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１．はじめに 永井等 2)や古野等 3)は、このモデルを用いて、

三宅島から放出される火山性ガス（二酸化硫

黄）の広域拡散のシミュレーションを行い、関

東から東海地方で観測される三宅島起因の高

濃度イベントをシミュレーションで説明する

ことに成功している。現在でも連続的な計算を

行っており、その計算結果は以下のサイトで常

時公開されている（ただし、放出量に関しては

実時間の放出情報が無いため、一定の放出率を

仮定している）。 

 この研究では、火山噴火に伴い大気中に放出

される火山性ガスや火山灰の拡散を数値気象

モデルにより計算し、火山防災に役立てること

を目的として実施する。 
 原子力施設の事故時に環境中に放出される

放射性物質の環境影響を評価するための数値

モデルとして、著者等は緊急時環境線量情報予

測 シ ス テ ム (SPEEDI) や そ の 世 界 版

(WSPEEDI)を開発した 1)。これらの計算予測

システムは、３次元気象モデルと高精度な拡散

モデルを用いて、地形の影響を受けた気流とそ

の中での放射性物質の移動を計算するもので、

現在国の原子力防災施策の一環として実用化

運用されている。 

http://des.tokai.jaeri.go.jp/incoming/miyake.html 

 
これらの先行研究の成果に基づき、本研究で

は日本各地の火山を対象とし、火山噴火時の降

灰分布や火山性ガスの拡散を計算評価するシ

ステムを構築しようとするものである。先行研

究では、比較的広範囲を対象としていたが、今

回はより狭い、火山周辺地域の評価も行えるよ

うな計算体系を作り上げる。 

 

 

図１ SPEEDI ネットワーク 

防災への応用としては、様々な気象条件下で

の降灰予測、火山性ガスの環境濃度の長期に渡

る評価などを通じて、ハザードマップ作成の基

礎情報を提供できるものと考える。また、ポー

タブル計算機に計算システムの簡略版を移植

し、オンサイトで運用できるようなシステムを

作成し、火山噴火の現場での観測の安全確保に

資することができればよいと考える。 
 
 

