
火山の知識

火山の種類　　火口といってすぐに思い浮かべるのは，富士山の山頂にあるような丸い

縦穴だろう．こういう火口が一つだけあって，そこから噴火することを中心噴火と言う．

しかし，アイスランドやハワイでは地面に長い割れ目ができて，一斉に溶岩を吹き出す

ような噴火がよく起こる．これを割れ目噴火と言っている．同じ火山でどちらのタイプ

の噴火も見られるのが普通だが，もっぱら中心噴火する火山もあれば，割れ目噴火する

火山もある．日本では前者が多いので，火山というと富士山型の高い成層火山を思い浮

かべる人が多いだろう．

　同じ火口から何度も噴火する火山のことを複成火山と言う．富士山や箱根山などがこ

のタイプ．しかし，火山には噴火する度に違う火口をつくるやつがある．これが単成火

山で，伊豆半島の東部に沢山ある．伊豆高原の大室山もそのひとつ．この手の火山はア

イスランドのようなプレート拡大境界に多い．

　成層火山とか複合火山というのは，溶岩と火山灰などが交互に積み重なってできてい

る火山のことで，きれいな富士山型の山容をつくることが多い．

　　火山の種類と地形 Volcanic features and landforms

　　単成火山 Monogenetic 複成火山 Polygenetic volcano

マ−ル Maar 一の目潟，一碧湖 成層火山/複合火山

Strato-/Composite volcano

富士山，岩木山

中 火砕丘 Pyroclastic cone 　

　火山灰丘　Tuff cone

心 　タフリング　Tuff ring 地久保 ハワイ型楯状火山　Hawaiian

shield volcano

キラウエア，オリンポ

ス山

　スコリア丘/噴石丘 大室山

火 　　Scoria/Cinder cone

溶岩ドーム　Lava dome 箱根駒ヶ岳，有珠山 カルデラ火山　Caldera 姶良カルデラ（鹿児島

湾) ，十和田湖

山 火山岩尖　Volcanic spine 箱根塔ガ岳

アイスランド型楯状火山 ラカギガル 火砕流台地　Pyroclastic シラス台地

　Icelandic shield volcano flow plateau

割

地割れ火口

　Eruption fissure

洪水玄武岩 Flood basalt デカン高原，パラナ盆

地，コロンビア川台地

れ スパターランパート

目 　Spatter rampart

火 火口列　Crater row 単成火山群　Cluster of 東伊豆単成火山群

山 双子山　Twin domes 　monogenetic volcanoes



火山噴出物　　火山からでてくるものを火山噴出物と呼ぶ．大もとは地下にあるマグマ

が様々に形を変えて地表に出てきたもの．ついでに通り道にあるいろいろな岩石をひっ

かけてくることも多い．それを捕獲岩という．

　ところで，よく混同するのがマグマと溶岩．マグマとは地下にある液体（少量の結晶

も含む）のことで，これが液体のまま地表に現れると溶岩になる．

マグマは大きく分けて３通りに形を変えて地表に現れる

　　気体．．．火山ガス

　　液体．．．液体状態の溶岩

　　固体．．．固結した溶岩のかけら

溶岩流　　流れている溶岩も，停止して冷却固結した溶岩も，ともに溶岩流 Lava f low

と言う．溶岩流は形態によって分類される．薄い溶岩は平らにつぶれやすい性質を持っ

ている（降伏強度が低い）．そういう溶岩は水のようにさらさらで流れやすい．珪酸分

（ SiO2）が少ない玄武岩質溶岩だとそうなる．逆に珪酸分に富んだデイサイトや流紋岩

は流れにくく，横に広がらずにこんもりと火口の周りにドーム状に盛り上がる．また，

溶岩が水底を流れるときは陸上とはかなり違った形をとる．このように溶岩は化学組成

や流れた環境によって特徴的な形態を示すので，何億年も経った古い地層でも，溶岩の

形をみるだけで陸上で流れたものか，水底であったかすぐわかる．

