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１．課題番号または共同利用コード   ２０１３－G－ 15  

 

２．研究課題名（データーベース化のため英訳を加えてください。） 

   和文：気象予測モデルと３次元噴煙ダイナミクスモデルを統合した火山灰輸送モデルの開発に

関する研究  

   英文：Development of volcanic ash transport model integrating meteorological model and 

tree-dimensional volcanic eruption dynamics model                                       

 

３．研究代表者所属・氏名    気象庁気象研究所・橋本明弘           

   （地震研究所担当教員名）       鈴木 雄治郎              

 

４．参加者の詳細（研究代表者を含む。必要に応じ行を追加すること） 

氏名 所属・職名 参加内容 

橋本 明弘 気象研究所予報研究部・主任研究官 火山灰輸送実験・データ解析・研究打合せ出席 

鈴木雄治郎 地震研究所・助教 3 次元噴煙シミュレーション・研究打合せ出席 

新堀 敏基 気象研究所地震火山研究部・主任研究官 噴煙柱モデル検討・研究打合せ出席 

高木 朗充 気象研究所地震火山研究部・主任研究官 研究打合せ出席 

 

５．研究計画の概要（申請書に記載した「研究計画」を 800字以内でご記入ください。変更がある場

合、変更内容が分かるように記載してください。） 

気象予測モデルと 3 次元噴煙ダイナミクスモデルを統合し、火口近傍から数 100 km にわたる広域の火

山灰輸送を精度よく予測・再現するためのモデル開発を行う。 

 本研究は、3 次元噴煙ダイナミクスモデルによる精緻な計算結果を気象予測モデルのサブグリッド特

性として取り込むことで、噴煙内部の力学・熱力学過程のみならず数 100 km にわたる広域の気象場に

よって支配される火山灰の輸送等の本来的な振舞いを精度よく予測・再現することを目指す。それと

ともに、多くの良質な観測データの得られた新燃岳 2011 年噴火を対象にモデルの検証を行う。 

 当初予定していた、「3 次元噴煙ダイナミクスモデルの計算結果をもとに火山灰放出プロファイルを

決定し、それを直接気象予測モデルに組み込んだ上で火山灰輸送実験を行う計画」を、「先行研究で採

用されている従来の放出プロファイルを利用し、噴煙頂高度を変える手法で火山灰放出プロファイル

を決定して火山灰輸送実験を行う計画」に変更した。 



６．研究成果の概要（図を含めて１頁で記入してください。） 

キーワード（3~5 程度）： 火山灰輸送, 噴煙ダイナミクス, 気象予測モデル, 新燃岳  

 本研究により、2011 年 1 月新燃岳噴火（以下、「新燃岳噴火」という。）における火山灰放出プロフ

ァイルの特徴と、それを用いた火山灰広域輸送計算の精度向上について、数値実験を通して明らかにす

ることができた。これら 2 点について、成果の概要を述べる。 

1. 火山灰放出プロファイルに関する成果 

 新燃岳噴火にともなって生じた噴煙の振る舞いを再現した3次元噴煙ダイナミクスモデルシミュレ

ーションの結果（地震研究所）を用い、火口から風下10数kmにかけての火山灰粒子の空間分布を調べ

たところ、広域の拡散に適した微小な粒

子（）は主に高度4-8 kmに分布し、

高度6km付近で最も多かった（図1a）。

一方、先行研究で採用されている従来の

放出プロファイル( Suzuki, 1983) に従

えば、微小粒子（）は噴煙頂高度ま

で単調に増加する（図1b）。火山灰輸送

を担う水平風は、一般に、高度によって

大きく変化するため、気象予測モデルの

サブグリッド特性として与える放出プ

ロファイルの違いによって、広域にわた

る火山灰輸送の振る舞いは大きくかわ

る。 

本実験により、3次元噴煙シミュレー

ションに裏付けされた火山灰放出プロ

ファルの特徴を捉えたことで、広域の火

山灰輸送計算による火山灰分布の再現

性向上が期待できる。 

2. 火山灰分布の再現性に関する成果 

 気象予測モデル（気象研究所）に火口上空の火山灰放出プロファイルと火山灰輸送過程を組み込んだ

火山灰輸送モデルを用い、2011 年 1 月 26-27 日新燃岳噴火にともなう火山灰の移流・拡散過程に関す

る再現実験を実施した。火山灰放出率は従来の放出プロファイルに従うとし、放出率が最大となる高度

を、気象レーダーによる観測から推定された噴煙頂高度 8 km とする従来の手法を用いた場合(図 1b)