http://des.tokai.jaeri.go.jp/incoming/miyake.html


２．計算方法  
(1) 気象モデルの概要 

 
図３ 地形準拠座標 

より狭い領域の気象現象を再現するために、

今回は非静力学モデルと呼ばれる計算モデル

を用いる。ここでは、ペンシルバニア州立大学

米国大気科学研究センターで開発され、現在最

も広く用いられている PSU/NCAR MM54)と

呼ばれるモデルを用いる。このモデルは、流体

の基礎方程式に基づいて大気の運動を計算す

る力学モデルと、力学モデルに現れる乱流項や

非断熱加熱、降水粒子の形成・消滅などを計算

する物理モデルから構成される（図２）。 
の最下層が地表面に一致するため、火山周辺の

複雑な地形を比較的忠実に再現できる（図３）。 
 火山への適用に関しては、地表面温度の上昇

を考慮する必要がある。これは地表面モデルを

介して考慮する。地表面モデルは、放射収支、

大気陸面間の顕熱と潜熱の輸送量、地中への

（からの）熱流量のバランスを解く。地中から

の熱フラックスを陽に与えれば地熱の影響を

考慮できる。 

 力学モデルはモデルの中核をなすもので、運

動量の保存式（運動方程式）、連続の式、熱力

学の式、状態方程式で構成され、風向・風速、

気温などを計算する。物理モデルは、力学モデ

ルに関わる諸過程を計算するもので、雲や降水

粒子の発生/消滅や降水を計算するための雲物

理モデルと対流パラメタリゼーションモデル、

地表から大気への熱や水蒸気の伝達および放

射冷却を計算する地表面モデル、地表に到達す

る放射エネルギーを計算する放射モデル、大気

境界層の発達を計算する境界層モデルがある。 

 
(2) 拡散計算 
 拡散計算では、放射能拡散の研究で用いてき

た、放出物を多数の粒子（マーカー）で近似し

てこの粒子群の移動と変形を追うラグランジ

ェ的計算に加え、一般大気汚染の計算でよく用

いられる格子法（オイラー的計算）を併用した

モデルの開発を進めている。前者は、放出点近

傍で精度が高いが拡散が進むと計算精度が著

しく低下する。一方、後者は放出点近傍では差

分法に起因する数値的な疑似拡散が強いが、拡

散が進んだ後も計算精度を維持できる。両手法

を併用することにより、放出点近傍の高濃度域

から、遠方の低濃度域まで高い精度で計算評価

することが可能となる。このようなハイブリッ

ド拡散モデルは以前から提案されてはいたが、

複数のCPUを用いた並列計算技術が確立した

今日、現実的なものとなってきた。 

 MM5 では、地形に沿う座標系（地形準拠座

標系）を用いて、モデル内での地形表現の向上

が図られている。地形準拠座標系では、モデル 
 

 
図２ 局地気象モデルの構成 



３．計算例  計算に用いる気象データは、気象庁の数値予

報データ（GPV）を用いた。このデータは、

気象庁が１日２回行うアジア域の予報結果を

初期値とともに配信しているデータである。１

日２回、00, 12 時（世界標準時）を初期値とし

て 51 時間予報データが配信される。これらの

うち、00 時と 12 時の初期値データ、および

06 時と 18 時の予報データ（６時間予報値）を

計算で用いた。また、海面温度は米国航空宇宙

局(NASA)が衛星観測データから算出している

週間平均海面温度を用いた。 

 本年度は拡散モデルの開発を進めるととも

に、気象モデルの適用性検証のための計算を雲

仙岳周辺を対象として実施した。気象現象は、

局地スケールから地球規模スケールまでお互

いに関連して変化しているため、特定の地域の

現象を調べる場合でも、より広い領域の情報が

必要となる。そこで、今回の計算では、図４に

示すように、西日本をひろく含む計算領域(D1)、
九州全体をを概ね含む領域(D2)、雲仙岳を中心

として有明・不知火海沿岸地域を細かく表現す

る領域（D3）の３重に入れ子構造になった計

算領域を用いて、計算を行った。それぞれの領

域の空間解像度（格子間隔）は、18 km, 6 km, 
2km である。今回対象とする有明・不知火海

沿岸地域の拡大図を、モデルの標高と土地利用

を図５と図６に示す。今回用いた 2 km の解像

度では、島嶼部の細かい地形は幾分なまってし

まうが、全体としての地形の特徴は十分に再現

されていると言える。土地利用の図では、モデ

ルの格子解像度もわかる。今回の計算では、2 
km x 2 km の平均的な風が算出される。 

 計算は、月単位で行い、毎月１日の 00 時（日

本時間では前月最終日の午後３時）を計算開始

時刻とし、６時間毎に GPV データを与えなが

ら１カ月分の計算を行った。計算結果の出力は

１時間間隔で行った。 
 

 
図５ モデルで再現される D3 の地形 

 
 

 
図４ 計算領域。格子間隔は D1,D2,D3 それ

ぞれ 18, 6, 2 km.  



 

