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はじめに

198年ぶ りに活動を再開 した雲仙・普賢岳の

噴火は,そ のダイナ ミックな活動をとおして ,

火山活動に対する我々のイメージを新たにして

くれた。また,火砕流の破壊力を目のあたりに

して,そのメカニズムに強い関心をいだいた。

そのような折,Cas and Wright(1988)の

教科書のコピーを入手 し,火砕流について多 く

のことを学ぶことができた。

最近では雲仙・普賢岳の火砕流堆積物の調査

が進み,そ のメカニズムが徐々に明かになりつ

つある。

ここでは先の教科書の記載を中心にし,最近

の報告を紹介 しなが ら火砕流についてまとめる。

報総

火 砕 流 と火 砕 流 堆 積 物

阪 口 和 則 (大村高校)

Pyroclastic Flow and PyrOclastic F10w Deposits

Kazunorl SAKAGUCHI

l 火山砕暦岩の分類

火山砕屑物が固結 して生 じた岩石を火山砕屑

岩,あ るいは火砕岩 (pyrOclastic rock)と い

う。直接火山活動によって生 じたものの外に ,

火山作用以外の営力 (風,流水など)に よって

再堆積 し,固化 した岩石 も含まれる。

野外では火山砕暦物の粒径の大きさをもとに

して,図 1の ように分類されることが多い。

一方,堆積構造の観察から,堆積時の運動を

重視 して分類 したものが次の 2つである。

1)降下火砕堆積物

2)火砕流堆積物

火山岩塊,火山弾

64mm

図 1 火山砕層物からなる岩石の分類

(ク リフ・ オ リエル,1992,図 6.3)

凝灰集塊
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2 降下火砕堆積物 (pyrOclastic fall de―

pOsits)

これは, さらに次の 3つ に分類される。

a スコリア降下堆積物

b 軽石降下堆積物

c 火山灰降下堆積物

a.ス コリア降下堆積物

大部分が発泡 した玄武岩または玄武岩質安山

岩マグマによってできたものである。

b.軽石降下堆積物

多孔質で,安山岩や流紋岩などのマグマが強

く繊維状になったものである。火口では64mm以

上の粒径の ものが優勢で,多 くの岩片,軽石質

の岩塊や火山弾を含む。

c.火山灰降下堆積物

マグマ水蒸気爆発でつ くられ,特徴的な細粒

の堆積物でなる。 しば しば火山豆石を含む。Co

一イグニ ンブライ ト火山灰降下堆積物は,広範

囲に分布するのが特徴である。

3.火砕流堆積物(pyrOclastic flow deposits)

(1)火砕流をもたらす噴火

火砕流はその高温と噴出物の大きな広が りか

ら,火山現象の中では潜在的に最 も破壊的なも

のである。過去の例でも,小規模火砕流によっ

て多 くの尊い人命が失われている。

観察結果によると,火砕流が火日か ら20km以

上 もの距離を6011/s以 上の速いスピー ドで流れ

下 ったことが記録されている。

最近の火山噴火の観察から,火砕流発生のメ

カニズムとして次の場合が考えられている。

a)溶岩 ドームや溶岩流の崩落によるもの。

(メ ラピ型 )

b)溶岩 ドームの一部の爆発によるもの。

(1902年 一プレー型 )

c)垂直噴煙柱の一部崩落によるもの。

(ス フリエール型 )

d)火道内で一斉にマグマが発泡 し,軽石・

火山灰・火山ガスが混り合って,火日から

あバ、れ出したもので,カ ルデラを伴 う場合

がある。 (1991年 一ピナツボ火山)

女ラリエー七■

子し隙ガス圧 >岩石強度

ブレー氏

孔隙ガス圧 く岩 石 強度

(部分 的 に,:L隙 ガス圧 >岩 石 強度 )

メラビ式

子し隙ガス圧《岩石強度

図 2 火砕流の分類と発生機構

黒 :緻密な溶岩

濃い灰色 :ブ ロックを含む高密度の火砕流

淡い灰色 :火 山灰を含む低密度の火砕流

(佐藤博明,1992)