と、3 次元噴煙シミュレーションから得られた火山灰高度分布のピーク高度 6 km とした場合（図略）

の 2 通りの数値計算を行った。２つの計算結果を衛星観測から得られた火山灰分布と比較したところ、

対流圏上部を浮遊する微小な火山灰粒子の分布の再現性は、後者の方が優れていた。これは、火山灰が

最も多く放出される高度が噴煙頂高度よりも低いことを表しており、3 次元噴煙シミュレーションによ

る火山灰空間分布の特徴を活かした場合に結果が改善することを確認できた。今後、3 次元噴煙シミュ

レーションをもとにした火山灰放出プロファイル（図 1a）を気象予測モデルに直接組み込むことで、

再現性のさらなる向上が期待できる。 

参考文献 

Suzuki, T., 1983: A theoretical model for dispersion of tephra. Arc Volcanism: Physics and 
Tectonics. TERRAPUB, 95–113. 

 

図 1: (a) 3 次元噴煙シミュレーションの結果から求めた火

山灰放出プロファイル（総放出率は仮に 1.8x10
6
 kg s

-1とし

た）。 (b) 従来の火山灰放出プロファイル（総放出率は

3x10
6
 kg s

-1）。 



７．研究実績（論文タイトル、雑誌・学会・セミナー等の名称、謝辞への記載の有無） 

【学会講演等予稿】  

1. Akihiro Hashimoto, Toshiki Shimbori, Keiichi Fukui, Akimichi Takagi, 2013: Numerical 

Simulation of Transport and Sedimentation of Volcanic Ash for the Eruptions at Mt. 

Shinmoe-dake during 26-27 January 2011, IAVCEI2013 Scientific Assembly，1W_4F-P11, 

2013 年 7 月, 謝辞への記載無し.  

http://www.kazan-g.sakura.ne.jp/iavcei2013/iavcei_hp/PDF/1W_4F-P11.pdf 

2. Yujiro Suzuki, Takehiro Koyaguchi, 2013: Reconstruction of volcanic plume dynamics and 

fallout deposits on the basis of numerical simulations, IAVCEI 2013 Scientific Assembly, 

3A2_3F-O7, 2013 年 7 月, 謝辞への記載無し.  

http://www.kazan-g.sakura.ne.jp/iavcei2013/iavcei_hp/PDF/3A2_3F-O7.pdf 

3. 橋本明弘, 鈴木雄治郎, 新堀敏基, 高木朗充, 2013: 数 100km にわたる火山灰長距離輸送に関する

モデル開発と数値実験, 2013 年度日本火山学会秋季大会, P44, 2013 年 9 月, 謝辞への記載有り.  

4. Yujiro Suzuki, Takehiro Koyaguchi, 2013: 3D numerical simulation of vocanic plume 

dynamics and ash dispersal, Ash dispersal forecast and civil aviation, Geneva, 2013 年 11 月，

謝辞への記載無し． 

5. 橋本明弘, 鈴木雄治郎, 新堀敏基, 高木朗充, 2013: JMA-NHMを用いた火山灰輸送実験: 2011年1

月 26‐27 日新燃岳噴火, 日本気象学会 2013 年度秋季大会, P345, 2013 年 11 月, 謝辞への記載有

り. 

6. 橋本明弘, 鈴木雄治郎, 新堀敏基, 高木朗充, 2014: 2011 年 1 月 26‐27 日新燃岳噴火に伴う火山灰

輸送の数値実験, 日本地球惑星科学連合大会 2014, SVC-50-03, 2014 年 5 月, 謝辞への記載有り.（投

稿済） 

【学会講演等】 

1. 橋本明弘, 鈴木雄治郎, 新堀敏基, 高木朗充, 2013: 数 100km にわたる火山灰長距離輸送に関する

モデル開発と数値実験, 2013 年度地震研共同利用研究集会「火山現象のダイナミクス・素過程研

究」, 2013 年 12 月, 謝辞への記載有り.  

2. 鈴木雄治郎，小屋口剛博，2013: 降灰の３次元シミュレーション, 2013 年度地震研共同利用 研究

集会「火山現象のダイナミクス・素過程研究」, 2013 年 12 月, 謝辞への記載無し.  


