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｢火山噴火時に健康を守る｣連載にあたって
共同碍集.石基康満目,和EB耕治21
))国立保馳医標科学院, 2)北里大学医学部公衆衛生学

一般市民の多くは火山災害に自分が巻き込まれる可能性を意識していないのが実情であろうD

しかし,日本国内には鹿児島県の桜島や伊豆諸島の三宅島など周辺地域に影響を与えながら活動
を続けている火山が存在する上東日本大窟災を引き起こした巨大地廉が火山噴火を誘発する可
能性があると指摘する専門家もいる｡世界有数の火山国であるわが国に住む我々には,これまで
以上に火山噴火が起きた際の対応を検討しておくことが求められている.
交通網や情報ネットワークが高度に発適した現代都市が,大規模な火LLJ噴火でどのような影響
を受けるかについては専門家でも予7AlJできない部分が多い｡しかし,小規模噴火に対しては.十
分な知純さえ身に掛ナておけば個人レベルでの対応で危険を回避できる可能性が高く,そのため
に利用できる呼吸用保護具等の選択肢も最近の技術の進歩により確実に増えている｡
上のような現状を踏まえ,本連載は,突発的な火山噴火に遭遇した際や火山灰の楢掃作業時に
個々人が健康を守るための科学的知見をまとめることをEI的に, 8回のシリ‑ズとして企画した｡
本逓減が想定する読者は,火山噴火に伴って周辺地域から避難する人々や.火山活動の影響を
受ける地域に暮らしながら火山灰の除去などを行う人々である.噴火口の直近で救援活動を行う
レスキューワーカーなどに関しては,個別の噴火の特殊性に応じて.その都度,対策賓貝会等で
注意深く検討することが不可欠であるため本桐では対象としない.
適職の初回となる今回は,そもそも火山とはどのようなものであるかについて最低限の情報を
まとめた｡ 2回日は起こりうる健康影野を紹介した0 3回Elは火LLr噴火で伴われうる呼吸用保払
具や,実際に噴火が超きた場合に重野となる火山灰の酒掃作業時の留意点などを示した｡ 4回目
は.すでに火山の噴火を長年経験している鹿児島県での取材を通して明らかとなった良好な事例
や活動を紹介した0 5回目から7回日までは日本や世界を代表する呼吸用防設具のメ‑カーより
自社の製品やこれまでの火山噴火の際の経験を執筆いただいた.損終回となる8回Elでは全体を
まとめた上で.今後の検討課題を示した｡
本連破が火山災番の軽減に寄与すれば幸いであるo
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山際が降下して自動車のフロントガラスが割

規模(マダニチュ‑ド9)以上のl茎大地意は,

ることはEfl難であるので,ここでは日本で遭

近隣火山の噴火を誘発する傾向があることが

遇する可能性が毅も高く,かつ寂も広範囲に

れたという事例があるので,車中にとどまる

知られている｡そのため,われわれは,最近,

影響が及ぶ傾向が強いと考えられる爆発的な

際にも注意が必要である.

被害想定が見直された地震や津波だけでな

火山噴火と,それに伴う降灰現象についての

火山磯や火山岩塊が降っている状況では噴

く,噴火災害に関しても,これまで以上に十

み簡単に解説する｡それ以外の各火山現象に

火が収まるまで屋外に出ないことが鉄則であ

分な知識を持ち.着実に備えを進めていくこ

ついては,下俄(2003)3)やロッシ他(2008)1)
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とが今,求められている｡

等の一般向けの火山の解説怨を参照していた

山岩塊が降る可能性を常に考慮し,火山灰し

だきたい｡

か降っていないように見える場合でも必ずヘ

実際,富士山では,東日本大震災を受けて,

火口から10km程度以内では火山確や火

行政としての噴火対繁を見直すこととなっ

爆発的な火山噴火とは,地下深部の高圧下

ルメットを着用する｡胴体や手足についても

た｡これまでにも2000年に火山活動に関連す

でマグマ中に閉じ込められていた水蒸気や二
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ると考えられている地雷至(低周波地荘)が頻発

酸化炭素が地下浅部に上昇することで減圧･
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する等の対策を行うことを心がけたい｡
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マグマの破砕自体は地下で起き,粉々に砕け
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山噴火が発生すると火山の風下側に噴煙がた
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なびき,火山噴火が起きた爆発音等を全く感