この タイプは急崖 を もつ安山岩質 火山体

(cOne)の 崩落によるものである。

単純な溶岩 ドームの重力崩壊による火砕流を

block― and ash― flowsと よんでいる。 これは

小規模火砕流で溶岩砕暦流(lava debris flow),

hot― avalanche deposits,あ るいは熱雲(nu6es

ardentes)と よぶ場合 もある。

過去の例として次のものがある。

1930,1942～ '43 Merapi インドネシア

1967,Santiaguito グワテマラ

b.溶岩 ドームの一部の爆発

安山岩質あるいは珪酸質 ドームの爆発によっ

て生 じた爆風 (directed blast)に よる崩壊で

ある。

過去の例は,

1902 Mt.Pelee ベネズエラ

1929～ '32 Martinique ベネズエラ

1942～ '43 Merapi インドネシア

1951 Hibok― Hibok フィリピン

1951 Mt,Lamington パプアニューギニア

1973 Santiaguito グワテマラ

1980年 のMt,St.Helensの 爆発は,地震が

引き金になった地すべりによって火日付近が減a.溶岩 ドームや溶岩流の崩落
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圧 されたことと,潜在円頂丘 (crypto dome)

と熱水の流路がむき出 しにされたためにマグマ

性のガスが解放され,過熱された地下水の噴出

によって爆発が起っている。多 くの本質火砕物

質 (juvenil fragment)を 含んでいた。

c.垂直噴煙柱の一部崩壊

爆発によって数百mか ら数十kmま で噴き上げ

られた火山砕屑物の重いスラグは,十分な位置

エネルギーを獲得 して重力による崩落を起すと

火砕流を発生させる。1991年のフィリピン, ピ

ナツボ火山のかなり大規模な火砕流 (>数届 )

の噴煙柱の高さは30～45kmで あった。

このタイプはブルカノ式噴火には一般的だが

必ず しも火砕流は伴われず,む しろ降下火砕堆

積物がつ くられている。

過去の例は,

1951 Mt.Lamington パプアニューギニア

1968 RIayon フィリピン

1974 Fuego グワテマラ

1975 Ngauruhoe ニュージーランド北島

これ らはすべてスコリア火砕流か,ス コリア

・火山灰火砕流であった。

1902年 3月 8日 と20日 の30,000人 の人命を

奪 った St.Pierreの 破壊は,垂直噴煙柱の崩

壊 によ って生 じた block― and ash― flowで

あった。

軽石質火砕流の堆積物はイグニ ンブライ ト

(ignimbrite)と よばれ,大量の堆積物 (>
1,000kJ)を 生 じる。今世紀に入 って このよう

な大規模なものは発生 していないが,1912年の

Katmai(ア ラスカ)の Ten ThOusand Smoke

谷のイグニ ンブライ トと,1980年 の Mt.St。

Helensの ものがあ る。 19世 紀 に起 った記録

的 に大 きい イグニ ンブライ トは,1833年 の

Krakatau(ジ ャワ西部 )と ,1815年の Tambo―

ra(イ ンドネシア)である。

d.火 日か らの吹きこばれ

1877年の cOtOpaxi(エ クア ドル)の噴火は,

日撃者の話では「ちょうどご飯が吹きこばれる

ようであ った。」 と Wolf(1978)が 言己載 して

いる。 このことは,火砕流が火日の外で直接つ

くられたことと,噴煙柱がす ぐに崩壊 して泡状

●  dense cndesite closPs

● vesiculoted bo,cl,ic― ondesite closls

O pumice closts

ノFg“ Segr.9。 :lon pipe

B

図 3 A.流 下 しつつある火砕流の構造

B.火砕流堆積物の二つのタイプ

a :B10ck_and ash_flow deposits

b :Scoria―flow deposits

c :Purrlice― flow deposits or ingnirrlbrite

(Ro A.F.Cas&」 .Vo Wright,1988)

に吹 き上 った ことを示 して い る。

(2)火砕流堆積物のタイプとその特徴

火砕流堆積物は次の主な 3つのタイプに分け

ることができる。

a  block― and ash一 f10w deposits

b  scoria― f10w deposits

c  purrlice―flow deposits

これ らは,荒牧 (1979),荒 牧 (1991)に よ

る火砕流 (狭義)の分類ではそれぞれ次の a′ ,

b′ , c′ に相当す る。

火砕流 と火砕流堆積物
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1轟算i:y
堆積物

豊蔦「
“…上_¨ …̈

方赤色化 )

火砕沈堆積物

(本体部分)

L・ ― (組粒欠如部分)

