
第７回第７回 火山と噴火火山と噴火

地球が生きていることをもっとも強く感じる現象：火山の

噴火。ハワイのキラウエア山から流れ下る灼熱の溶岩、雲仙

普賢岳噴火の際の民家に迫って来る火砕流などの映像は、地

下に高温の融けている物質があり、莫大な熱エネルギーが地

球内部に眠っていることを示している。

地球表層には約700個の火山があるが、そのうち約550個が

日本列島のような島弧あるいはアンデスのような陸弧に分布

している。

一方、海洋には約60,000km以上にわたって続く大山脈、中

央海嶺が分布しており、玄武岩質の溶岩を噴出し新しい海洋

地殻を生み出している。

参考書：「地球学入門」、酒井治孝著、東海大学出版社、2003



火山および中央海嶺から噴出するマグマ(珪酸塩の溶融

体と結晶の集合体)の平均温度は約1000℃である。火山噴

火は地球内部から様々な金属、水、二酸化炭素、亜硫酸

などを放出してしる。火山の噴火には溶岩をとろとろ流

す静かな噴火があれば、成層圏にまで達する噴煙柱を吹

き出す爆発的な噴火もある。爆発的な噴火をする火山は、

西インド諸島のモン・ペレー火山の1902年の噴火のよう

に、一度の噴火で28,000島民が火砕流に巻き込まれ死ん

でしまった例もある。

火山は不規則に分布しているわけではない。また噴火

のプロセスも、火山ごとにある程度科学的に解明されて

いる。

ここで、火山および火山噴出物の分布と構造および火

山噴火のプロセスとメ力ニズムについて勉強する。



マグマと火山噴火マグマと火山噴火

火山から噴出する溶岩や火砕流堆積物などの起源となった、高温の溶

融物質をマグマと呼んでいる。実際には溶融物質だけでなく、そこから

晶出した結晶と少量の二酸化炭素や水などの揮発成分を含む。マグマは

一般に珪酸塩の溶融体で、その45～75%がSiO2からできている。噴出時

のマグマの温度は普通900℃～1200℃の範囲にある。マグマは流体であ

り、その流れやすさは「粘性」に依存する。しかし、その差は1億倍に

も達するため、噴火現象や火山体の形に様々な影響を与えている。

粘性はマグマの温度と化学組成によって支配される。温度が高いほど

流れやすく、温度が低いほど流れにくい。SiO4の重合度が高いほど、ま

たSiO2の含有量が多いほど粘性は高い。また、MgやFeなどの陽イオンは

重合を妨げ、粘性を低くする。したがって玄武岩質のマグマは温度が

1000～1200℃で、粘性が100～数百ポアズ(粘性の単位: dyn・sec/cm2)と低

いので流れやすい。ところが流紋岩質のマグマは温度が600～900℃で、

粘性が数千万～数10億ポアズと高く、流れにくい(図1)。



図1 マグマの粘性とSiO2の含有量の関係

(粘性が高いマグマは流れにくく、粘性が低いマグマは流れやすい。) 

「地球学入門」、酒井治孝著、東海大学出版社、2003



火山の噴火は、地下深くの高圧下でマグマに溶け込んでいた揮発
成分が、マグマの上昇に伴い低圧下で解離し、急激に体積膨張する
ことによって引き起こされる。これはビールやコークなどの炭酸飲
料の栓を開けたときと同じ現象である。高圧下で液体中に二酸化炭
素を溶解させておき、いきなり栓を抜くと減圧し、溶けていた二酸
化炭素が泡となって噴出する。

マグマの粘性が低い場合、低圧下で気体はただちに解離・上昇し
大気中に放出され、激しく発泡することなく溶岩流となって流れ下
る。火山体は緩やかな傾斜の盾状火山(ハワイのマウナロア、表１)と
なる。時には、小爆発を起こして溶岩を噴火口の周囲に飛び散らせ
(ストロンボリ式噴火、表1)、急傾斜のスコリア丘(阿蘇の米塚、 表1)
となる。

