響で、鹿児
島空港の到着便を中心に 20 便が欠航を決めた（南日本新聞社 10:25 配信記事より）。この事例を
対象に、準３次元降灰シミュレーションを実施した。その計算例を図１と図２に示した。図１の
淡赤色の範囲は航行に支障が懸念される 4mg/m3以上の火山灰濃度で、噴火から 30 分後には鹿児
島空港付近まで到達していたことがわかる。また、噴火から 3時間後には滑走路付近で 50g/m2程
度の降灰量が予測された。滑走路に 0.2mm 程度（300g/m2）の降灰があると、巻き上げられた火山
灰がエンジンに吸い込まれるため離発着に支障が出る可能性あるとされている。 
 

３．３次元可視化画像作成手法の検討 

３ 次 元 可 視 化 画 像 の 作 成 に 、

GoogleEarth Pro の利用と 3D 可視化ソ

フト microAVS について検討した。それ

ぞれの特徴を表１に示す。 

(1) GoogleEarth Pro（© Google） 

GoogleEarth Pro は３次元可視化ソ

フトではないが、高度別に火山灰濃度

分布の kml ファイル（図３）を作成す

ることで、３次元的な可視化画像が作

成できる。その方法は、表示させたい

濃度区分のポリゴンを作成し、標高と

着色したい色を指定するものだが、ポ

リゴンの内側と外側の輪郭に相当する

部分の緯度経度情報を作成しなくては

ならない難しさがある。他の画像ソフ

トで濃度分布図を作成し kml 出力して

も良いが、３次元可視化画像を自動生

成することが難しくなる。 

(2) microAVS（CYBERNET SYSTEMS） 

⼿法 @GoogleEarth microAVS
３D ３次元的に表⽰可（基本2次元） 3次元表⽰
利便性 誰でも利⽤できる 専⽤ソフトが必要（結果は誰でも利⽤可）
背景 背景が充実 背景は乏しい（画像貼り付け）
⾃動化 計算結果からkmlの⾃動作成は難しい 計算結果から3D画像の⾃動作成機能有り

図３ 濃度分布表示の kml 例 

ポリゴン外側輪

郭の緯度経度 

ポリゴン内側輪

郭の緯度経度 

図１ 火山灰濃度分布(mg/m3)             図２ 火山灰堆積量(mg/m2)（噴火から 3時間後） 

背景は
噴火から 30 分後、高度 1500m 

背景は© GoogleEarth 



一般的な３次元可視化ソフトは、そのソフト内でしか３次元可視化画像を作成できないが、

microAVS(Professional 版)には、準３次元降灰シミュレータで実行中の計算結果から３次元可視

化画像を自動生成させる機能がある。ただし、この機能を利用するためにはシミュレータと連携

させるためのスクリプトを自作する必要がある。また OS は Windows のみに対応で、準３次元降灰

シミュレータと microAVS が同じハードウエア上で稼働している場合、という制限がある。それぞ

れの手法による鹿児島空港欠航事例解析の３次元可視化画像を、図４と図５に示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４. 技術紹介 

国交省鹿児島空港事務所及び民間航空会社の関係者の方々にご協力頂き、準３次元降灰シミュ

レータの技術紹介を行った（表２）。図６に技術紹介の様子を示した。技術紹介では、火山噴火の

基礎知識、シミュレーションモデルの概要、鹿児島空港欠航事例解析の紹介後、どのような３次

元可視化画像による情報提供が有効か、現業の立場から意見交換をお願いした。意見交換でのコ

メントを表３に整理した。第 1 回及び第 2 回技術紹介終了後には、アンケート調査を行った。主

な回答を表４に整理した。なお、表１中の「実用性評価」は、アンケート調査の(1)で、「実用的」

との回答比率を示している。 

現在、気象庁航空路火山灰情報センター（VAAC：Volcanic Ash Advisory Center）から火山灰

の拡散に関する情報が航空機や空港に提供されているが、平面的情報提供となっているため、火

山灰濃度の３次元可視化の試み自体の評価が高かった。一方で、夜間や降雨時などパイロットが

視認しにくい天候時でも予測ができると良いとのコメントも多かった。 

 

