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火山噴火予知研究の目標

火山噴火予測の５要素

時期，場所，規模，様式，推移

発展段階

段階１．観測により，火山活動の異常が検出できる．

段階２．観測と経験則により，異常の原因が推定で
きる．

段階３．現象を支配する物理法則が明らかにされて
おり，観測結果を当てはめて，将来の予測ができる．



火山噴火予知の現状（外部評価）

適切な観測が行われていれば，火山噴火開始の時期・
場所に関しては，ある程度予測可能

・ 噴火 2000 有珠山，2000 三宅島，2004 浅間山，

・ 未遂 1998 岩手山，2002 八丈島

火山噴火開始後に 推移予測，終息の見極めは，まだ
満足できるレベルにない

噴火の仕組みが充分わかっていれば，観測データから
次に何がおこるか予測できるが．．．

現在の火山学の知識を利用し，火山毎に噴火シナリオ
（噴火事象系統樹）を作成し，予知研究を推進すると共
に予知研究の成果として発信する．



噴火シナリオ（噴火事象系統樹）とは

火山によってマグマ物性，応力場が異なるため，噴火様式に多様
性がある．しかし，ひとつの火山では，同じ噴火様式（但し，ひとつ
の様式とは限らない）を繰り返すことが多い．

データベースを活用して作成

地質調査による噴火履歴，古文書などの過去の噴火事象の記載，

過去の噴火時の観測事例，類似火山の噴火事例

→データベースの蓄積度合いにより火山毎に完成度の違いがある

噴火発生事象を系統的に分類し，事象分岐に確率を付加

→事象分岐確率の算定法の高度化

①過去の噴火履歴の発現頻度（データベースの利用）

②事象分岐を支配する機構の科学的解明

（噴火準備，噴火過程，素過程における研究成果利用）

③最適化された観測から科学的に事象分岐を予測する

高
度
化



伊豆大島の噴火履歴（津久井，川邉による）

・約2万年前から スコリア放出→溶岩流→火山灰 というパターンを
繰り返し，約1700年前にはカルデラ形成もあった．

・山頂噴火と側噴火があり，いずれも溶岩噴泉．サブプリニー式噴
火，マグマ水蒸気爆発も発生している．テフラ層序からは，最近
1700年間に24回の噴火堆積物，17例が山頂噴火，そのうち4例
が山頂噴火→側噴火．側噴火は７例であった．

・大噴火は200～150年間隔(1777～78年噴火が最後)，明治以降は，
中噴火が30～40年間隔(1986年噴火が最後)で発生している．

・伊豆大島の側噴火噴出物の全岩化学組成からみて，主マグマ溜
りに由来するマグマと副マグマ溜りに由来するマグマが噴出して
おり，副マグマ溜りに由来する噴火はカルデラ内および周辺で発
生している．

噴火シナリオの例－伊豆大島：低粘性マグマ
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割れ目噴火噴出物のSiO2－Al2O3 wt. %
新測定値のほかに一色(1984)，中野・山元(1987)，中野ほ
か(1988)，藤井ほか(1988)，川辺(1991,1998)のデータも
加えた （林,2006MS）

凡例
新期大島層群

●:1986年噴火 ×:Y4.0噴火 ○:Y5.2噴火 ■:N1.0噴
火 ◆:N3.0噴火 ◇:N3.2噴火 □:N4.2噴火
＋:N4.4噴火 △:N4.6噴火 －:N4.8噴火 ◎:S2.0噴
火

（赤字はGroup1，黒字はGroup2に区分）
古期大島層群 ＊

噴出マグマと噴火割れ目の位置 （林,2006MS）

凡例 ○:Group1 ●:Group2 ☆:Group3

Group1 Group2

Group3

割れ目火口位置とマグマの化学組成の関係

副マグマ溜りに由来する噴火はカルデラ内および周辺で発生している．



伊豆大島シナリオの作成例

伊豆大島噴火シナリオより 川邊原図

山頂噴火ケース
（中規模・大規模）

山腹割れ目噴火
ケース

カルデラ噴火
ケース

噴
火
終
息前

駆
現
象

噴火規模により

大規模噴火 カルデラ形成以降12回

中・小規模噴火
(1986年・1950-51年，1974年)

