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（火山噴火予知連絡会御嶽山総合観測班地質チーム、
2014）。もちろん、爆発で吹き飛ばされた石なので、
さまざまな大きさのものがある。山頂部に溜まった厚
い火山灰の中には、噴石が落下してできた穴が多数で
きた。火口から400～500mの地点では、４m×４mの
範囲に噴石落下による穴が10個以上分布するほど高密
度である（金子ほか、2014）。４m×４mというとお
よそ10畳。この広さの場所に10個の噴石が降ったのだ
から、１畳あたり１個の噴石が降った計算となる。こ
のように高密度で噴石が降る場合、遮蔽物がなければ
相当に危険である。しかし、実際の噴石密度（単位面
積当たりの噴石の個数）はもう少し高いらしい。火山
噴火予知連絡会御嶽山総合観測班地質チーム（2014）
の報告書にある山小屋の壁の写真を見ると、噴石によ
って数十個の穴があいていることがわかる。噴石密度
の測定は、来春の詳細調査を待たなければならないが、
1畳あたり10個以上の噴石密度にはなりそうである。
この場合、遮蔽物がなければ生存の可能性はゼロに近
いだろう。
1-3　爆弾数十個分の爆発

　この爆発は高圧の水蒸気によるものであるが、その
爆発のエネルギーはTNT火薬数トンに相当する（谷
口・植木、2014）。これは500ポンド爆弾数十個分をま
とめて爆発させた時の爆発エネルギーに相当する。こ
のような爆発が起こると必ず爆発点周辺の石が飛び散
る。このようにして発生した噴石の初速度は約100m/
秒と推定されている（金子ほか、2014）。100m/秒は

1. 御嶽山の噴火

1-1 噴石

　ここに１個の噴石がある写真-1。ある火山の爆発で
500mの上空まで吹き飛ばされ、そして落下してきた
ものだ。この噴石はずっしりと重く、角ばっている。
これが高速で飛んできたら、大変恐ろしいということ
は、手にもって見るとすぐに実感できる。
　噴石は特別な石ではない。たまたま火口付近にあっ
た岩石が爆発によって吹き飛ばされたものなので、溶
岩でできていることが多い。火山に行けばどこにでも
ある、ありふれた石である。
　もし、噴石の重さを実感したければ、その辺に落ち
ている漬物石くらいの重みの角ばった石を手に持って
みてほしい。その石は形も密度も噴石とそれほどは違
わない。ぜひ、「これがプロ野球の投手の球よりも速
く飛んできたら」と想像して、その迫力と脅威を味わ
っていただきたいものである。
1-2　９月27日の御嶽山噴火

　2014年９月27日午前11時52分、御嶽山は音もなく噴
火を始めた。まもなく激しい爆発音とともに多数の噴
石が飛んできた（おそらく11時55分くらい）。山頂小
屋の屋根を突き破った噴石は60㎝もの大きさがあった

2014年9月27日の御嶽山の噴火で犠牲になられた方々

のご冥福をお祈り申し上げます。

写真-1 噴石
ある火山の爆発で500mの上空まで吹き飛ばされ、そして落下
してきたもの。ずっしりと重く、角ばっている。
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メージとは正反対に「水」という文字が入るが、この
噴火は水蒸気噴火であり、マグマは関与していない可
能性が高い。御嶽山の水蒸気噴火は、やや高圧の熱水
の圧力が減少することにより爆発的に沸騰して生じた
ということは、複数の火山学者の一致した意見である
（中田ほか、2014；谷口・植木、2014；浜口・中道、
2014）。
　このように御嶽山の2014年噴火は熱水の爆発であ
り、かつ小さな噴火だった。巨大なマグマ噴火では前
兆がとらえられることが多いが、このように小さな噴
火ではそれはかなり難しい。このため水蒸気噴火が起
こった時点の御嶽山の噴火警戒レベルは「レベル1」、
つまり平常状態だった。2014年９月10日頃には前兆ら
しき火山性地震が一時的に発生した（木股、2014；前
田ほか、2014）。また、噴火の11分前には火山性微動
が始まった（小木曽、2014）。前者を前兆と判断する
のはかなり難しいと考えられるし、明らかに前兆であ
った後者の火山性微動は、あまりにも直前すぎて登山
者に伝える手段はなかった。
1-6　噴火開始から噴石災害までの猶予時間