図５ microAVS による表現 

図４ GoogleEarth による表現 
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５．おわりに 

気象庁メソ数値予報モデル GPV(MSM)より詳細な風向・風速データが、気象庁局地数値予測モデ

ル GPV(LFM)として配信（有料）されている。水平解像度は約 5km で、1時間毎に 10 時間先までの

予測値が得られることから、今後の降灰シミュレータの風向・風速データとして利用することで、

実用性の向上が期待できる。技術紹介の継続も期待されている。今後も検討を進めていきたい。 

最後に、技術紹介の運営などで国土交通省鹿児島空港事務所の伊藤敏久様（次席航空管制運航

情報官）には大変お世話になりました。ここに記して感謝の意を表します。 
1) 配信資料に関する技術情報、第５００号、気象庁予報 

2) （http://database.rish.kyoto-u.ac.jp）      

回 今後の開発によっては、実用的になると思われた点 今後の開発で課題と考えられる点 その他 

第
一
回 

 火山灰濃度が可視化される点 
 地上堆積深の目安が一定程度予測できる点 
 当該噴火によりいつからいつまで降灰があるか、降灰
量がどれくらいになるかをこれまでより高精度で知
ることができる 

 噴火がすぐにわかるメール等の通知 
 桜島噴火後の鹿児島空港への影響が伴う降灰の始ま
り、収まり時間及び降灰量の予測ができることから、
降灰除去作業を担う職種として有効 

 空港に降灰が予想される場合の地上堆積深について、
何時頃〜何時頃まで空港にどれくらいの降灰がある
のかがリアルタイムで通知がくれば、空港の除灰計画
を検討する上で大いに役に立つ 

 予測精度の向上 
 全天候に対し予測が対応できないこと（特
に降雨・降雪） 

 2mg/m3 範囲の高精度 3D 予測 
 気象、航空局、運航会社による協働体制づ
くり 

 実用化が高いと思われるため、今後の性能
向上も期待されます 

 空港の除灰計画を検討する上で、堆積深と
ともにどの施設にというのも重要になっ
てくるため、メッシュの細分化の検討（特
に舗装の上） 

 標高 1500m 以下の風を考慮した堆積深 

 気象庁からは航空気象の関係者と
して ICAO と連携をとっているはず
ですので、気象庁内の火山専門家等
とも連絡を取り合ってみては如何
でしょうか 

 雨天時の降灰の流れ、範囲がわかれ
ば良いと思う（パイロットは目で灰
を流れを確認している。雨天時はわ
からないので、航空機内でプレゼン
のような灰の流れの予測がわかる
ものがあればよい） 

 噴火を自動で観測し、迅速に認識し
て自動化されると、今後さらに他分
野でも活用されると思われます 

第
二
回 

 距離は NM、高さは FEET に統一 
 性能限界の向上→XRAIN+監視カメラ+赤外線カメラな
どにより、悪天候時や夜間の精度向上 

 天候や気象条件などによる精度の表示 
 噴火してしまえば、パイロットは目で見て避けられ
る。目で見えないときに このシステムが利用できれ
ば実用的 

 火山灰の粒子濃度や噴煙の高さを３次元で可視化で
きるというのは、非常に期待しています。また、噴火
によりどのくらい堆積するかという予測は、運行する
にあたり非常に欲しいデータであるため、今後の開発
によって実用的 