一方、流紋岩質やデイサイト質のマグマの場合、粘性が高いため
マグマの中の揮発成分は解離してもすぐに上昇できず、マグマのガ
ス圧は高まり大爆発を起こす。その結果、マグマは破片状に粉砕さ
れ、急激に冷却し火山ガラスや軽石片となって遠くまで吹き飛ばさ
れる(ブルカノ式蹟火、表1)。時には、成層圏に達する巨大な噴煙柱
をつくり(プリニー式噴火、表1)、それが崩壊して火砕流や降下火山

灰となり、火山体は裾広がりの成層火山となる。



表1 噴火の様式と火山体、噴出物、マグマの性質との関係。

(『最新図表地学』
浜島書店、 2002)



このようなマグマそのものに起源をもつマグマ性噴火

の他に、高温のマグマが地下水や浅海の海水などに接触

して発生するマグマ水蒸気爆発がある。水1gは常温・常

圧下で1cm3の体積を占めるが、100℃になると約4500cm3

に急激に膨張する。そのため上昇してきたマグマが地下

水に接触すると、水は瞬時に水蒸気となり体積膨張し爆

発する。マグマは急冷・破砕され、ガラス質の破片が爆

裂火口の周囲に堆積する。このようにしてできたのが、

ハワイのダイアモンドヘッドである(図2)。

なお地下数百メートル以深や水深4000mを超える海洋

底などでは、高い圧力のため気化が急激に進行しないた

め、マグマ水蒸気爆発は起こらない。



図2 マグマ水蒸気爆発によってつくられたハワイのダイアモンドヘッド

(上)火山噴出物が成層している様子； (下)上空から見た爆裂火口

「地球学入門」、酒井治孝
著、東海大学出版社、2003



火山噴出物と運搬・堆積プロセス火山噴出物と運搬・堆積プロセス

溶岩流

マグマが破片状にならずに、そのまま液体として火口か

ら流出したものを溶岩流と呼んでいる。充分に揮発性ガス

を含む溶岩は、約700℃まで流動する。固結した溶岩の形

態は粘性によって異なり、粘性の低いものからパホイホイ

溶岩、アア溶岩、塊状溶岩と三分される(図3) 。
溶岩流が冷却・固結する際には、大気と接している表面

と大地と接している下面から冷却が始まる。溶岩流の基部

には自重による冷却割れ目、板状節理が形成される。一方、

上部と下部には冷却・脱ガスの結果、多角形の収縮割れ目

が形成される(図4)。次第に冷却が進み等温面が上から下へ、

下から上へ移動するのに伴い、収縮割れ目が延びてできた

のが柱状節理(図4)である。



図3 桜島の大正噴火(1914)による粘性の高い塊状溶岩(左)とハワイの
キラウエア火山の粘性の低い縄状溶岩(右).

「地球学入門」、酒井治孝著、東海大学出版社、2003



図4 玄武岩溶岩の柱状節理

(b)柱状節理の多角形の断面 (佐賀県七ツ釜
の北松浦玄武岩類,コインの直径は2.8cm)

(a)玄武岩溶岩の柱状節理

「地球学入門」、酒井治孝著、東海大学出版社、2003



火砕流火砕流

高温のマグマ起源の砕屑物とガスが混合して、重力により高速で流れ
下る現象を火砕流という。高温の固相と気相が混合した一種の粉体流の
ために見掛けの密度や粘性は低く、そのため溶岩流より高速でより遠方
まで流れ下る(図5)。高温の岩片からはガスが解離・噴出すると同時に、
周囲の大気が取り込まれ熱膨張するため、見かけの密度が1g/cm3

より小

さくなり、海面や湖面上を流れたものも知られている。火砕流は谷沿い
に流れ下り、広大な平坦地あるいは台地(鹿児島のシラス台地、十和田湖
周辺の台地)を構成していることが多い。

モン・ペレー火山の噴火では、火砕流によって山頂火口から8km離れ
た山麓の港町サン・ピエールが壊滅し、28,000人が死亡した。この時の
火砕流の速度は時速540kmに達したと推定されているが、町に堆積した
火砕物はわずか30cmあまりであった。すなわち爆発後逃げるまもなく火