て検討することとなっている｡このような動
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分が破砕されることによって, PM2.5に分
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上の成層圏にまで達する.これが噴煙であるo
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に対する備えを再確認しておくことが,火山

噴煙中の火山灰がゆっくりと地面に降り注ぐ

まれることになるo
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災害を軽減する上で極めて重要である.
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読む)であるo

ができるため,健康への彫轡が大きいと考え

ち,やけどやけがをする恐れはない｡火山灰

られている｡

と同時に火山ガスが流れてくることが多いた

以上のような理由により,連載初回となる

今回は,火山に関する基礎的な知識を提供す

火山学的には2mmよりも細かいものを火
かぎんれき

火山襟や火山岩塊が届かない約四では火山

め硫黄の匂いを感じることが多いが,火山ガ

るとともに,火山灰に対する一般的な備えに

山灰, Zmnl以上64mm未満は火山磯, 64mm

ついて紹介する｡次回以降は,火山現象の健

以上は火山岩塊と区別されている｡これらは

康妙轡に関する基礎的な知識や火山噴火時に

単純な大きさだけによる分…頃であるが‑ 飛散

火砕流や溶岩流に対しては安全な場所に遊

いことがほとんどである｡このため,火山灰

呼吸暑旨を効果的に守る保紗具,鹿児島市にお

による分布耽四は大きく異なる｡火山磯や火

離するのが唯一の対乗となるので.これらの

によって急性の深刻な人的被害が出ることは

ける火山灰対策の実例等をJ掛こ紹介し,最終

山岩塊は周囲の風の影響をあまり受けずに放

現象が発生する恐れがあるとの情報を得た際

ないと考えてよいので,火山灰が降り始めた

回において今後,求められる対策について提

物線状の飛跡を描いて火山周辺に落下するこ
とが多いが,火山灰は上空の風に乗って風下

は,いつでも避難ができるように準備を行い,

ときには落ち着いて行動することが韓も重要

必要に応じて迅速に避那するように心がける

である｡

側を中心に広範囲に流される｡この点におい

しかないD

言を行う｡

爆発的な火山噴火と火山灰
火山噴火を一言でいえば,マグマ(地下深

かぎんかんかい

て,火山灰の降灰現象は,影智範囲が火山近

降灰時の一般的な注意

ス浪度も健康に影響を及ぼすほどには高くな

降灰に気づいたときに屋外にいたら,建物

爆発的な噴火の場合,火山の近傍では大き

傍の10kn1程度に限られる他の多くの火山現

な岩片(火山裸や火山岩塊)が降ったり‑

象と対照的である｡

空撮

や車の中等,安全を確保できる場所になるべ
く早く避難するo火山灰は短時間,吸い込ん

と呼ばれる大気の急激な圧力変動が起きたり

だ程度では健康に影響を及ぼすことはない

火山灰は, "灰"と呼ばれているが木や紙の

して,建物の窓ガラスが割れる危険性がある.

が.口や鼻に入ると非常に強い不快感がある

燃えかすとは全く異質なものであり,窓ガラ

そのため,窓ガラスには近づかないようにす

ので,マスクやハンカチ等で鼻とロを覆うこ

泥汎 岩層なだれ等,さまざまなタイプがあ

ス同様,二酸化ケイ素を主成分とする物質で

る注意が必要である｡活火山付近の病院や学

とをお勧めするC

り,それぞれのタイプごとに災害の形態やそ

ある｡そのため固くて鋭利な表面を持ち,家

校などの公共施設では,前もって飛散防止用

降灰中はなるべく屋内にとどまり,テレビ

れに対する備えも異なる｡火山噴火に伴って

具や電化製品に付着すると細かい擦り協を付

のフイルムを張り付けるなどの対策を検討す

やラジオ,インターネット等で噴火の状況や

地震や津波,地殻変動等の地学現象が引き起
こされることも多いo本文では全てを網羅す

けることとなる｡

ることも重要であるo桜島火山の噴火では火

防災対応に関する情報を集めるようにするこ

口から5km以上離れた場所で4cm程度の火

とが望ましい｡コンタクトレンズとElの間に

部で溶けた岩石)が地上に噴出する現象であるo
とはいえ,マグマの噴出やそれによって引き
かさいI)ゆう

起こされる火山現象には,溶岩汎 火砕流,
でいl)ゆ‑)かんせつ
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火山灰が入り込むと角膜に傷を付ける可能性