カルデラ形成 1700年前

火口位置により

山頂噴火

山腹割れ目噴火

・マグマ貫入の有無

貫入



1986年山頂噴火（11月15日開始） 三原山から溢れ出す溶岩

1986 11/19



割れ目噴火の開始 1986 11/21 16:15
全島住民が即時島外へ避難

1986 11/21  16時半頃



1986年伊豆大島噴火

多くの噴火は山頂噴火

11月15日～20日は夜間噴
火見学ツアーがあった．

「元気な火山を安全に楽しも
う！」

割れ目噴火により全島住民
が即刻島外へ避難

割れ目噴火をするか否かが
防災上極めて重要

早川・白尾(1988）

山頂噴火から割れ目噴火へ
の分岐は何故起こるのか．

割れ目噴火の発生を観測か
ら判定して判断する重要性．



1986年伊豆大島噴火の主な時系列

噴火活動の前兆（主なもの）

２年前 山頂近傍全磁力の漸減

4～5ヶ月前 火山性微動，比抵抗・磁場変化

山頂噴火

11月15日 17:25 山頂噴火開始

11月19日 23:30 間欠的噴出に変化，微動変化

山腹割れ目噴火

11月21日 14:30 傾斜計急激変化，大地震多発

11月21日 16:15 山腹割れ目噴火開始

活動の終焉



初期状態：
火道はすでに存在した
火口から噴出率が低下していた

山頂噴火の継続

ダイク貫入
進展

マグマの貫入 V&

問題設定：

Intrusion rate



山頂噴火とダイク貫入の分岐

浮力中立にマグマが貫入した際，マグマの移
動に伴うエネルギー消費の大小で決まる

単位時間体積増分：

単位時間消費エネルギー：

山頂噴火

マグマ移動に伴う粘性消散

重いマグマを上方に運ぶエネルギー

ダイク貫入（山腹割れ目噴火）

マグマ移動に伴う粘性消散

ダイク先端の破壊に要するエネルギー

V&

E&



11/21
11/15

山頂噴火時：

（山頂からの噴出率）

貫入率： 90m3/s

ダイク貫入時：

（地殻変動＋震源移動）

貫入率：7000m3/s

参考：三宅島2000
6.4×106m3/2hr
=900m3/s

マグマの密度，粘性
火道の長さ，半径
ダイク初期長さ
などに依存

山頂噴火

割れ目噴火

割れ目噴火を起こすか
否かは貫入レートの大小



スフリエールヒルズ火山（高粘性マグマ）で用い
られた噴火事象系統樹と確率評価

確率は噴火履歴と判定委員投票



セントへレンズ山のプリニー式噴火

同一火山であっても，全く異
なるタイプの噴火が起きる

セントへレンズ山の溶岩ドーム

非爆発的 爆発的

噴火の爆発性



時間

圧力

増圧

プラグの破壊

山体の破壊

大噴火

増圧過程
生成項（発泡・気泡成長・マグマ供給）と
緩和項（ガス・マグマ流出）の不均衡

開栓過程
マグマと山体の強度・弾塑性・不均質性に
より、開栓の位置・爆発性が決まる。

溶岩ドーム形成
効率的な脱ガス



揮発性成分を含むマグマの上昇と地殻変動
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水の質量保存式

メルトの運動方程式

メルト中の水分子の拡散方程式

メルトと周辺岩体の圧力釣り合い式
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上昇するマグマ

メルト・無数の気泡・周辺岩体の
相互作用

１D Navier-stokesの方程式



火山の爆発性を地殻変動から予測する！？

気泡成長は
マグマ体積を急増させる．

脱ガス（系外へのガス排出）は
マグマ体積を減少させる．



火山噴出物による判断

火山灰に含まれるマ
グマ物質の分析

中田(1997）より抜粋

雲仙普賢岳噴火（90年11
月開始）では，溶岩ドーム
出現３ヶ月前から火山灰に
発泡ガラスが出現，その後
増加

→マグマ上昇が予測された



目指すべき噴火事象系統樹と確率評価

定量的モデルと観測によ
る確率評価



噴火シナリオ導入の意義

噴火シナリオ導入前
ホームドクターの頭の中に
噴火シナリオがある．

噴火シナリオ導入後
各科目の専門医チームによる合議
研究成果の活用，噴火規模・様式・
推移予測の精度向上

噴火シナリオ

即時観測データ
解析システム

噴火シナリオ

？



1-(2-2)噴火予測システム

1.(3)地震・火山現象に関するデータベース

噴火シナリオ作成の素材

火山現象の理解の深化

2.(2-2) 火山噴火準備過程 2.(3-3) 火山噴火過程

2.(1) 日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

2.(4) 地震発生・火山噴火素過程

研究成果の社会還元

1.(1)  火山現象モニタリングシステムの高度化

研究のための素
材

火山活動評価・予測のための観測データ

噴火事象分岐の評価

次期建議

3．新たな観測技術の開発



色々な意味で使われる「噴火シナリオ」

地震・火山噴火予知
研究計画（仮称）で
作成する噴火シナリオ 気象庁による

噴火警報の発令

住民の避難訓練
復興計画



噴火シナリオ（噴火事象系統樹）の作成

噴火シナリオ作成予定の火山

伊豆大島，桜島，有珠山， 阿蘇山，浅間山，霧島山，

→データベースの蓄積度合いにより火山毎に完成度の違いがある

シナリオ作成検討会（データベース，研究成果の活用）

地質調査等による噴火履歴研究者，火山物理研究者，

火山観測研究者による検討会の開催

噴火シナリオの波及効果

①火山噴火予知研究の成果の社会への還元

②噴火事象分岐の科学的解明への問題提起

③事象分岐の検出ためのモニタリングシステムの高度化
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