図６ 土地利用マップ 
 
 計算の妥当性を確かめるために九州地建が

行っている観測値と計算値を比較した。比較の

対象とした地点を表１に示す。 
 図７には、１年分の（観測の欠測期間を除く）

風速値を観測地点ごとに散布図で比較してあ

る。図中には 0 を通る回帰直線と分散を示して

ある。地上付近の風速は高さとともに増加する

ため、正確な比較を行うためには測器の高さの

情報が必要である。ここでは、計算結果として

は地上 10m 高の値を用た。観測結果の方は、

測器高が不明なためそのままプロットした。 
タワー総合(813)、大授(815)、川副(816)、紅

粉屋(817)の各地点では、計算結果と観測値と

は比較的良く一致している。これに対して、竹

崎(812)と大川(818)では、計算値の方が大きい

傾向が見られる。計算値の方が風速が大きい

（観測値の方が風速が小さい）傾向は、観測地

点が市街地の中にあったり、周囲に顕著な障害

物があることにより、観測が障害を受ける場合

によくみられる。気象庁の AMeDAS 観測点で

もこのような傾向を示す地点がある。一方、紅

粉屋(817)や中島(820)では観測値の方が風速

が大きくなる傾向が見られている。このような

傾向は、海に突き出た岬の先や小高い丘の上で

実際の観測が行われているのに、計算格子が土

地利用データから市街地と認識されているよ

うな場合に生じやすい。海岸部にある観測地点 
で計算値と観測値を比較する場合は、計算に反

映されないような細かな地勢の影響が生じ、一

般に比較は容易ではない。 
図８には、同じく風向の比較を示した。風速

の相関が比較的良好であったタワー総合(813)
や大授(815)では、風向の相関も良く、南北風

が卓越している様子がわかる（注：図の左上と

右下に集中している点は、北風のばらつきの部

分である）。これに対して風速の相関が悪かっ

た竹崎(812)では風向の対応も悪く、観測地点

の条件があまりよくないと推察される。川副

(816)以降の地点は、観測結果が 16 方位の情報

しかないため見にくい図になっているが、ある

程度風向の相関を見て取れる。 
 次に、ベクトル相関 
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表 １ 九州地建の観測地点 

ｺｰﾄﾞ 観測所名 緯度 経度 

812 竹崎 32°57′13″ 130°13′55″

813 タワー総合 33°04′35″ 130°18′03″

815 大授 33°10′15″ 130°15′58″

816 川副 33°11′17″ 130°19′18″

817 紅粉屋 33°10′37″ 130°21′31″

818 大川 33°12′53″ 130°23′04″

820 中島 32°46′30″ 130°36′31″

を用いて、風ベクトルの一致度を月ごとに定量

的に調べた結果を図９示す。ベクトル相関はほ

ぼ 0.8 前後である。月による相違は、観測点間

でほぼ相似であり、顕著な気象現象の有無が効

いている。冬型気圧配置で強い風が吹く冬季か



ら低気圧の移動で顕著な風向変化を示す春期

にかけて相関がよいのはこのためである。最も

高い相関を示した１月の 813 と最も低かった

６月の 815 の時系列を図 10 に示す。 

 また、検証結果が良好であれば、さらに諸事

情が許すならば、今後の噴火が懸念される火山

を対象とする計算を試行したいと考えている。 
 
  

参考文献など ４．次年度の計画と課題 
  ハイブリッド拡散モデルは年度内に完成す

る予定である。次年度は、MM5 による気象計

算とハイブリッド拡散モデルにより降灰、火山

性ガスの拡散シミュレーションを行い、モデル

性能の検証をまず行う。火山性ガスの検証対象

としては、放出情報やモニタリング結果が比較

的充実している三宅島を第一候補として考え

ている。降灰計算の検証は、桜島を対象とする

ことを考えている。 
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 これらの検証計算には、放出量やその吹き上

げ高さ、噴煙の場合には粒径分布などのデータ

が必要であり、これらの情報がどの程度得られ

るかが計算結果に大きく影響する。さらに言う

ならば、将来噴火が予想される火山に対して、

ハザードマップ作成などの応用計算を行う場

合も、これら情報の予測可能性あるいはその誤

差範囲が重要となってくる。放出量を仮定した

シミュレーション結果とモニタリング結果を

比較して放出量を推定する方法も、放射性物質

に関してはある程度は実証されており、この手

法を火山噴火にも適用できるかも知れないと

考えている。 

 
4) MM5:http://www.mmm.ucar.edu/mm5/mm5-home.html

 
図９ 月ごとのベクトル相関 



 

 
図７ 各観測地点での風速の比較 



 

 
図８ 各観測点での風向の比較 
 



 

 

図 10 風向と風速の時系列の比較。上が 813 の１月、下が 816 の６月。 
 
 