砕流が町に到達し、高温のガスと粉体によって窒息し、蒸し焼き状態に
なった。

火砕流は山頂付近の溶岩ドームが崩壊あるいは爆発して発生する小規
模なもの(雲仙普賢岳平成噴火の火砕流)と大量の発泡したマグマが噴出
する大規模火砕流にわけられる。噴出物の体積が100km3を超えるような

火砕流が噴出すると、大規模な火山性の窪地、カルデラが形成される。



図5 火砕流の内部構造の模式図。

「地球学入門」、酒井治孝著、東海大学出版社、2003



図6 鹿児島湾奥の姶良(あいら)カルデラと噴煙を上げる桜島

「地球学入門」、酒井治孝著、東海大学出版社、2003

(カルデラ:ポルトガル語で大鍋の意味)



図7 セントヘレンズ山の噴火(1980年5月18日)から山体崩壊に

至るプロセス。

(Tilling, 1982)



図8 セントヘレンズ山の噴火の様子 James･F･Luhr等 「Earth」
ネコ･パブリッシング 2004



岩屑なだれ

火山の噴火に伴い山体が大規模な崩壊を起こす現象を

岩屑なだれと呼んでいる。岩屑なだれには大小様々の

(大きいものは直径100mを超す)火山体の破片が含まれて

おり、山麓に丘陵状の流れ山をつくる。1980年のセント

ヘレンズ火山の噴火(図7,8)、1888年の磐梯山(ばんだいさ

ん)の噴火、1792年の雲仙普賢岳の噴火に伴う眉山(ミザ

ン)の崩壊などがこれに相当する。眉山の崩壊では、有

明海に流れ込んだ岩屑なだれによって津波が発生し、

15,000人もの死者を出した。



火山砕屑物(テフラ)

火山噴出物のうち破片状のものを火山砕屑物(さいせつぶつ)という。

粒径により2mm以下を火山灰、2mm～64mmを火山礫、64mm以上を火山

岩塊と呼んでいる(表2)。また火口から放出されたとき、破片がまだ高温

であったために紡錘形に塑性変形したものを、火山弾と呼んでいる。外

側は大気に触れて急冷したためガラス質で、内部からガスが放出したた

めに気泡やひび割れができていることが多い。流紋岩質やデイサイト質

の火山砕屑物のうち気泡が多く、白っぽくガラス質のものを軽石と呼ぶ。

一方、玄武岩質で黒っぽいコークス状のものをスコリアと呼ぶ。

粒子の直径 特定な外形を持たない 特定な外形を持つ 多孔質

64mm 以上 火山岩塊 

２～64mm 火山礫 

火
山
砕
屑
物 2mm 以下 火山灰 

火山弾 
溶岩餅 
ズパダー 

ペレーの毛 
ペレーの涙 

軽石 

スコリア

溶岩 パホイホイ型、アア型、塊状、枕状(水中) 

表2 火山噴出物の種類



火山噴火とマグマ溜まり火山噴火とマグマ溜まり

火山の寿命は一般に数万～50万年であり、その活動は間欠的であ

る。多量のマグマの噴出後には、数十年から数百年間の休止期があ
る。1回の噴火活動の中では、噴火様式や噴出物に一定の規則的変化

が認められる。

富士山が最後に噴火した1707年の宝永噴火では、噴火中に噴出物
の化学組成が変化した。最初の4日間は激しく火山灰を噴出し、
90km離れた江戸にも厚さ5cmの降灰があった。その後、デイサイト

質の軽石と火山灰を噴出し、引き続き黒色の玄武岩質スコリアと火
山灰を噴出した。1783年の浅間山の噴火も、最初に火山灰や軽石が

噴出し、次に火砕流が噴出し、最後に溶岩を流出して火山活動は終
息に向かった。

火山の噴火の経験則:最初に軽い揮発性ガスが噴出し、次に軽い成

分とガスの混合物が噴出し、最後に重い成分のマグマが噴出する。
これは、火山の地下にはマグマが溜っている空間があり、その中で
は重力による分化が起こり、軽いものほど上にあることが原因であ
ると推測されている。