やコンクリートで覆われている都市域では特

金属の腐食を早める危険性があることにも注

が高く危険なので,コンタクトレンズはでき

にその傾向が強いQ

意を払う必要があるo

るだけ早くはずすo 降灰中はドアや窓の開け

火山灰の除去作業をする際には,防じん効

また,火山噴火が収まっても,地面に大盤

閉めは可能な限り避け,屋内に火山灰が入り

果が高いマスクを着用する｡清掃作業時には

の火山灰が降り構もっている間は自動革が通

込まないように注意する｡衣服や靴底に付着
した火山灰を屋内に持ち込まないようにする

コンタクトレンズの使用は避ける｡屋外を酒

行するたびに火山灰が巻き上げることで見通

掃する前には,じょうろやスプリンクラーで

しを悪くしたり,歩行者を息苦しくしたりし

ため.建物に入る前には上着を脱いで軽くは

火山灰を軽く湿らせて,火山灰の飛散を抑制

ていることを自覚し,スピードを抑えるなど

の配慮を心がけていただきたい｡

たいたり,靴底をマットでふき取ったりする｡

するo

細かい火山灰は小さな隙間からでも室内に入

制できる上,一晩

り込むので,ドアや換気扉等の隙間や通気口

再び侵入することを防止できるので作業効率

こうすることで火山灰へのぼく露を抑

清掃した場所に火山灰が

には目張りをする等の対策をすることも考慮

も向上する.ただし.火山灰が大窪に水を含

したい｡

んで重くなると作業負担が大きくなるので.

火山噴火の可能性があるという情報を事前

インフラへの影響
図4

2011年新燃岳噴火時の屋根の清掃風景(露

フラ)に影響を与えることも考えられる｡火

雨中に火山灰が降ると送電施設の絶縁機能が

山灰が湿ると電気伝導性が高くなるので,降

濡らしすぎには注意するo

に入手できた場合には,しばらく外出できな

屋根の上の火山灰の除去が必要な場合は.

くなることを想定して,自宅に十分な水と食

可能な限り建設業者等の専門技術を持つ作業

島火山の降灰対策に数十年単位で取り組んで
いる鹿児島市等,火山灰の酒手馴こ関する知識

料を確保する｡ラジオや懐中電灯,医薬品,

員に依頼する｡足場を組む,命綱を着用する

や経験が豊富な自治体にアドバイスや援助を

防寒具などの防災用品も準備しておくことが

等の十分な安全対策を取った上で,落下事故
に十分気を付けながら複数人で作業を行うこ

求めることも考慮すべきである｡

また,マスクやゴグル等の保護具

や,ほうきやシャベルなどの火山灰用の清掃

とが望まれる(rg14)｡カーポートやビニール

用晶も準備しておくと便利である｡子供がい

ハウスは比較的,少畳の火山灰が概もっただ

る場合には,おやつや室内ゲームなど,彼ら

が長時間,室内で快適に過ごすことができる

けで倒壊してしまう危険性があることを十分
に認級する必要がある｡これらの構造物につ

ような準備も重要である｡

望ましいD

パソコンやカメラ等の優子機器･精密機器
は,内部に火山灰が入ると故障することが多
いので,どうしても使う必要があるもの以外

降灰が電力や水道など生活基盤施設(イン

店ネイチャーガイドクラブ古園俊男氏凝供)

自動車に関する注意

失われることで停電が起きやすい｡降り桁も
った火山灰の重みで電線が切れたり,発電所
の発電機能そのものに障害が発生したりする
恐れもあるo停電は人工透析や在宅酸素療法
を受けている方々には直接的な生命への脅威

