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はじめに
火山噴火では火山灰や火山ガスが大量に大気中に放出

されることがある（写真-1）。本誌をお読みの方々には、
伊豆諸島の三宅島で火山噴火が発生した2000年以降、
応急復旧対策等で同島を訪問し、火山ガス濃度に気を配
りながら作業を進めた経験を持つ方も多いだろう。小規
模な爆発的噴火を繰り返す鹿児島県の桜島火山でも周辺
地域には頻繁に火山灰が飛散し、地域社会に大きな影響
を与え続けている（写真-2）。

これらの火山噴出物は、砂防施設をはじめとした社会
基盤に大きな被害をもたらすばかりでなく、人体にも作
用し健康に悪影響を及ぼすリスクがある。そのため、火
山噴火が発生した際には、噴出物による健康影響が周辺
住民らにとって大きな懸案材料になる。しかし、日本国
内ではこれらに関する調査研究は極めて限られており、
実態の把握が不十分という観が否めない。

私は、三宅島の2000年の噴火災害以降、火山噴出物
の健康影響に関する国際的な研究グループである「国際

火山災害健康リスク評価ネットワーク（International 
Volcanic Health Hazard Network；これ以降、IVHHN
と略す）」の活動に協力し、同ネットワークの日本語版
ホームページの公開や、同ネットワークが作成した一般
市民向けパンフレットの翻訳・配布等の活動を手掛けて
きた。このような経緯から、本稿においても火山噴出物
が健康にもたらす影響について、概要を紹介させていた
だきたい。

火山灰の健康影響と対策
① 火山灰の毒性評価

火山灰は、噴火の勢いで火口から噴き飛ばされた細か
い岩石の破片である。2014年の御嶽山の噴火災害のよ
うに大きな岩片の直撃を受けて死亡することはあるが、
火山灰そのものの毒性は一般的に低い。少なくとも火山
灰を吸い込んだり飲み込んだりして体内に取り込んだこ
とが直接的な原因となった急性の死亡事例は知られてい
ない。長期暴露による慢性的な影響に関しては調査報告

事例が少なく、詳細はよく分かっ
ていないというのが現状である。
しかし、火山灰を吸い込むと、の
どの不快感や息苦しさが生じるこ
とがあるのは事実である。喘息等
の呼吸器に持病がある方の発作を
引き起こす恐れもある。火山灰が
直接、目や皮膚に接触することで
炎症を起こす可能性もある。

IVHHNがまとめたパンフレット
によると、火山灰によって引き起
こされる呼吸器の急性症状の主な
ものは、鼻・のどの炎症、のどの
痛み、乾いた咳、痰、鼻水、息切
れである。喘息や気管支炎の患者
の場合には気道が刺激され、息切
れや喘鳴（ぜいぜいという音を伴
う呼吸）、激しい咳等の症状が出る
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写真-1　2011年の新燃岳噴火（古園俊夫氏提供）
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ことがある。細かい火山灰に長年、暴露されることで、
塵肺が起こりうると指摘する専門家もいる。二酸化硫黄
や塩化水素等の火山ガス成分が火山灰表面に付着してい
る場合には、気管支への刺激が強く悪影響が大きいもの
と考えられる。目に入ると角膜を傷つけ、充血やひりひ
り感、まぶしく感じること等がある。異物感が残り、涙
や目やにが出ることもある。皮膚に付着して炎症を起こ
す場合もある。特に、金属アレルギーの方々に症状が出
やすいと言われている。

火山灰の中で特に呼吸器への影響が大きいと考えられ
ているのは、PM10と呼ばれる10ミクロン以下の細かい
粒子である。PM10は気管支にまで到達し、さらに細粒
でPM2.5と呼ばれる2.5ミクロン以下の粒子の場合には
肺の奥深くの肺胞にまで入り込む（エアロゾル研究等の
分野で大気汚染を議論する場合、大気中を長時間、浮遊
し続ける100ミクロン程度より小さい粒子のみを扱うこ
とが多い。そのため、これらの業界では10ミクロンよ
り大きい粒子は粗大粒子と呼び、2.5ミクロン以下のも
ののみを微小粒子と呼ぶ）。PM2.5に関しては、近年、諸
外国の都市部における大気汚染に関連して健康影響に関
する調査・研究が活発化しており、日本においても
2009年に環境省によって環境基準が制定された。この
基準は主に工場排煙等の人為起源の粒子を想定して設定
されてはいるものの、1日平均値で35μg/m3以下を維
持することが適切な健康保護のために望ましいとされて
いる。

