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１．はじめに 

火山災害の中で最も影響範囲が広いのが降下火砕物（いわゆる降灰）による被害である。この

火山の大規模噴火による降灰被害への備えには、以下のような難しさがある。 

• 大規模噴火が稀な自然現象であること。国内で最も活発な火山と言われる桜島の場合でも、 

最近の大規模噴火は1914 年のことである。そのため災害に関する知見を学ぶ機会がない。

また、この 107 年間に社会のあり方が大きく変容した。いま大規模噴火が起きた場合、ど

のような被害が社会に及ぶのかは想像するしかない。

• 例えば水害による浸水範囲は、土地の低い場所や河川の近くなど地形的要因が支配的なの

で、想定される危険箇所を一定程度は把握できる。降灰の影響範囲や降灰量はその時の気

象条件（特に風向・風速）に左右されるため、事前の被害想定が難しい。

こうした火山防災の難しさに対応するため、リアルタイム

性があり社会の脆弱要因による災害リスクを可視化できる

降灰ハザードマップが望まれている。降灰リアルタイムハザ

ードマップは、以下の３つの要素技術を組み合わせたシステ

ムといって良い。図１にそれぞれの要素技術の役割を示した。 

１）災害の誘因としての降灰範囲や降灰堆積深を求

める降灰シミュレーションモデル

２）災害の要因となる脆弱性を含む社会のGISモデル

３）降灰予測と社会モデルから災害リスクをリアル

タイムにハザードマップとして表現する技術

令和元年度報告書（第一報）では、想定される降灰堆積深

が１m以上となるエリアを対象に、「倒壊した場合に道路閉塞を起こす木造住宅マップ」や「孤立

する後期高齢者分布マップ」の作成手法を報告した。これらは上記 2)の要素技術である。今年度

は降灰シミュレーションモデルを構築したので、降灰シミュレーション結果から見えてくる災害

リスクについて報告する。

２．降灰シミュレーションモデルの概要の概要 

降灰シミュレーションモデルは、火山灰が風の影響を受けながら移流・拡散・沈降する過程を

対象とするモデルで、次式の２次元移流拡散方程式を基礎方程式とする。 
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ここに、CLは粒径別の火砕物濃度、Wx,Wyはそれぞれ水平、垂直方向の風速、WL,sは粒径別降下

速度、Kx,Kyは拡散係数、CL,sourceは

単位時間あたりに放出される粒径

別噴煙量で、噴煙高度 1)から噴出量

を算出し、Suzuki 式 2)で鉛直分布

を与える。計算に使用する粒径分布

は、Φスケールで-5から 5の 11粒

径(32mm〜0.03125mm)とし、標準偏

差𝜎!=2、平均値𝜇=-1(2mm)となる粒

径分布を与えた 3)。 2mm 以上の粒

図１ 要素技術の役割 
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径を軽石、それ以下を火山灰とした。 

降灰シミュレーションでは、２次元移流拡

散方程式を差分法で解いている（図３）。計算

領域は鹿児島県本土全域の約 150km 四方で、

大正噴火級の大噴火を扱えるように高度

1500m〜20000m までを計算対象とした。計算格

子数は 169x169x38の約 100万点で、計算時間

を短縮するため、水平方向には不等間隔格子

を採用した。格子間隔は桜島周辺が 500m、計

算領域端付近が 1330m で、計算精度に影響が

出ないように間隔を広げながら格子点総数を

減らし計算時間の節約を図っている。高さ方

向は 500m 間隔とし、高度 1500m を通過した降

灰はそのまま地上に堆積するとしている。 

  

３. GIS で表現された社会モデル 

 GIS とは、地理的な位置情報を見出しとして、

その位置に関わる空間的な情報を管理し加工して

視覚的に表示するだけでなく、高度な分析により迅

速な判断を可能にする技術 4)である。GISソフトに

も様々あるが、下記の理由から QGIS を解析に利

用している。 
１）利用者が多いフリーでオープンソースな

地理情報システム（図４）。 
２）Windows,Mac,Linux など様々な OS に

対応。 
３）QGIS の解析機能を Python（フリーでオ

ープンソースなプログラミング言語）で

利用できるので、災害リスクを可視化す

る独自ツールの作成ができる（図５）。 
これまでに収集した GIS データを表 1 に示した。

多種多様な GIS データを収集することで現実に近

い社会を表現できるが、災害リスクを可視化する

という目的からは、以下について考慮する必要が

ある。 
１）降灰量と災害リスクを結びつける定量的

な「災害リスク基準」が分かっていること。 
２）誰でも利用可能なデータであること。 
３）可視化された災害リスクへの対応が準備されていること、または準備が可能なこと。 