　このようにして、山頂の登山者にはほとんど前触れ
もなく噴石が降り注いできたのである。噴火が開始し
てから噴石が降ってくるまでに「数分以内」（中田他、
2014）程度の時間しかなかった。実際、生還者の証言
を見ると11時55分ころに噴石を伴う爆発が起きた可能
性が高い（山と渓谷社編、2014）。静かに始まった最
初の噴火に気がつかなかった場合でも、爆発から噴石
の落下まで数秒以上の余裕はあったはずである。
　数分あれば、火口から遠ざかり、より噴石密度の低
い地点に移動できる。十秒程度あれば、大きな岩の陰
に飛びこめる可能性もある。もし、全登山者が火山噴
火に伴う噴石のイメージを持っていれば生存率はもっ
と高かったかもしれない。
1-7　火山灰のモルタル化現象

　ところで、御嶽山2014年噴火で噴出した火山灰は酸
性の熱水変質帯に由来し、粘土鉱物が主体である。こ
の他に、石英、黄鉄鉱、みょうばん石、石膏が含まれ
る（井村ほか、2014）。
　御嶽山2014年の噴火のような水蒸気噴火で、火山灰
のモルタル化現象がおこることがある。ためしに御嶽
山2014年火山灰（10月１日、山麓で採集；この日まで
雨は降っていない）に少量の水を加え混合して、放置

時速360㎞、新幹線を超える速度である。着地時にも
相当のスピードを保っていたはずなので、視認してか
わすのは、ほぼ不可能だろう。また、３㎝ほどの噴石
が当たっただけでも、それが頭部ならば致命傷となっ
ただろう。
　爆発当時山頂部分には数百人の登山者がいたと推定
される。このうち、57名の方が犠牲になった。また、
いまだに６名の行方不明の方がいる。犠牲者の多くは
噴石が頭部に当たることにより命を落としている（マ
スコミの報道による）。
1-4　御嶽山2014年の噴火で発生した現象

　また、同時にこの爆発で約50万トンの火山灰が噴出
した（火山噴火予知連絡会御嶽山総合観測班地質チー
ム、2014）。その多くは火口周辺に堆積したが、東の
方に風で流されていったものもある写真-2（金子ほか、
2014；御嶽山降灰合同調査団、2014））。50万トンとい
う数字は大きなものに見えるが、実は火山噴火として
は少量である。この他に低温の火砕流も発生した（こ
の現象に対し、火砕流という用語を使用することが適
当かどうかは、火山学会内にもさまざまな意見があ
る）。これについてはまたの機会に述べたいと思う。
また、火口から直接泥流が流れ出しているのが発見さ
れた（及川、2014；岸本ほか、2014）。このような現
象は有珠火山の2000年噴火、秋田焼山火山の1997年噴
火でも認められている。
1-5　前兆現象