ハワイのキラウエア火山では、噴火に先立つ数カ

月から数年の間、山頂部は次第に膨らみ、噴出後地

表は沈下することが認められている。つまり、休止

期間中にマグマ溜まりにマグマが供給されて圧力が

増加し、噴出後マグマ溜まりの圧力は減少する。キ

ラウエア火山のカルデラの直下には深さ3～7km、直

径3kmあまりの地震の発生しない部分がある(図9、
10)。そこには高温で溶融したマグマ溜まりがあるの

で、脆性破壊つまり地震は起こらないものと理解さ

れている。



図10 ハワイのキラウエア火山山頂下

の震源分布。地震の発生していない網
目部分は、推定されたマグマ溜り。

(Koyanagiほか、1976)

図9 推定された火山の地下構

造とマグマの上昇・噴出過程。
(『最新図表地学』浜島書店、2002)



マグマ溜まりに相当する過去の貫入岩体が地表に露出し、詳しく検討

されたのがグリーンランドのスケァガード岩体である。この岩体は東西

7km、南北9.5km、深さ約10kmと推定される逆円錐形のはんれい岩質貫

入岩体である。この空間を満たしたマグマは対流しながら結晶を晶出し、

鉱物は次々に沈積し、残液は次第にSiO2に富むようになっていった。か

んらん石は上部ほどFe成分に富み、斜長石は上部ほどNa成分に富んでい

る。このように地上に噴出することのなかったマグマ溜まりの中では、

重力による結晶分化作用が起こっている(図11)。

一方、桜島から噴出した溶岩のSiO2の含有量は、数百年の間に間欠的

に噴出した溶岩の化学組成の変化が見られ、次のように次第に減少して

いる。

1471～76年 1779年 1914年 1914年
SiO2 66% 64% 61% 59%

これはマグマ溜まりの中に、重い玄武岩質のマグマが供給されているこ

とを示唆している。



図11 マグマの結晶分化作用と火成岩の形成過程。早期に晶出・沈
積した鉱物(陰影部)が除去されることにより、残液はアルカリやシ

リカに富むようになる。

「地球学入門」、酒井治孝著、東海大学出版社、2003



火山弧と火山前線

日本列島に分布する多くの火山は、島弧の中軸から内側の火山弧に

分布しており、そのもっとも海溝側の火山を結んだ線を火山前線(火山

フロント)と呼んでいる(図12)。つまり地殻熱流量の低い海溝から大陸

に向かって、最初に火山が出現する地点を結んだ線であり、ここで急

に地殻熱流量が高くなる。火山前線は世界中の島弧や陸弧でも認めら

れ、海溝で沈み込んだ海洋プレートが深度約110±20kmに到達した点

のほぼ直上に位置している(図13)。したがってプレートの沈み込みの角

度が大きいマリアナ弧やトンガ弧では、海溝からすぐの50km付近に火

山前線ができているが、沈み込みの角度が小さいアリューシャン列島

や中部アンデス山脈では、海溝から遠く300～400kmあまり離れた地点

に火山前線が分布している。火山前線の内側には、沈み込んだ海洋プ

レートの上面が深さ170kmに達するあたりまで火山が分布している。

東北日本弧で火山前線に相当する火山帯は那須火山帯と呼ばれ、内側

のそれは、鳥海火山帯と呼ばれている。



図12 日本列島における第四紀火山の分布と火山フロントの位置
(図中の黒丸は活火山、白丸はそれ以外の第四紀火山)

(杉村新『岩波講座地球科学10変動する地球1』岩波書店、1978)



図13 沈み込み帯における島弧火山活動のマグマ発生モデル
(巽好幸『沈み込み帯のマグマ学』東京大学出版会、1995)



図14 火山とプレート移動の関係

James･F･Luhr等 「Earth」
ネコ･パブリッシング 2004



火山弧の中で火山前線上の火山はもっとも数が多く、噴出量も多い。
火山前線上の火山はSiO2に飽和したソレイアイト岩系の岩石であり、
NaやKなどのアルカリに乏しい。内側に向かうと噴出物はアルカリに
富み、SiO2に不飽和なアルカリ岩系になり、含水鉱物である角閃石や