火山噴火時に浮遊する火山灰の健康影響が詳細に調べ
られた最初の事例は、米国・セントへレンズ火山の
1980年噴火である。最大規模の噴火が発生した同年
5月18日には総計5億トンの火山灰が大気中に放出され
たと見積もられている。同火山の東北東約135㎞に位置
するヤキマ市は、風に流された噴煙の主軸上に位置し、
噴火の際に8mm以上の厚さの火山灰が堆積した。大気
中の浮遊粒子濃度に関しては、当時は米国でもPM2.5や
PM10の基準が設置されていなかったため、総浮遊粉じ
ん（TSP）に基づく検討が行われた。それによると、噴

火当日のTSPの一日平均値は33,402μg/m3に達し、
その後1週間にわたって1,000μg/m3を超えていた

（当時の米国におけるTSPの環境基準は一日平均値で
260μg/m3以下である）。これに伴い、喘息発作による
救急外来の患者数が前年同期の約4倍、気管支炎では約
2倍に達し、COPD（慢性閉塞性肺疾患）の患者の多く
も症状が悪化したと報告されている※1。

一方、1955年以降、火山灰放出を伴う活発な噴火活
動を続ける鹿児島県の桜島火山周辺では、顕著な健康被
害は報告されていない。これは、桜島火山における噴火
が小規模で、火山灰の噴出量が多い時期でも1か月積算
量が100万トン程度と少量であることが主な原因だと考
えられる。他の火山に比べるとPM2.5に分類される微小
粒子の割合も小さい。鹿児島県が測定しているPM2.5濃
度は噴火直後の1時間値が一過性の上昇を示すことがあ
るものの、日平均濃度に関しては環境基準の超過は確認
されていない。また、火山灰の化学分析によって、他の
火山と比べて桜島の火山灰には健康に悪影響を及ぼす可
能性が高い鉱物等の含有量が少ないことも示されてい
る※2。

上の2例だけを見ても明らかだが、火山噴火は火山ご
と、噴火ごとに噴火の規模や継続時間が数桁も異なる。
そのため、火山噴火による健康影響を評価するには噴出
量や継続時間と同時に、火山灰の組成や微小粒子の割合
ならびに風向きや影響範囲における暴露人口等について
迅速に把握することが重要である。その上で、それぞれ
の状況に応じて、火山灰による健康被害を最小限に抑え
るための臨機応変な対応が必要となる。

② 火山灰への対処方法
火山灰が健康に及ぼす影響は一般的に小さいと考えら

れるが、降灰中はなるべく屋内に留まり、火山灰への暴
露を極力、抑制するのが好ましい。呼吸器疾患等の持病
がある方を中心に異常を感じる場合がある上、火口から
数キロ以内では火山灰に混ざって数センチ以上の噴石が
飛んでくるなどの付随する危険性が考えられるからであ
る。降灰中はドアや窓の開け閉めを最低限にとどめたり、
建物に入る前に上着を脱いで火山灰を払い落としたりし
て、屋内に火山灰が入り込まないようにすることも重要
である。細かい火山灰の侵入が気になる場合には、ドア
や換気扇等の隙間や通気口に目張りをすることも有用で
ある。

やむを得ず降灰中に外出する場合には、マスクやハン
カチ等を使って口や鼻を防護することをお勧めする。復
旧作業や清掃作業等を行う際には、可能な限り防じん性
の高いマスクを選ぶ。ゴーグル等で目を保護することも
有用である。万一、火山灰が目に入った場合には、不用
意に手でこすらずに水で洗い流す。コンタクトレンズを
利用しているとレンズと目の間に火山灰が入り込んで角

写真-2　桜島火山からの降灰の中、
鹿児島市中心街を歩く市民ら（鹿児島市提供）
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膜を傷付ける危険性があるため、可能な限り眼鏡等で代
用することが望ましい。火山灰が飛散している間は、見
通しが悪く自動車のスリップ事故が増える。さらには、
自動車は降り積もった火山灰を巻き上げる作用も大き
い。これらのことを勘案し、自動車での外出も最低限に
すべきである。

小・中規模の火山噴火の際の傷病者の発生事例として
報告が多いのは、清掃作業中の転倒・転落事故による負
傷である。火山灰はいったん降り積もると風が吹いたり
自動車が通ったりするたびに何度も舞い上がり、長時間、
周辺地域に滞留する。地面がアスファルトやコンクリー
トで覆われている都市域では特にその傾向が強い。また、
屋根に積もった火山灰の重みで建物が倒壊するという事
例も海外の火山噴火で報告されている。そのため、ある
程度、火山灰が積もったら、除去作業が必要となるが、
火山灰で足元が滑りやすくなっている中での重労働とな
るため、バランスを崩しやすい。そのため、作業中に骨
折や打撲をしてしまう方が多い。