　その「火砕流」という言葉や「噴火」の「火」のイ

写真-2 御嶽山東側山麓の火山灰
2014年噴火の４日後に撮影。噴火地点からおよそ８㎞地点だ
が火山灰はうっすらとしか積もっていない。
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噴火に遭遇した時にも，あわてずに「逃げる、隠れる」
行動がとれるように教育するための、「噴石から身を
守るための実験教材」を開発し、小学生から大人まで
のさまざまな方を対象に、出前授業を中心とする教育
実践を行った。
　では、出前授業に使った実験装置を紹介したい。装
置は火山模型の部分と空気を送り込む部分からなって
いる写真-4。火山模型は横から導入した空気が、火山
模型の上、すなわち火口部分から抜けるようになって
いる。横方向に突き出したパイプが、中で火口部分と
連結しているのである。火口部分は台所の流し用ネッ
トが張ってあり、噴石のかわりの紙粘土のかけらを支
持する構造になっている。パイプは塩化ビニール製、
火口部分はペットボトルの口、火山本体は紙粘土でで
きている。一方、空気を送り込む部分は自転車のチュ
ーブ（タイヤの中に入っているゴム製のチューブ）と
空気入れからなっている。チューブをカットし、片方
を塞いである。
　はじめに火口部分に噴石代わりの紙粘土（軽いタイ
プ）の乾燥したカケラを数十個いれる（写真-5中下）。
次にチューブの火山模型よりの部分を指で押さえ、空
気入れでチューブに空気を注入する（チューブが倍程
度にふくらむまで空気を注入）。ここで、チューブを
押さえる指を離すと勢いよく噴出する空気とともに噴
石（紙粘土）が飛び出す。およそ半径２mの範囲に紙
粘土の噴石は落下する写真-6。なお、開発した実験教

してみた写真-3。すると写真のように、乾燥した火山
灰はパリパリに固まってしまった。このようなモルタ
ル化現象がおこると、地表の浸透能は低下するので土
石流が発生しやすくなるはずである。幸い、2014年の
御嶽山噴火では、土石流は発生していない。しかしな
がら、水蒸気噴火が起こり、粘土質の火山灰が山腹に
堆積した場合は、土石流の発生を警戒する必要がある。

2. 噴石から身を守るための教材開発

　御嶽山2014年噴火では、明瞭な前兆現象はなく、レ
ベル１の状態のまま噴火が起こった。このように、突
発的で小さな水蒸気噴火が起こることは、御嶽山に限
らず日本の多くの火山で今後もあり得る。
2-1  「逃げる、隠れる」行動による避難　

　もし、このような場面に出会った場合、すばやく適
切な対処を行えば、生存率はより高まる。御嶽山から
の生還者の手記には、とっさに取った噴石回避行動が
書かれている。例えば、ザックを頭の上に載せ、座っ
たまま斜面をずりさがって避難する、近くの山小屋に
逃げこむ、岩の陰に身を隠すなどである（山と渓谷
社編『ドキュメント御嶽山大噴火』、ヤマケイ新書、
2014）。これらの「逃げる、隠れる」行動は適切で、
生存の可能性を高める効果があったと考えられる。
2-2   「噴石から身を守るための実験教材」

　筆者は、御嶽山の2014年噴火のような突然の水蒸気

写真-3 水を加えてモルタル化させた御嶽山2014年の火山灰
左：実験前の火山灰、中：水を加えた火山灰、右：水を加えて
乾燥させた火山灰。パリパリと板状に固まっていることがわかる。

写真-4 噴石実験装置
火山模型の部分（A）と空気を送り込む部分（B）を連結して使用
する。
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う意見の両方があった。火山学者も「逃げる、隠れる」
行動を推奨しているのである。
　小学校６年生の子どもたちの答えも「逃げる、隠れ
る」行動であり、火山学者の答えおよび生還者の行動
と一致している。したがって、本実験を行うことによ
って「噴石からの身の守り方」を身につけさせること
が可能であると考えられる。

3. 突然の水蒸気噴火に遭遇する
 リスクはどのくらいか

　では、活火山の登山中に、御嶽山2014年噴火のよう
な突然の水蒸気噴火に遭遇するリスクはどのくらい
か、簡単な計算をしてみよう。
3-1 飛行機事故との比較

　ここでは100年に一度水蒸気噴火があるような仮想
的な火山を考える。また水蒸気噴火のうち、前兆現象
のない突発的なものが起こる確率を仮に0.5とする（実
際はもっと低いだろう）。また、登山時に火口付近に
滞在する時間を１時間とする。この前提に立って計算

材は、ほぼ2000円の材料費でつくることが可能であり、
材料はホームセンターなどで調達可能である。
　学校の授業で使う場合にはあらかじめ岩のかわりに
なる大きな紙粘土の固まりを置いておく（写真-5右上
および左上）。避難小屋（写真-5中上）やシェルターが
ない状況でどうするかを「どのような所にいれば噴石
から身を守れると思いますか？」と子供たちに発問し、
回避行動について子供同士で議論しながら考えさせる。
2-3　小学校高学年児童の答え