雲母を含むようになる。

日本列島の火山弧の下、深さ50～140kmのマントルの温度は1350～
1400℃に達し、部分溶融している。通常このような圧力下ではマント

ルを構成するかんらん岩は融解しないが、水が充分にあると融け始め
る(図15)。日本列島下に沈み込む海洋プレートの上部は、水をたくさ

ん含んだ遠洋性堆積物から構成されており、その脱水反応によって部
分溶融している (図13)。マントルかんらん岩から少しずつ融け出した
液滴は、火山前線の地下約30～40kmの深さでマグマとなるが、火山弧
の内側では地下50～60kmでマグマとなる。このようにしてマントルか

ら最初に生じるマグマは、玄武岩質マグマである。玄武岩質マグマは、
上昇過程で地殻下部の花崗岩質岩石を融かしたり、結晶分化して流紋
岩やデイサイト質マグマを生じたりする (図11)。

なお西南日本弧のうち中国・近畿地方には活火山はなく、明瞭な火
山弧を欠く。ただし島根県の大山や三瓶山のように第四紀に活動した
火山はある。



図15 マグマの発生と地下の温度・圧力の関係

「地球学入門」、酒井治孝著、東海大学出版社、2003

上部マントルのかんらん
岩が部分融解し始める条
件は、温度の上昇あるい
は圧力の低下である。水
が過飽和な条件下では融
解温度は下がる。



火山の種類火山の種類
地球上の火山が形成されている場所は次の3つに大別される。

①中央海嶺:マントルかんらん岩が年間約10cmの速度で上昇し、深さ30
～50kmで部分融解を始め、10～20%融解して中央海嶺玄武岩(MORB)と
呼ばれるマグマを生じている(図12)。中央海嶺の直下数キロメートルの

地点にマグマ溜まりがあり、そこでマグマは一部結晶化している。中央
海嶺玄武岩は年間約20km3生産されており、地球全体で生産されるマグ
マの80～90%を占めている。

②ホットスポット:地球深部から上昇してきたマントルプリュームに起

源をもつ火山が生成している。ホットスポットによる火山活動は、海洋
プレート上(ハワイ、タヒチ、レユニオンなどの海洋島)、大陸上(フラン
ス中央高地、イエローストーンなど)、中央海嶺上(アイスランド)など、
地球上の様々な場所で起こっている(図16) 。

地球深部から上昇してきたプリュームが地球表面に達し、ホットスポ
ットが形成され始めた時期には、比較的短い期間に非常に大量の溶岩を
噴出し、洪水玄武岩と呼ばれている。インドのデカン高原は、今から約
6600万年前インド亜大陸がレユニオン(マダガスカルの東方)ホットスポ
ットの直上を通過したときの洪水玄武岩であり、約100万年の間に105～
106km3の玄武岩溶岩が噴出している。



③沈み込み帯:日本列島のようなプレートの沈み込み帯で

は、水によってマントルかんらん岩の融点が下がり、部

分融解が起こりマグマのもとになる液滴が形成され、そ

れが分離・集積し、上昇することによって火山が生成し

ている。海洋プレートが深度約110kmに達するとプレー

ト表層の含水鉱物が不安定になり、島弧側のマントルに

水が放出され最高1400℃に達する部分溶融帯がつくられ

ている。水が充分にあると、下部地殻をつくっている玄

武岩質岩石の融解開始温度は、水がないときに比べ400℃
も低下し(図15)、流紋岩質の組成をもつマグマを直接生成

することができる。また、マントルかんらん岩の融解に

よって生じた玄武岩が、地殻を上昇する過程で結晶分化

作用や融解した地殻物質と混合することによっても、流

紋岩質マグマや安山岩質マグマが生じる。



図16 マントルプリューム
(高橋栄一・中嶋勝治『科学第67巻第7号』岩波書店、1997)

地震波トモグラフィーによると、マントルプリュームは深度2900kmの

コァーマントル境界から直接上昇しているスーパープリュームと、上部
マントルと下部マントルの境界付近から上昇してくる二次･三次オー
ダーのプリュームにわけられる。前者の例はタヒチを中心とした南太平
洋スーパープリュームであり、後者の例がハワイである。マントルプ
リュームは深さ100km付近でキノコ雲状に側方に広がっている。

