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アンケート調査に基づく御嶽山 2014 年 9 月 27 日噴火の降灰域

Ash fall distribution of the 27 September 2014 eruption at Ontake Volcano, central Japan, based on
Questionnaire Survey
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A phreatic eruption occurred from Ontake Volcano (3067 m a.s.l.)
on September 27, 2014 (at 11:52 a.m.), resulting in the distribution of
diluted volcanic ash over an area extending eastward. Details of ash
fall distribution were determined using a questionnaire survey of observations in Nagano, Yamanashi, Gunma prefectures, and Tokyo
Metropolis, together with data from other published research. Results indicate that trace amounts of ash (<1 g/m2) were deposited over
a widespread area in mid-south Nagano Prefecture and northwestern Yamanashi Prefecture. The deposition pattern was particularly
wide to the south of the ash fall axis, especially in the Ina basin (from
Ina City to Iida City), located between the Kiso and Akaishi mountains. This indicates that the deposition of trace amounts of ash is affected not only by prevailing wind direction, but also by local topographic effects on surface winds. The effect of surface winds on the
distribution of ash fall has previously been reported for magmatic
eruptions from Asama and Sakurajima volcanoes, in addition to being a feature of the phreatic eruption from Ontake Volcano. Therefore, it can be assumed to be a factor commonly affecting finegrained ash falls.
Keywords: Ontake Volcano, phreatic eruption, ash fall distribution,
questionnaire survey
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された．その結果に基づき 1 g/m2 以上の降灰があった範囲

は じ め に

については等重量線図が作成され，降灰軸は 2014 年噴火口
から長野県木曽郡木祖村にかけては東北東に，そこから先は

降灰を伴う爆発的な噴火が起きると，噴火様式や規模を推
定することを目的として，噴火直後から降灰量と範囲の調査

東南東に伸びることが明らかにされている
（Fig. 1; 御嶽山降

が実施され，火山砕屑物が採取される
（荒牧・早川, 1982;
宝田ほか, 2001; 吉本ほか, 2005; 前野ほか, 2009; 西来ほ

．さらに，2014 年噴火の総噴出量に
灰合同観測班, 2016）
ついては，降下火山砕屑物の等重量線図と火口付近の堆積物
の 層 厚 に 基 づ き，0.7〜1.3×106 （
t Maeno et al., 2016），
0.9〜1.2×106（
t Takarada et al., 2016）との見積もりが報告

．2014 年 9 月 27 日午前 11 時 52 分ごろ発
か, 2013 など）
生した御嶽山の水蒸気噴火
（気象庁, 2014; 宮城ほか, 2014）
の際も，噴火当日から 10 月 2 日にかけて大学，研究機関，

されている．しかしながら，1 g/m2 以下の微量な降灰のあっ

地質コンサルタント会社の合同チームによる降灰調査が実施

，気象庁
た範囲については，ウェザーニューズ
［URL1］
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（2014）
，安江
（2015）
，御嶽山降灰合同観測班
（2016）によ
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剣ヶ峰
（3,067 m）の南西約 500 m 付近
（標高 2,700〜2,850