 これまでの面の火山灰の流れが、立体化することで航
空の安全運航に寄与すると考えるから。 

 航空機の運行に対して大きなインパクトを持つ火山
灰の情報がより見える（予測値を知ることができる）
ようになれば、安全性はもちろんのこと、お客様の満
足度も高まる 

 現在のマスコミや気象庁からの火山灰の情報は平面
での提供であり、航空機に必要な高度の情報が不足し
ている。リアルタイムに提供できれば、飛行経路や高
度のおける火山灰情報を参考にしながらの運行が可
能となり欠航便の現象に寄与する 

 まだ課題は多いと思うが、噴火から火山灰拡散の動向
や濃度の推移が可視化されると実用的 

 雲の中、夜中でも火山灰の動きがわかる。 
 悪天候時や夜間の噴火のデータは日中よ
りも分かりにくいものであるからこそ、今
後強化していただけると嬉しいです。 

 運行時に使うには、進入経路や飛行コース
だけでなく、高さ(feet)や距離(NM)も一緒
に表示 

 誰でも利用できることが必要。 
 費用コストがかからないことが必要。 
 航空機の運行で使用するデータをどのよ
うにタイムリーに運航者へご提供いただ
けるのか、仕組みづくりが課題だと思いま
す。その仕組みがオフィシャルなバックア
ップ（例えば JCAB、気象庁、鹿児島大学、
etc）がございますとありがたいです。 

 実務者が実際に使用する時、どのような画
面でどのようなデータが欲しいのかをヒ
アリングを重ねていくべきだと思います。 

 リアルタイムに正確な情報を提供して頂
くことが基本となりますが、航空会社にと
って有益な情報とすべきであり、将来的に
は気象庁を経由に公のデータとしての提
供を期待します。（業務としての利用を考
えるために） 

 噴火してから高度ごとにおける火
山灰の状況の推移が経過時間ごと
に可視化され、容易に情報が入手で
きるようになると良いです。 

 噴煙の高さ、流れ、空港に降灰があ
るかどうかなど精度の高い予測は
運行する上での判断材料となりま
す。 

表５ アンケート調査結果（抜粋） 

表２ 技術紹介 

図６ 第２回技術紹介の様子 

表４ アンケート項目 

回数 ⽇時 技術紹介内容 参加者 実⽤性評価

第1回 2020年8⽉27⽇
⽕⼭噴煙濃度予測の数値解析モデル概要
⿅児島空港⽋航事例解析

国交省⿅児島空港事務所管制保安部６名 50%

第2回 2020年12⽉10⽇
⽕⼭噴⽕の基礎知識
計算結果の３D可視化

国交省⿅児島空港事務所管制保安部１名
国交省⿅児島空港事務所空港管制官１名
国交省⿅児島空港事務所運⾏情報官１名
⽇本エアーコミューター２名
⽇本航空４名

70%

第3回
ZOOM会議

2021年1⽉12⽇
⿅児島空港⽋航事例解析
計算結果の３D可視化

国交省⿅児島空港事務所管制保安部１名
国交省航空局１名
⽇本航空３名（本社２名）

ー

 噴火そのものを早期に知りたい。 
 大気中火山灰の高濃度エリアが分かれば、そこを回避しながら航行できるので、パイロットにも分かりやすく情報を伝達でき、コスト負担の
小さいシステムが良い。 

 滑走路に降灰があり、離着陸による巻き上げの可能性があっても運行しないので、降灰情報も大切になる。 
 滑走路上の降灰予測が可能となれば、事前の除灰準備（人・作業車など）ができる。 
 欠航を決めた根拠として、お客様に提示できれば理解を得やすくなるのでは。 
 利用を進めるためにも計算精度検証が必要。 
 業界として欠航を決める定量的な降灰基準がないのも課題である。 

表３ 意見交換でのコメント 

(１） 今後の開発によっては、（実用的・まだまだ課題が多い・実用的ではない）と思う 
(２） 今後の開発によっては、実用的になると思われた点はどんなことですか。 
(３） 今後の開発で課題と考えられる点はどんなことですか。 
(４） その他（なんでも） 