(b)洪水玄武岩を供給したマン

トルプリュームの大きさ
(a)世界の主要な洪水玄武岩台地と海台の分布図



日本で発生した火砕流日本で発生した火砕流

1991年6月3日に雲仙普賢岳で発生した火砕流は、火

山学者3人を含む43人の犠牲者をだした。その映像の迫

力によって、「火砕流」という言葉は日本人の中に定

着した。

過去の火山の噴火では、普賢岳の数千倍の規模の火

砕流の噴出が数多く知られていた。その大噴火は雲仙

火山と同じ九州で、最近10万年の間に立て続けに起

こっていた。噴火の跡は北から南に、阿蘇カルデラ、

加久藤・小林カルデラ、姶良カルデラ、阿多カルデラ、

喜界カルデラとして残されている。



日本最大のカルデラとして知られている阿蘇カルデラは、

南北25km、東西18km、カルデラ壁の標高差は300～700mで

ある。約30万年前以降4回、100km3オーダーのマグマを噴出

し、大きな陥没地形をつくっている。その中でも約8.5～8.9
万年前に発生した最大の噴火にともなう噴出物は「Aso-4」
として知られている。「Aso-4」は山を越え谷を埋め、約

100km北方に位置する福岡市、有明海で隔てられた雲仙や周

防灘をはさんで150km離れた山口県の秋吉台まで到達してい

る。これは火砕流が高温の発泡したマグマの破片とガスから

なり、高速で流れ下ったことを示している。上空まで噴き上

げられたAso-4のテフラは偏西風によって東方に運ばれ、東

北地方にまで到達している(図18)。 Aso-4噴火後、阿蘇カルデ

ラの中には湖が形成された。しかし、その後カルデラ壁の西

縁を活断層によって切られたために湖水が排出してしまい、

現在は約5万人の生活と生産の場となっている。



図18 西南日本および関東の第四紀火山から噴出した火砕流堆積物と
降下軽石・火山灰の分布。

(町田洋『火山灰は語る』蒼樹書房、1977)



桜島は年問100回以上噴煙を上げ、日

本中でもっとも活動的な火山の1つであ

る。この活動的な桜島は、東西20km、

南北約75kmの火山性地溝、鹿児島地溝

のほぼ中央に位置し、20km四方の巨大

な姶良カルデラの南縁にできた小さな火

山である(図19)。この姶良カルデラは今

から22,000年前の大噴火によって形成さ

れた火山性の陥没盆地である。カルデラ

形成時の火砕流や降下軽石などの総噴出

量は500km3に達し、世界でも第1級の大

規模な噴火であった。姶良カルデラから

噴出した入戸火砕流は、非常によく発泡

した流紋岩質の軽石からなり、谷を埋め

て厚く堆積した火砕流堆積物(シラス,図
20)。

図19



一方、鹿児島湾の入り口の指宿沖には、阿多火砕流

を噴出した阿多カルデラが分布している(図19)。阿多カ

ルデラからは24万年前以降、多数の火砕流や降下軽石

が噴出しているが、その中で最大のものは10～11万年

前に噴出した阿多テフラであり、その総量は200km3を

超えるものと推定されている。薩摩半島や大隅半島北

部では、入戸火砕流堆積物の直下にデイサイト質の阿

多火砕流堆積物が広く分布している(図20)。



図20 鹿児島湾の奥に位置する姶良カルデラから噴出した、降下軽

石と火砕流堆積物がつくるシラス台地の崖、その下に風化して赤色
化した阿多火砕流堆積物が分布。

鹿児島湾志布志)



過去に発生した中・南九州の大規模火砕流は、成層圏ま

で達する巨大な噴煙柱が崩壊することによって形成されて

おり、その噴出物の体積は100～200km3に達する。ところ

が1991年の雲仙普賢岳の噴火で観測された火砕流は、頂上

に誕生した溶岩ドームが崩壊することによって形成された

ものであり 、その累積の体積はわずか0.2km3にすぎない。

阿蘇力ルデラや姶良カルデラを形成した火砕流の噴出量と

比べると1000倍の違いもある。このような大規模火砕流を

人類が観測したことはない。もしこのクラスの火砕流を伴

う噴火が発生したならば、九州の半分が焼けてしまい、そ

の体積を九州全土に均等に分散したとすれば、九州全土が

数メートルの厚さの火山灰や軽石に覆われてしまうことに

なる。