特に上記の３）については、降灰リアルタイムハザードマップの利用面（利用者）からのフィー

ドバックも必要で、今後も関係機関との協働を進めていきたい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表 1 収集した GIS データ 

図５ QGIS による経路検索例(A→B) 
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図３ 降灰シミュレーションモデル概要 
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データ区分 データ種類 データ仕様など データ範囲 利⽤⽬的 主たる⼊⼿先 URL その他
地理 標⾼ 10mメッシュDEM ⿅児島県 基本的情報 国⼟地理院 https://www.gsi.go.jp/

河川 shp ⿅児島県 降灰による治⽔能⼒の低下 国交省国⼟数値情報 https://nlftp.mlit.go.jp/index.html
社会基盤 道路 ⾼速道路・主要道路・⼀般道路 ⿅児島市 降灰による速度制限・通⾏⽌め区間評価 ゼンリン株 有料

道路ネットワーク ⾼速道路・主要道路・⼀般道路 ⿅児島県 降灰による避難時間推定・最短経路検索 OpenStreetMap(OSM) https://openstreetmap.jp/#zoom=5&lat=38.06539&lon=139.04297&layers=B0FF クリエーティブコモンズライセンス
鉄道 JRなど ⿅児島県 降灰による運⾏停⽌区間推定 国交省国⼟数値情報 https://nlftp.mlit.go.jp/index.html

路⾯電⾞ ⿅児島県 降灰による運⾏停⽌区間推定 ⿅児島市オープンデータ https://www.city.kagoshima.lg.jp/ict/opendata.html
住宅 住宅構造・階数 ⿅児島市 降灰による住宅被害推定 ゼンリン株 有料

⾏政情報 市町村界 shp ⿅児島県 基本的情報 e-Stat（政府統計の総合窓⼝） https://www.e-stat.go.jp/
⾏政施設 官公庁施設・避難所・学校等 ⿅児島県 降灰による災害リスク評価のため e-Stat（政府統計の総合窓⼝） https://www.e-stat.go.jp/

官公庁施設・避難所・学校等 ⿅児島市 降灰による災害リスク評価のため ⿅児島市オープンデータ https://www.city.kagoshima.lg.jp/ict/opendata.html
医療・福祉施設 病院・福祉施設 ⿅児島県 降灰による災害リスク評価のため e-Stat（政府統計の総合窓⼝） https://www.e-stat.go.jp/
医療・福祉施設 病院・福祉施設 ⿅児島市 降灰による災害リスク評価のため ⿅児島市オープンデータ https://www.city.kagoshima.lg.jp/ict/opendata.html

⼈⼝・世帯 ⼈⼝・世帯 年齢階級別⼈⼝・家族類型別世帯等 ⿅児島県 降灰による災害リスク評価のため e-Stat（政府統計の総合窓⼝） https://www.e-stat.go.jp/ 1km,500mメッシュ統計
その他 ハザードマップ 洪⽔・⼟砂 ⿅児島県 参考 国交省国⼟数値情報 https://nlftp.mlit.go.jp/index.html

地域分析 詳細(100mメッシュ）男⼥別・年齢４区分別の⼈⼝ ⿅児島市 参考 東京⼤学空間情報科学研究センター https://home.csis.u-tokyo.ac.jp/~nishizawa/teikyo/index.html
基本的情報 CGIS Japan http://cgisj.jp/



