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Figure 4.34A (left)

第３回：火山噴火の種類と災害

1. 溶岩系（前回の授業）： ハワイ式・ストロンボリ式噴火

２．爆発的噴火に伴うもの

火山灰の降下

噴煙柱の崩壊

溶岩ドームの崩壊

カルデラの形成

山体崩壊

岩なだれ

３．水蒸気爆発・マグマ水蒸気爆発

（２の爆発的噴火に伴う事が多いが、例外もある）

４．二次災害：火山性の土石流（ラハール）など

サージ

火砕流

Figure 3.8

噴煙柱

Figure 3.8

噴煙柱

降下性火山灰・通称 Fall

・火山灰の雲

・灰雲（サージを含む）
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Figure 3.8 軽石

火山灰

古い岩石の破片（基質・石質・Lithic)
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世界規模で大きな被害をもたらすもの（農業・飢饉など）が数十年に1回程度で起きている（地域的だと頻度大）。

歴史を大きく変えるようなものから文明滅亡まで：数百年に一回程度

広域に分布していた生物種の絶滅を起こす大噴火：数千年～数万年に１回程度（火砕流など直接の被害有り）
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Figure 3.8
発生のメカニズム

← 噴煙柱の崩壊

他に＊溶岩ドームの崩壊
＊カルデラ崩壊
＊山体崩壊

など
Mixing with air controls
eruption style

溶岩ドーム

昭和新山
（有珠）

平成新山
（雲仙）

粘性が比較的高い（部分の）溶岩が、火口を（一時的
に？）防いで形成

冷却

成長・崩壊

火砕流・サージ
の発生

流紋岩・安山岩・

（たまに玄武岩で粘性の比較的
高い物）
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(May 1991)
高密度のため、重力の影
響を強く受け、谷など地形
の低いところを流れる。

テキスト・第３章
p. 101-135あたり サージ

火砕流

灰雲

ドームの
崩壊

溶岩ドームの
形成

噴煙柱
噴煙雲

Courtesy of NASA/USGS 雲仙普賢岳の

溶岩ドーム

サージ（火砕サージ）：火砕流よりもガスが多く、密度と温度
が比較的低い（「希薄な（広義の）火砕流」とも呼ばれる）。

→火砕流（谷を流れやすい）より上下左右に広がる。
→火砕流よりも高速の事がある（衝撃波を伴う事もある）。
→火砕流よりも堆積物が薄い。

熱雲・
灰雲
サージ ブラスト・

グラウンド
サージ

ベース・サージ

上方へ分離
前方へ分離・推進

前方へ推進

（１）サージのみ発生する場合（C）、
（２）火砕流のみ発生する場合（A.B)、
（３）両方発生する場合（A.B)、
がある。

注：Cでも、マグマ水蒸気爆発が起

こり、飛び散ったマグマ（が固結した

新鮮なガラス）が多数含まれる場合、

火砕流と呼ばれる事があるが、実
際はサージにずっと近い。

マグマなど

火砕流・高温

多量の溶岩な
ど

A
B

C

火砕流（たまに溶岩
ドームから直接。

山体崩壊の時も。）

●速いがサージに負ける。

●重い物を多量に運ぶのが

得意

●山登りが苦手

●体の構成物はガッチリ

（軽石・粗い火山灰など）。

●情も熱い（堆積物も厚い物

を形成する）。

〇素早い。

〇重い物を運ぶのが苦手
（切り裂く・なぎ倒すのは

得意。もっと強い時には

重機や岩塊も吹き飛ばす
事がある。）

〇山登りが得意。

〇体の構成は小さい

（細かい火山灰、ガス多い）

〇情が薄い

（堆積物も薄い物を形成）。
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●速いがサージに負ける。

●重い物を多量に運ぶのが

得意

●山登りが苦手

●体の構成物はガッチリ

（軽石・粗い火山灰など）。

●情も熱い（堆積物も厚い物

を形成する）。

〇素早い。

〇重い物を運ぶのが苦手
（切り裂く・なぎ倒すのは

得意。もっと強い時には

重機や岩塊も吹き飛ばす
事がある。）

〇山登りが得意。

〇体の構成は小さい

（細かい火山灰、ガス多い）

〇情が薄い

（堆積物も薄い物を形成）。

テキスト・第３章
p. 101-135あたり

高密度のため、
重力の影響を
強く受け、谷な
ど地形の低いと
ころを流れる。

麓など谷地形の制約がないと
横に広がる（1993年）。
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カルデラの形成
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山体崩壊
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岩なだれ（岩屑流）のメカニズム

岩なだれ

山体崩壊

モントセラート島の山頂ドーム崩壊

13 July 2003

May 2003
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会津磐梯山

ベースサージ

水深 2,000 m

海抜0m: 1気圧

地下水層・海底・湖底など

マグマの上昇

水深 1,000 m

軽石・スコリアなど、低密度（2.0 
g/cm3)の荷重を考えると、深さ

100mで沸騰時の蒸気圧は40気圧。

緻密な岩石（溶岩など）だと高密
度のため、荷重も蒸気圧も高くなる。

浅いと荷重も蒸気圧も低くなる。

→地下や水底の浅い所で爆発!!!
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水深 2,000 m

海抜0m: 1気圧

地下水層・海底・湖底など

マグマの上昇

水深 1,000 m

軽石・スコリアなど、低密度（2.0 
g/cm3)の荷重を考えると、深さ

100mで沸騰時の蒸気圧は40気圧。

緻密な岩石（溶岩など）だと高密
度のため、荷重も蒸気圧も高くなる。

浅いと荷重も蒸気圧も低くなる。

→地下や水底の浅い所で爆発!!!

水深 2,000 m

海抜0m: 1気圧

水深 1,000 m

軽石・スコリアなど、低密度（2.0 
g/cm3)の荷重を考えると、深さ

100mで沸騰時の蒸気圧は40気圧。

緻密な岩石（溶岩など）だと高密
度のため、荷重も蒸気圧も高くなる。

浅いと荷重も蒸気圧も低くなる。

→地下や水底の浅い所で爆発!!!

1944年 水蒸気爆発によるサージ（現・昭和新山）
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1911 base surge
発生

1307名死亡

1965 base surge
発生

190名死亡

御嶽山
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Lahar ラハール・火山泥流

Santa Maria Volcano (Guatemala) の熱泥流 (1989)

Lahar ラハール・火山泥流

インドネシア ・ガルングン山のラハール （1982年）

• ラハール（インドネシア語: lahar）とは、火山噴火の際

に大量の水分を含んだ火山灰などの噴出物が山の斜
面を流れ下る現象である。火山泥流（英: volcanic mud 
flow）とも呼ばれる。

• 火山の山頂部が雪や氷河に覆われていた時に噴火が
起こり、その高熱によって雪や氷河が融解した際にも
発生する（火口湖の水で満たされている時も同様）。大
量の水分を含んでいる為に流下スピードは極めて速く、
時速100kmを超えることもある。

• また、大量の火山灰が周辺に降り積もった後に豪雨な
どで流下する場合（1953年の阿蘇山、2013年の伊豆

大島ほか事例多数）もラハールと呼ぶ（日本では土石
流と呼んでいる）。⇔2014広島土石流（風化花崗岩）

Lahar ラハール(Wikiより加筆・修正)
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・キーワード・概要の日本語解説の
配布資料を配ります。英語が不安
な方はダウンロードして先に読ん
でおいて下さい。

・ビデオを時々止めて日本語解説
します。