となるし,高齢者施設などでは聴力に俵存す

降灰中もしくは降灰後には自動車等の運転
にも注意が必要である｡火山灰が降ると見通

る暖房設備の機能が失われるだけで深刻な状

しが悪くなる上 道路に降り横もった火山灰

況となることを認識し,十分な対策を誹じて

いては.水をまきながらの清掃は,屋根にか

で自動車がスリップを起こしやすくなるから

おく｡

かる荷盃を増大させてしまうので避けた方が

であるo可層E:な限り自動車等の運転は控えた

断水が起きる可能性もあるD 火山活動に伴

よい｡

い｡降灰後の相当期間,車道の端に火山灰が

う土石流などで水源そのものが破壊されるこ

吹き溜まっているので,自転車やバイクは特

とがあるし,火山噴火に伴う地密や地殻変動
によって水道管が破壊される場合もある｡国

屋内の清掃作業では,濡らしたモップか雑

に注意が必要である｡

は,密封できるビニール袋などに収納してお

巾を利用して,火山灰が空気中に巻き上がら

く方が好ましい｡また,火山灰で下水が詰ま

ないように心がける.エアコンや暖房機器の

ってしまう可能性があるので,可能ならば降

フィルターは特に丁寧に清掃するか,もしく

ヘッドライトを点灯し,速度を抑えて運転す

による水の混濁はある程度まで浄化できると

灰中には雨どいや配水管を排水溝からはずし

はこまめに交換を行うo換気扇のような火山

る｡フロントガラスに横もった火山灰を落と

考えられるが,火山ガスに付着しているフッ

ておくなどの処値をしておく｡

灰を巻き上げる装置の周りも徹底的に清掃を

すためにワイパーを使うとフロントガラスに

清掃時の注意

行う｡パソコンなどの電子機盤を清掃する際
には,火山灰を掃除機で吸い取るか,圧縮空

擦り傷を付ける可能性がある｡ウオッシャー

素等の化学物質の影響で上水の水質基準を満
たさなくなる可能性もある｡また,火山灰の

液を大屋に使うことで擦り傷をある程度は抑

溶掃作業に周辺住民が大量に水を消費しすぎ

気で吹き飛ばすのが効果的である｡

制できるが,降灰が激しい間に運板をするの

ることで水不足になる可能性についても注意
が必要である｡

火山灰は雨や雪と違って,地面に降り横も

止むをえず降灰中に自動車を運転する際は

った後も自然に川に流れていくことはないの

行政レベルでは,ホイールローダーや路面

であれば一定間隔で自動車を止め,ペットボ

で,風が吹いたり自動車が通行したりするた

清掃車,散水車を用いて,道路や学校,公園

トル等に入れた水でフロントガラスを洗い流

内の上水施設であれば火山灰そのものの混入

電革やバス,飛行機等の公共交通機関に関
しても,見通しが悪くなるなどの理由で運行

びに何度でも舞い上がり,長期間,周辺地域

等の公共エリアの清掃を計画的に進める必要

す方がよいo

に滞在し続ける｡そのため,火山噴火が収ま

がある｡道路の清掃に関しては.路側線(過

ーなどもこまめに点検し,必要があれば交換

ったら, El常生活に戻る前に住民の手で清掃

路上の白線)が明瞭に識別できるようになる

するように心がける｡火山灰に付着している

中止になる可能性が高い｡電車は特に線路の
ポイント切り替え部分が降灰に脆弱な構造を

作業を行う必要がある｡地面がアスファルト

程度まで作業を続ける必要がある｡また.桜

二酸化硫黄などの火山ガス成分が自動車等の

しているため,長期間の運休が予想される.
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飛行機もジェットエンジンが火山灰を吸い込

分でなかった部分も多いので,より詳しい情

むとストップし.墜落してしまう恐れがある

報に興味がある方は,インターネット経由で

ため,噴火が起きると広範囲で運休する可能

ダウンロードできるInternatlOnalⅥ)1canlC

性が高いo

Health Hazard Network作成の一般向けパン

電話については火山灰そのものが悪影響を

呼吸用防護具を正しく使用して期待される効果を得るために

呼吸用防護具

フレット5円)をご覧いただきたい｡

フィットテスト･

及ぼしたという事例は知られていないが,他

の大規模自然災害と同様,一度に多数の利用

謝辞

者が電話連絡を取ろうとするた桝こ回線がオ

本文中の火山学的な内容について,神奈川

;くモう

‑バーフロ‑して利用不可能になる幅樺と呼

県温泉地学研究所の寓年‑剛博士にご助言を

ばれる現象が起きる可能性が商い｡また,見

いただきました.記して感謝いたします.

通しが非常に悪くなるような激しい降灰時に
は,携帯奄話等の電波にも障害が起きる可能
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