特に高い場所での作業は危険が大きいため、屋根の上
等での火山灰の除去作業は専門技術を持つ作業員に依頼
することが望ましい。足場を組む、命綱を着用する等の
十分な安全対策を取った上で、落下事故の際には素早く
対応ができるように複数人で作業を行うべきである（写
真-3）。カーポートやビニールハウスは比較的、少量の
火山灰が積もっただけで倒壊するリスクがあることにも
留意が必要である。これらの構造物を不用意に水洗いす
ると屋根にかかる荷重がさらに増大する点も認識してお
くべきである。

火山ガスの健康影響と対策
① 二酸化硫黄

火山ガスに含まれる組成は古くから研究されており、
急性暴露による中毒事故に関する報告も多い。健康への
影響が大きいガス成分は、二酸化硫黄や硫化水素、二酸
化炭素、塩化水素である。

火山活動が活発な場合に問題になることが最も多いガ
ス成分は二酸化硫黄である。熊本県の阿蘇火山では、火
口周辺に観光に訪れた一般市民が二酸化硫黄による中毒
で死亡する事故が1990年代に相次いだ。事故当時、周
辺では5ppmを超える濃度の二酸化硫黄が観測されてお
り、喘息等の呼吸器系の持病を持つ方が発作を起こして
死亡したと報告されている。これを受けて、現地では火
山ガスの監視体制を整え、高濃度の二酸化硫黄ガスが観
測された場合は立入規制をする等の対策を講じて、観光
客の安全確保を図っている。

伊豆諸島の三宅島では、2000年の噴火で山頂部が陥
没して直径が1.6kmに及ぶ大きな火口が形成され、大量
の火山ガスが放出された。この結果、島内の居住地区で
5ppmを超える二酸化硫黄がたびたび観測され、住民へ

の深刻な健康影響が懸念されたため、2000年9月から
約4年半にわたって全住民が島外避難を余儀なくされた。
2014年の御嶽山の噴火災害の際にも高濃度の二酸化硫
黄ガスが検知され、捜索活動が難航する大きな要因の一
つになった（写真-4）。

二酸化硫黄は無色で独特の刺激臭がある不燃性の気体
である。水に接触することによって亜硫酸を生じるため、
目や鼻、のどの粘膜を強く刺激する。気管支収縮作用が
あるため、喘息等で気管支が過敏になっている場合には、
0.2ppmから0.5ppm程度の濃度の二酸化硫黄ガスを吸
入することで発作を引き起こす危険性がある。5ppmを
超えると、健康な人でも息苦しさを感じて咳き込んだり、
目や鼻、のどに痛みを感じたりする。米国産業衛生専門家
会議（ACGIH）が生命または健康にただちに危険を及ぼす
値として提示しているIDLH（Immediately Dangerous 
to Life or Health）は100ppmとなっている。

二酸化硫黄ガスの発生が想定される地域に立ち入る場
合には、検知器とガスマスクを携行することが原則であ
る。万一、ガスマスクを持たないまま二酸化硫黄ガス濃
度が高い状況に遭遇した場合は、タオル等を濡らして口
と鼻を覆うことを心がけていただきたい。二酸化硫黄は
水に溶けやすいため、呼吸器への悪影響を軽減する効果
が期待できる。

② 硫化水素
硫化水素も火山ガスに含まれる危険なガスである。死

亡事故に至る事例数は二酸化硫黄よりも明らかに多い。
1971年に草津白根山近くのスキー場で6人が死亡した
のをはじめ、箱根、霧島、安達太良山等の周辺で登山者
や温泉客が死亡する事故がたびたび報告されている。温
泉施設の保守作業中に死亡事故が発生するケースも頻発
している。1950年以降だけでも日本国内において火山
ガス起源の硫化水素によって20件以上の死亡事故が発
生し、40人以上が犠牲になっている。

硫化水素は無色で可燃性の気体である。低濃度の場
合、「卵の腐ったような臭い」と表現される特徴的な臭

写真-3　2011年の新燃岳噴火時の屋根の清掃風景
（古園俊夫氏提供）
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いがするが、高濃度の硫化水素ガスは人間の臭覚を麻痺
させる。そのため、健康に悪影響が生じる20ppm以上
の濃度では臭いを感じない場合があり、注意が必要であ
る。分子量は34程度で大気よりはやや大きいという程
度だが、低温で発生する場合が多いため、くぼ地にたま
りやすい性質がある。