　さて、小学校高学年の子供たちから、どのような答
えが返ってきたのかご紹介したい。子供たちには、
自分のかわりにゴルフのピンを逆さまにしたもの
（写真-5左下）を渡し、安全と思う場所においてもら
った写真-7。ゴルフのピンは逆さまに立てることがで
きるが、紙粘土の噴石がぶつかると倒れてしまうので、
紙粘土が当たったかどうか判定するのが容易である。
多くの子供は岩の陰にピンを隠した。これは「隠れる」
行動であり、もちろん正解である。中には隣のテーブ
ルにピンを置いた子供もいる。これは「逃げる」行動
であり、すばらしい正解である。
　2014年11月の日本火山学会秋季大会（福岡）では、
御嶽山の噴火を受けて数々の会合が行われた。その一
つに火山防災委員会の緊急セッションがあった。その
中で提案され、会期中に行われた臨時セッションでは、
噴石から身を守るためにはどうするべきか議論が行わ
れた。岩陰に隠れるという意見と、遠くに逃げるとい

写真-5 身近で調達可能な実験教材
（左下・ゴルフピン、右上と左上・岩を表す紙粘土塊、中上・
避難小屋模型､ 中下・噴石を表す紙粘土かけら）

写真-6 噴石実験装置から紙粘土の噴石が噴出する様子
噴石は様々な角度で飛び出しほぼ放物線の軌道を描いて飛び
散る。

写真-7
自分のかわりのゴルフのピン
ゴルフのピンをおいて実験を行いど
こが安全なのか子どもたちに考えさ
せる。
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思います。もちろん、最終的な判断は登山者の自己責
任ですが、その指針となるようなデータだけでもわか
りやすい形で提供してほしい。」（山と渓谷社編（2014）
『ドキュメント御嶽山大噴火』p123より）。火山学者
として、あるいは防災の関係者として、心に深く刻み
つけておきたい言葉である。

すると、このような仮想的火山で突然の噴火に遭遇す
るリスクは、100万回の登山当たり0.57回程度（約175
万分の１の確率）となる。これは一度の離陸当たりで
飛行機が死亡事故を起こす確率（100万回の離陸当た
り0.28回 程 度；	Aviation	Safety	Boeing	Commercial	
Airplanes，2014）の２倍程度である。また、約175
万分の１の確率はおよそ38.5kgの米の中から、一粒
の特定の米粒を1回で選び出す確率とほぼ同じである
写真-8。
3-2　小さなリスクと自己責任　

　このような小さなリスクをどうとらえるかは個人の
判断にかかっている。それは、登山をすることの恩恵
と噴火の危険性を天秤にかけて、登山者が自己責任で
判断することになる写真-9。そもそも、登山には噴火
以外の危険な要素がたくさんある。例えば2014年の１
年間で秋田県の秋田駒ケ岳では２件の滑落事故が起き
ている。噴火以外の危険な要素と比較することも判断
の際には重要だろう。私の場合は、突然の噴火のよう
な小さなリスクを気にするよりも、登山することの楽
しみを選択する。もちろん、明白に危険が切迫してい
る時には、火口周辺への立ち入り禁止も必要だろう。
　また、このような活火山の危険情報の提供も重要だ
ろう。生還者の一人、自然観察ボランティアの	鈴木
康夫氏はこう述べている。「どこの山にどんな危険が
あるかということをしっかりと情報提供してほしいと
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写真-9 板書の例

写真-8 たくさんの米粒の中の印を付けた一粒の米粒
100年に一度水蒸気噴火があるような仮想的な火山に一回登山
して、突然の水蒸気噴火に出会う確率は、38.5kgの米の中か
ら印のついた一粒の米を、目を閉じたまま選び出す確率とほぼ
同じ。
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