陸上溶岩流 Aerial lava flows 厚さ 降伏強度

　　　　パホエホエ溶岩 Pahoehoe lava < 1 m 　小

　　　　アア溶岩 Aa lava < 10 m 　↓

　　　　塊状溶岩 Block lava < 100 m           ↓

　　　　溶岩ドーム Lava dome 50 m < 　大

水底溶岩流 Subaqueous lava flows

　　　　枕状溶岩 pillow flow, pillow lava

　　　　シ−ト溶岩 sheet flow

噴煙柱　　とは，噴火している火山から立ち上る煙のこと．黒い煙は火山灰などの粒子

をいっぱい含んでいる．そういう粒子を全部取り除くと，実はほとんど空気しか残らな

い．最も水蒸気やその他の火山ガスも含まれているが，量的には少ない．この噴煙は工

場からでる煙突の煙といっしょで，煙の塊が周りの空気よりも軽いから上昇する．しか

し，煙の中に含まれている火山灰などは空気よりも密度が高い．つまり噴煙が上昇する



のは，噴煙の中に取り込まれた空気が高温のために膨張して噴煙全体の密度が空気より

も小さくなるからだ．噴煙柱は火山灰などを一杯取り込んだまま成層圏まで上っていく

ことがある．高く上がると，日本のような中緯度では猛烈な偏西風によって東に吹き流

されるので，火山灰は火山の東方に遠く運ばれて行く．逆に赤道近くの低緯度では偏東

風が吹いているから，西に飛ばされる．これらはやがて地表へ向かって落ちていくが，

空から降ってくる火山噴出物を降下火砕物と呼んでいる．降下テフラと言うことも多い．

　ところで，噴煙柱の密度が周りの大気よりも大きかったらどうなるだろうか？噴煙は

火口から上にあがらずに，そのまま下へ向かって落ちてくる．これが火砕流である．火

砕流は高温の空気（火山ガス）を吐き出しながら山の斜面を下ってくるので，地面との

摩擦が非常に小さい．ちょうどホバークラフトが地上からふんわりと浮いているのと同

じだ．それで，ものすごい速さで進んでくる．速いものでは時速 200 km くらいになる

から，もし君が火山の麓にいて，こいつが向かってきたらまず逃げられない．密度流だ

から基本的には低い方へ向かって流れる．大抵は谷筋を流れ下るが，勢い余って尾根を

かけのぼることがある．流下する途中で火砕サージというのを分離することもある．こ

れは横殴りの爆風で，行く手にあるものを全てなぎ倒す． 1991 年 6 月に雲仙普賢岳の

噴火のとき，火砕流だけなら安全だったはずの尾根の上にいた 43 人が被災したのも火

砕サージだった．

　　噴煙柱 Eruption column から出てくるものは，

　　　降下火砕物（岩） Air fall (deposit) 空から降ってくるもの

　　　火砕流（堆積物） Pyroclastic flow (deposit) 地表を駆け下るもの

火砕物・火砕岩　　火山灰と言えば，何となくすぐに想像できるだろう．噴煙柱から降

ってくる降下火砕物は，粒子の大きさで火山灰，火山レキ，火山岩塊などと分けられて

いる．ただし，特徴的な構造をしたものは軽石とか火山弾と呼ばれている．火山弾は火

口を出たときに半分融けた状態だったもの．飛んでいる間に外側は冷やされるが，内部

は高温なので落下してから発泡し，焼き餅のように膨れる．

　　火砕物の分類．．．．粒径と構造

　　　粒　径 火砕物（テフラ）

　　　　< 2 mm 　 火山灰 Volcanic ash ガラスが多い

　　　　2-64 mm 　 火山レキ Volcanic lapilli

　　　　< 64 mm 　 火山岩塊 Volcanic block

　　　形態・構造

　　　　軽石 Pumice 多孔質で明るい色のもの

　　　　スコリア Scoria 軽石と似てるが，黒っぽいもの

　　　　火山弾 Volcanic bomb 特殊な形と構造．火口の近くに落ちる



　