火砕サ ージ堆積物

図4 雲仙普賢岳火砕流堆積物の例

a′ 発泡度の低い小規模火砕流で流下する固  ～安山岩質火山灰と多孔質火山礫や,直径 lm

1"1年6月 3日

火砕サージ堆積物

A.島 原市水無川中流域,北上木場に

おける火砕流堆積物の模式断面図

(中 田節也,1993 原図 )

形物の量が104ポのオーダーである。

……熱雲

B.1991年 6月 8日 の火砕流堆積物

の堆積断面図 (国道57号 直上流・

流れに対 して直角方向)

(石 川芳治他,1993原 図 )

にも及ぶスコリア質の縄状の表面をもった砕屑

岩のまざった淘汰されていない堆積物である。

しば しば細粒の basal layerが 見 られる。ガ

ス抜けパイプや炭化木 も存在する。表面の様子

は b10ck― and ash―flow depositsと 同様であ

る。溶結 した例は見ていない。

c  purrlice― f10w dep6sits and ignilnbrite

イグニ ンブライ トは淘汰が非常に悪 く,量的

に変化する火山灰と角のとれた軽石火山礫と,

時には直径 lmに も及ぶ岩塊を含む塊状の堆積

物である。flow unitの 内部では,軽石岩片は

逆級化を示 し,岩石質砕屑物では正級化を見る

ことがあるが,淘汰されていない f10w unitが

一般的である。flow unitの 底部には細粒の

basal layerが 見 られる。

少量の粗い堆積物は通常谷を埋めて分布する

が,大量の堆積物 とイグニ ンブライ トのシー ト

をつ くり地形的に高い所を残 してすべて埋めつ

くしている。時々溶結帯を示す。 これ らが一般

にサーモンピンク色を示す こと,炭化木を含む

こと,残留磁気を示す ことなどは軽石質泥流堆

積物と溶結 していないイグニ ンブライ トを区別

するのに役立つ。

イグニ ンブライ トは時々ガス抜けバイプを含

む。

b′ 中間型火砕流でその規模は107～ 109ぷの  時には大きな多孔質でない同質の岩肩 (lithic

clasts)を含む。

flow unit中 の粗粒岩層 (clasts)の逆級化

c′ 発泡度の高い大規模火砕流でその規模は  現象は普通である。また flow unitの 底部には

オーダーであ&…
{貢宮Tァ流

蘭趾であ視 …
{貢富震流

a. block― and ash― flow deposits

これ らの分布は地形に支配される。火山灰マ

トリックスと,一般に発泡 していない同 じ起源

の大きなブロックを含む。その大きさは 5mを
こえることがあり,淘汰されていない堆積物を

つ くる。放射状の c001ing jointを もつパ ン皮

状火山弾を含む。

一つ一つの f10w uniteは ,逆級化(reversaly

graded)を している場合が多い。ガス抜けパ

イプ (gas segregatiOn pipe)を 含むが,あ
まリー般的ではない。炭化木 も含まれる。

堆積面は堤防状の盛り上がりや急傾斜のフロ

ン トを示 し,大 きな岩塊が表面に見 られる。こ

のことは流れ下る時の大きな力の作用を示 して

いる。

同質の砕屑物 と高温岩塊およびガス抜けパイ

プの存在は,岩石なだれ (rOck avalanches)

や土石流 (debris flow)と 野外で区別す る手

がか りになる。一部に溶結 した例(Mto Pe16e)

が報告 されている。

b  scoria― f10w deposits

これ らの分布 も地形に支配される。玄武岩質
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(3)マ グマ水蒸気爆発と水蒸気爆発に伴うベー

スサージ

ベースサージは,マ グマ水蒸気爆発や水蒸気

爆発,あ るいはそれに伴われる噴煙柱の崩壊に

よって生 じ,その場所から放射状にあらゆる方

向に広がったコーラ状の低い雲である。

ベースサージという言葉は, もともと核爆発

における放射状の外向 きの動 きを もつ下底の

雲につけ られた ものであるが,J.Go MOore
(1967)は 1965年の Taal噴 火などに見 られる

それに似た雲にこの名をあてた。

このベースサージはハ リケーンの速度をもっ

て放射状に広がり,広範囲の被害と人命の犠牲

を伴 うものである。

4。 雲仙普賢岳の火砕流

(1)火砕流のタイプ

雲仙火砕流のうち小型のものは Perret(1937,

1950)の いう b10ck― and ash― f10wで ,お そ

らく Merapi火 山の多 くの小型火砕流に相当

するものであるの垂直噴煙柱の崩落によると思

われる火砕流は確認されていない。一部初期の

ものにプレー式 (突出型)の もの も認められて

いる。

(2)火砕流堆積物の特徴

普賢岳が現在活動中であるため,危険区域内

での調査は非常に大きな制限を受けている。最

近,い くつかの例が報告され,火砕流の内部構

造についての解明がなされつつある。そのうち

火砕流 と火砕流堆積物

図 5 A:火 砕流の内部構造モデル

B:火 砕流内部の速度構造に関するモデル

(藤井敏嗣・中田節也,1993)