ちなみに、マグマ中の硫黄が水と共存する場合、温度
が高いと水分子中の酸素原子と結合して二酸化硫黄とな
る方が安定であり、温度が低いと水素原子と結合して硫
化水素となる方が安定である。火山ガスの温度が約
80℃以上の場合、二酸化硫黄として噴出される割合が
多く、それ以下の温度では硫化水素として噴出する割合
が多くなる。そのため、二酸化硫黄ガスは分子量が約
64と硫化水素よりも大きいが、火山ガス中に比較的、
高濃度に含まれている場合でも、一般的には熱膨張の効
果が卓越して浮力によって上昇しながら周囲と混ざり
合って希釈される。したがって、人間の活動範囲に高濃
度で滞留することは比較的少ない。逆に、硫化水素は火
山活動が低調な時期に低温でゆっくりと噴気孔から噴出
することが多く、くぼ地等にたまりやすい。特に、雪の
積もった環境等では噴気孔付近にできた空洞に高濃度で
滞留していることがあり、死亡事故を引き起こす状況を
発生させやすい。

ACGIHの 提 示 し て い るIDLHは 二 酸 化 硫 黄 同 様、
100ppmである。750ppmを超える高濃度の硫化水素
ガスを吸うと一瞬で意識を失ってしまう。そのため、硫
化水素中毒で急に倒れた人を助け出そうとした家族や同
僚が一緒に犠牲になる事例が過去に数多く発生している。
硫化水素中毒が疑われる場合は不用意に近づかず、迅速
に消防隊等に救助を要請することが重要である。

　
③ 二酸化炭素

二酸化炭素による死亡事故も火山地域でいくつか報告
されている。最も有名な事例は、1986年にアフリカ・
カメルーンのニオス湖周辺で1700人が窒息死したケー
スである。ニオス湖は火山活動で生じた深さ約200mの

火口湖であり、現在でも定常的に湖底から二酸化炭素が
噴出している。湖の深層に溶解した高濃度の二酸化炭素
が何らかのきっかけで急激に放出され、周辺の村々に達
し、約20キロの範囲で大量の死者が出た。ちなみに、
日本にも数多くの火口湖が存在するが、日本のような温
帯地域では冬季に湖面から強い冷却を受けて対流が発生
するため、湖底での二酸化炭素の高濃度の集積は起こり
にくいと考えられている。

火山地域の窪地に溜まった二酸化炭素で中毒事故が発
生する事例も、国内でもいくつか報告例がある。例えば、
1997年に八甲田山で深さ約8mの窪地に溜まった火山
性の二酸化炭素によって訓練中の自衛隊員3人が死亡す
る事故が発生している。事故直後の調査によって、体積
分率で13%から16%の二酸化炭素を含む火山ガスが噴
出する噴気孔が窪地内で見つかっている。

二酸化炭素は、ほとんどの火山では水蒸気の次に多量
に含まれる火山ガスの主成分であり、噴気孔周辺では高
濃度で観測されることが多い。無色無臭で空気よりも重
く、窪地に溜まりやすい。体積分率で5%を超えると呼
吸が苦しくなり、頭痛や発汗等の症状が現れる。10%
で意識喪失、25%以上では痙攣が起き、数回、吸い込
むだけで意識を失って死亡すると言われている。

　
④ その他の有毒ガス

この他、火山ガスに含まれる塩化水素やフッ化水素、
ラドン等も健康に悪影響があると考えられている。塩化
水素は二酸化硫黄同様、火山ガスの主成分の一つで水に
溶けやすく、強い酸性を示す。目やのど等の粘膜に強い
刺激を与え、せきや呼吸困難を引き起こす。皮膚に炎症
を引き起こす場合もある。フッ化水素は水に溶けてフッ
素中毒を引き起こす危険性がある。家畜の例ではあるが、
1995年のニュージーランドのルアペフ火山の噴火では
数千頭の羊がフッ化症で死亡したとの報告例がある。火
山ガスや火山起源の温泉水には放射性元素であるラドン
も少量ながら含まれている。ラドンは肺がんのリスク要
因として知られており、鹿児島県の桜島火山周辺や鳥取
県の三朝温泉の周辺で影響調査が行われている。活火山
周辺で作業を行う場合には、これらの火山ガスの影響に
も十分に注意を払う必要があることを理解して、環境基
準を参照しながら継続的に状況把握に努め、必要に応じ
た対策を取ることが重要である。
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写真-4　御嶽山の山頂付近における救助活動
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