噴火の種類　　爆発的な噴火と穏やかな噴火はどう違うのだろう？巨大噴火とはどうい

うものを言うのだろうか？伊豆大島が 1986 年に割れ目噴火をしたとき，マスコミは大

噴火と書きたてたが，実はあれは大島としては中噴火．世界中の火山の噴火規模を表す

噴火マグニチュードでいうと M3 で，中の下．火山で放出されるエネルギーのほとんど

は噴出物がもつ熱エネルギーなので，噴出物の総質量 m (kg)を用いて，

噴火マグニチュード M = log m — 7

で噴火の規模を表す．

噴火マグニチュードの例

MMMM 降下テフラ 火砕流 溶岩流

1111 草津白根山1982 浅間山1973 知床硫黄山1936

浅間山1982

十勝岳1988

2222 霧島山1959 三宅島1983 秋田駒ヶ岳1970

霧島山1768

3333 伊豆大島1986 有珠山1769 三宅島1983

十勝岳1962 新潟焼山1773 雲仙岳1792

4444 伊豆大島1777 浅間山1783 榛名二ツ岳　6世紀

浅間山1783 浅間山1108 伊豆大島1777

5555 富士山1707 浅間平原15000年前 桜島1914

有珠山1663

赤城山鹿沼軽石32000年前

6666 御岳第一軽石99000年前 十和田八戸15000年前

7777 洞爺105000年前 洞爺105000年前

鬼界アカホヤ7330年前 鬼界幸屋7330年前

8888 姶良丹沢26000年前 姶良入戸26000年前

阿蘇第４　87000年前 阿蘇第４　87000年前

安藤ほか（ 1996 ）より抜粋

　噴出物が細かく破砕され，遠くまでまき散らされるものほど爆発的な噴火と言えるだ

ろう．こういう尺度で，噴火の仕方を分類することもある．遠くまで噴出物をまき散ら

すには，噴煙柱が高いほどよいし，爆発力の大きな噴火はより細粒の破片をつくりだす．

このように，噴煙柱の高さと噴出物の粒度をもとに噴火のタイプ分けをしている．



噴火のタイプ マグマの粘性 主な噴出物

玄武岩質洪水噴火 低い 流れ易い溶岩流

ハワイ式 低い 流れ易い溶岩流

ストロンボリ式 低い スコリアの放出，溶岩流

ブルカノ式 高い 噴石の放出，流れにくい溶岩流

プレー式 高い 火砕流，溶岩ドーム

プリニー式 高い 降下軽石，火砕流

流紋岩質洪水噴火 高い 降下軽石，火砕流

スルツェイ式 低い ベースサージ

フレアトプリニー式 高い ベースサージ

水蒸気爆発 — 噴石，降下火山灰

火山体崩壊 — 岩屑なだれ

マグマと水の反応　　海岸や沼地などで噴火が起きると，マグマと水が反応してとくに

爆発的になることがある．これをマグマ水蒸気爆発と言う．マグマの熱エネルギーは水

を気化して高圧蒸気を発生し，爆発力を生む．これが大量の細かい火山灰をつくりだす．

火山灰は湿っているためにくっつきあって丸い球状になり，火口のすぐ近くに落ちてき

たりする．このような球ころを火山豆石と言う．また，爆発は火口から横殴りの爆風と

なって四方に広がる．これを火砕流に伴って発生する火砕サージに対して，ベースサー

ジと呼んでいる．

　　マグマと水の反応

　　　水蒸気爆発 Phreatic explosion

　　　マグマ水蒸気爆発 Phreatomagmatic explosion

　　　ベースサージ Surge



火山活動と噴出物

セントヘレンズ山の噴火　1980年7月22日

　Kraft夫妻撮影

火砕流

噴煙からは火山灰・
軽石が降ってくる

火山噴火の仕方には大きく３通りある

１）降下テフラ：マグマが破片となって空から

降る

２）火砕流：マグマが破片となって地表に沿っ

て流れ下る

３）溶岩流：マグマが液体のまま地表に沿って

流れる

降下テフラ層（伊豆大島の地層大切断面）

降下テフラの特徴
１）マントルベディングMantlebedding：地表に沿って

同じ厚さで降り積もる

２）成層構造Stratification：平行な堆積構造が発達する

３）淘汰がよいWell-sorted：同じ層準のテフラの粒径が

そろっている

降下テフラの噴火
１）噴煙柱は浮力で上昇し，大気の密度と釣り合ったところで上昇を停止する

２）成層圏に達すると卓越風に流され，風下に広がる

３）テフラは主に風下側に落下する

いろいろな軽石：ひしゃげた気泡を沢山

含むもの（上），縞のあるもの（下）



噴火のダイナミクス



溶岩流の形と構造

流紋岩の厚い塊状溶岩
Glass Mountain, California

LLLLeeeevvvveeeeeeee    
溶溶溶溶岩岩岩岩堤堤堤堤防防防防

Lava wrinkleLava wrinkleLava wrinkleLava wrinkle
溶岩じわ溶岩じわ溶岩じわ溶岩じわ

膨張した水底パホエホエ溶岩ローブ
Inflated pahoehoe lobes coalescing 
into a single, hollow lobe

ハワイ沖ロイヒ海山の枕状溶岩
ローブ
Pillow flows from Loihi 
Seamount, off Hawaii

線状構造を持つシート溶岩と溶岩
堤防
Lineated sheet flow with jumbled, 
fractured levee

水底溶岩流のいろいろ

パホイホイ溶岩
Kilauea, Hawaii Is.

伊豆大島1986年の噴火で火口から流れ出たアア溶岩

累積したアア溶岩の断面。三宅島

水は大きな潜熱を有するため，溶岩を効率的に冷却する。その結果，
陸上とは異なった独自の形態や構造がつくられる。