2例を図 4に示 し, さらに研究者の観察事項を

引用する。

これ らの柱状図,断面図によって,明かに火

砕流本体 とサージ堆積物とを分けることができ

る。

石川他 (1993)に よると,火砕流本体部の堆

積物の厚さは国道57号直上流で2.5m～ 3.5m程

度であり,20～ 100cm大の安山岩の本質岩塊を

含み,大礫が堆積物の表面に集積するという逆

級化構造 (inverse gradiig)も 認め られ,本

体部のマ トリックスは 2 mm以上の細砂～中砂が

主体である。

荒牧 (1991)に よると, 6月 3日 に北上木場

をおそった火砕サージの厚さは20～数cmで, 1

mm以 下の細粒物質からできたガス量のきわめて

多い砂あらしであった。 9月 15日 の火砕流では,

谷沿いに流下する火砕流本体部からはずれて直

進 した火砕サージは大野木場を襲っている。

宇井 (1991)に よれば,火砕流堆積物の表面

は Cas and Wrightの いう自然堤防や顕著な

末端崖は見 られず,む しろ平坦である。また ,

本質岩片の表面には冷却節理 (cooling joint)

が発達 しているが,発泡の程度は低い。

藤井・中田 (1993)は火砕流の流下モデルを,

次のように考えている。

9月 15日 の火砕流堆積物の最下部に厚さ数cm

～10cm程度の淘汰の良い細粒堆積物があり,淘

汰の悪い本体堆積物とは明瞭に識別できる。本

体堆積物は典型的な b10ck― and ash― flow de―

-5-



阪

positで厚さ1.5m～ 2m程度である。本体堆

積物の上に最下部に見られたものとよく似た淘

汰の良い細粒堆積物があり, さらに降下火山灰

におおわれていることがある。

本体最下部と最上部に見られる細粒堆積物は,

大野木場付近に分布するサージ堆積物に粒度分

布,粒径ともに類似している。

従来のサージ堆積物の形成に関する二つの考

えでは上の事実を説明できない。すなわち,

① Fisher(1979):火 砕流本体から巻き上

げられた ash c10ud,あ るいは噴煙柱崩壊物。

―― この考えでは最下部の堆積物が説明できな

い 。 
―

② Wilson(1985):本体頭部か らジェッ ト

状に噴出 した細粒物質の堆積。

一― この考えでは本体堆積物より数百m程度先

まで堆積 していることの説明がで きない。

このことか ら図 5に示 してある流下モデル

を提唱 した。流下する火砕流の内部は本体 ,

流動化部,細粒の火山灰を含む対流部 (ash

c10ud)の 3層 に分けられている。流動化部

か らの細粒堆積物 は記載上 は Walkerの

low― aspect― ratio ignimbrite※ に相当 し本

体部分か らの堆積物 は high― aspect― ratio

ignilnbrite(block― and ash―flow deposits)

に相当する。

(※ アスペク ト比 =垂直距離/水平距離 )

佐藤 (1991)は ,小規模な火砕流の多 くは溶

岩内の孔隙中のガス圧が溶岩の強度限界に近い

値を持 っていると考えると容易に理解できると

して,図 2の ような火砕流の分類を行 っている。

孔隙中のガスの解放が溶岩崩落のきっかけをつ

くることも示唆 している。

おわりに

野外での火山砕暦岩の観察では,従来降下堆

積物というイメージが強すぎて,火砕流 (土石

流も含めて)堆積物としての理解に欠けていた

ことを痛感 した。また,サ ージについての運動

・堆積のメカニズムをはじめとして,流下中の

火砕流の内部に作用する力の理論は今後の重要

な研究対象であるという印象を受けた。

最後に雲仙普賢岳の早い時期の鎮静化を祈 り

たい。
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