４. 降灰ハザードマップ試案による災害リスクの可視化

降灰シミュレーションによる「2020 年版ハザードマップ試案（鹿児島県）」を図６に示した。

この降灰ハザードマップ試案は、鹿児島県本土全域

を対象に、以下の手順で作成されている。

１）2020 年の毎日午前 9 時に大正噴火級の噴火が

起きたとした。

２）噴火は 39 時間継続し、噴煙高度の時間的変化

は大正噴火と同じようになるとした（図７）。

３）総噴煙量は 6億m3とした 5)。計算では噴煙高

度から推定される時間毎の噴煙量の総排出量

が 6億m3となるように補正した。

４）鹿児島高層気象台が毎日の午前・午後 9 時に実

施しているゾンデ観測による風向風速から、高

度 500m毎に水平２成分方向（東西・南北）の

図６ 2020 年版降灰ハザードマップ試案（鹿児島県：数値は降灰堆積深 m） 
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図７ 噴煙高度の時間変化） 



風速を算出し、この風速を用いて降灰シミュレーションを実施した。

５）計算時間は 48 時間とし、12 時間毎に観測された風速に更新して計算を行った。

６）2020 年１月１日から 2020 年 12月 31日までの 366日間の計算を行い、年間最大降灰堆積

深を計算地点毎に求め、降灰ハザードマップ試案を作成した。

主要な４地点の最大降灰堆積深を、表２に示

した。また、降灰堆積深の生起確率（日数/年間）

を図８に示した。鹿児島市が降灰の影響を受け

る風向を北北東〜南南東とすると、2020 年は年

間の約 20６）が該当する（気象庁の半旬ごとの最

大風速の風向より）。降灰の影響を風向の頻度か

ら想定する傾向があるが、堆積深は風速にも影響

を受ける。

 鹿児島県の上空では、偏西風の影響で概ね西風

が吹いているが、季節変動があり夏季に弱まる。

8 月頃に最も風速が小さくなる傾向があり、この

時期に東風が吹きやすい。鹿児島中央駅付近の降

灰堆積深の上位 10 が 8月に集中し（表２）、鹿児

島中央駅で降灰堆積深が大きくなる傾向がしばら

く継続する（図８）ことから、弱まった上空の風

のため降灰が拡散されにくく、桜島近郊ほど降灰

堆積深が大きくなりやすいと考えられる。

図９には堆積深の時間変化を、軽石成分（粒径

が 2mm 以上）と火山灰成分（粒径が 1mm 以下）

別に示した。噴火から 6 時間後には一般の車両が

走行できなくなる堆積深 10cm に達し、12 時間後

には古い木造住宅が倒壊する恐れのある堆積深

50cm に達するなど時間進行が早いこと、軽石成分

が堆積の約 80%を占めることなども、弱い風速の

影響が推察される。

2020 年版ハザードマップ試案で 0.1m を超える

範囲は、自動車による避難ができない。0.3m を超

える範囲では、一時的に河川の治水安全度が低下

する。0.5m を超える範囲では、古い木造住宅など

が倒壊する可能性ある。また、建物外への避難は実質的に困難となる。1.0m を超える範囲では、

住宅が倒壊する可能性があるほか、最悪の場合は人的被害が生ずる可能性がある。

５．おわりに 

本報告は 2020 年の 1 年間の降灰シミュレーション結果に基

づいている。災害リスクの検討のため、過去にも遡って計算を

実行することが必要と考えている。計算速度について、リアル

タイム比＝計算時間/実時間と定義して図 10 に示した。大正噴

火級の大規模噴火の場合は 1.0 を超えているので、今後はリア

ルタイム比=0.5 程度を目標にプログラムコードの改良等を検

討したい。
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表２ 主要な４地点の最大降灰堆積深（2020 年） 

図 10計算速度 
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図８ 主要な４地点の堆積深の生起確率 

場所 噴⽕想定 最⼤堆積深(cm) 上位10の発⽣⽉
⿅児島中央駅付近 8⽉20⽇ １０５ 8⽉(9),6⽉

⿅児島空港付近 8⽉9⽇ ４０ 7⽉,8⽉(3),9⽉(6)
垂⽔市役所付近 5⽉7⽇ ５３ 4⽉(2),5⽉(3),6⽉,9⽉,10⽉(3)

指宿市役所 6⽉22⽇ ７ 4⽉6⽉(3),8⽉(3),10⽉(3)

備考︓場所は最近傍計算点

図９ 軽石・火山灰の堆積割合（鹿児島中央駅） 
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