る断片的な報告があるものの，その実態はよくわかっていな

m）に新たに形成された南東–北西方向に配列する火口群で

い．

．
発生した
（気象庁, 2014; 中野ほか, 2014）

2014 年御嶽山噴火と同様の水蒸気噴火は，日本において
（1900 年〜2006 年）
に 145 件も発生して
最近の約 100 年間

11 時 52 分頃から 12 時 15 分頃の間（噴火開始直後の約
20 分間）は，本質物質を含まない比較的低温な火砕流が発生

いる
（産業技術総合研究所, 1 万年噴火イベントデータ集 ver.
2.2［URL2］）．2006 年以降も御嶽山のほか，新燃岳（2008

し，多量の噴石が降下した．この噴石により山頂や八丁たる

年 8月, 2011 年 3 月〜2012 年 2 月）
と雌阿寒岳
（2008 年 11
月）で発生しており，日本における発生頻度はかなり高い．

ら四方へ広がったが，特に南側の地獄谷に沿って約 2.5 km，

み周辺にいた多くの登山者が犠牲になった．火砕流は火口か
北西側のシン谷
（兵衛谷）に沿って約 2 km と長く流れ下っ

による降灰予報の改善に向けたニーズ調査の
気象庁
（2013）

た．火砕流が流下した地域の樹木は，上空からの観察では焼

結果，噴火が発生したら降灰範囲を知りたいと回答した人が

け焦げた形跡が認められないことから比較的低温であったと

9 割を超え，降灰を経験した人のうち 9 割以上が，洗濯物を

．
推定されている
（中野ほか, 2014）

取り込む，窓を閉めるといった行動をとっていることがわ

12 時 15 分頃から 16 時頃の間は，泥雨まじりの降灰で特

かっている．したがって，1 g/m2 以下の微量な降灰であっ

徴づけられる．噴石は 12 時 50 分頃まで降っていたが，噴

てもその範囲を明らかにし，噴火から降灰時にかけての気象

火直後の 20 分間に比べると量は少なかった．火砕流が終了

条件との関係性を議論することは，将来の噴火に備える貴重

し，多量の噴石が落下した後の 12 時 20 分頃に噴煙高度は

な資料になると考えられる．また，微量な降灰範囲をできる

最大の海抜約 10 km に達し，その後は急激に高度を下げ，

限り正確に把握することは，高頻度で発生する水蒸気噴火の

13 時〜15 時にかけては海抜約 7 km，それ以降 18 時まで

全噴出量を推定する上でも重要な記録となる．
微量な火山灰が降下した地域では，わずかな風雨で火山灰

（佐藤ほか, 2016）
．泥雨まじりの
は海抜約 5 km を推移した
降灰開始時刻は，噴煙高度が最大になったときとほぼ一致す

が再移動してしまう．このため，正確な降灰域を明らかにす

る．高く上昇した火山灰は西風によって運ばれ，山梨県笛吹

るためには，降灰後，広い範囲において可能な限り迅速に調

や東京都西部
［URL1］
でも降灰が確認され
市
（気象庁, 2014）

査を行い，観察地点数を増やす必要がある．しかし，研究者

た．

による現地調査のみでは時間的，人員的問題から地点数を増

16 時頃より，地獄谷内の火口から熱水が流出しはじめた．

やすには限界がある．そこで本研究では，2014 年 9 月 27

溢れ出た熱水は粘土を含んでいたため，下流の河川の水が灰

日に発生した御嶽山噴火による降灰の範囲と状況を把握する

色に濁った．この濁りは 2015 年 7 月頃まで続いた．また，

ことを目的としてアンケート調査を実施した．本調査の結果

18 時頃以降は，気象レーダーのエコー像により，噴煙高度
は海抜 4〜5 km となった．以上のように 2014 年御嶽山噴

と既存の研究による降灰確認地点を組み合わせることで，

1 g/m2 以下の微量な降灰があった範囲を明らかにすること
ができた．さらに，噴火時から降灰時の気象条件と降灰範囲
の関係性について検討した結果，地上付近の風が 1 g/m2 以
下の降灰範囲に大きな影響を与えていたことが明らかになっ
た．また，高校生，大学生，教職員だけでなく，小中学生を
調査対象としても，降灰に関する妥当なアンケート結果を得
られることも明らかになったので合わせて報告する．
御嶽山 2014 年 9 月 27 日噴火の概要

火は，開始直後がもっとも激しく，その後急速に勢いを減じ
ていったことが明らかになっている．
また，2014 年御嶽山噴火による噴出物の総体積は 0.27〜

0.52×106 m3 と見積もられており（Maeno et al., 2016），
日本における水蒸気噴火による降下テフラの体積は 104〜
108 m3 で，106 m3 規 模 の も の が 最 も 多 い（ 奥野, 1995）．
2014 年御嶽山噴火における発生事象と噴火推移は水蒸気噴
火として典型的であるだけでなく，その規模もごく標準的と
．
いえる
（及川, 2016; Oikawa et al., 2016）

御嶽山は，岐阜・長野県境に位置する標高 3,000 m を超

アンケート調査

．この火山は，約 0.78–
える大型の成層火山である
（Fig. 1）
0.39 Ma に活動した古期御嶽火山（Kioka et al., 1998; 松本

1．調査方法

と約 0.10Ma 以降に活動して
盆地団体研究グループ, 2002）
に区
いる新期御嶽火山
（Matsumoto and Kobayashi, 1995）

のほか，群馬県の中学校
（1 校）
，山梨県の高校
（1
大学
（1 校）

，中学校
（13 校）
，高校
（10 校）
，
長野県の小学校
（22 校）

分される．近年の研究により，最近 1 万年間でも，複数回

校）
，東京都の高校
（2 校）
，大学
（1 校）
の合計 51 校の協力を

のマグマ噴火が発生していること，1979 年，2014 年の噴

得て降灰に関するアンケート調査を実施した．各校の位置を

火と同程度もしくはそれより規模の大きな水蒸気噴火が百〜

Fig. 1 に，名称と所在地を Table 1 に示す．アンケート用

数百年に一回の頻度で発生していることが明らかにされてい

紙と集計表
（ともに電子ファイル）
を電子メールに添付して協

．2014 年御嶽山噴火の推移については，
る
（及川ほか, 2014）
，Maeno et al.
（2016）
，Oika及川ほか
（2014, 2015, 2016）

力者に送付し，各学校でアンケート用紙を必要枚数分印刷し

wa et al.（2016）に詳しいので，それらに基づき以下に概要

，生徒，学生，教職員である．回収はアンケー
（1〜6 年生）

をまとめる．

2014 年の噴火は，9 月 27 日午前 11 時 52 分頃，山頂の

ていただき，配布と回収をお願いした．対象は各学校の児童
ト結果を集計表にまとめて電子メールで送付してもらうか，
記入済みのアンケート用紙を郵送してもらうかのどちらかと
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Fig. 1. Location of schools where the questionnaire survey was carried out. Numbers correspond to the school numbers in
Table 1. Isomass map was obtained from Joint Research Team for Ash Fall from the Ontake 2014 Eruption (in press).
Hatched areas indicate cities, towns, and villages where the survey was conducted. The relief map was produced by Kashmir 3D using DEM data (50 m mesh) published by the Geospatial Information Authority of Japan. Abbreviations are as follows: Kiso T., Kiso Town; Kiso V., Kiso Village; Cf, Chofu; Cy, Chiyoda; Di, Daito; Ed, Edogawa; Hm, Higashimurayama;
Hn, Hino; In, Inagi; It, Itabashi; Kg, Koganei; Ki, Kita; Kk, Kokubunji; Km, Komae; Ko, Koto; Kt, Katsushika; Mg, Meguro; Ms, Musashino; Mt, Mitaka; Nr, Nerima; Ot, Ota; Sg, Suginami; Sm, Sumida; Sn, Shinjuku; St, Setagaya; Sw, Shinagawa; Tc, Tachikawa; and Ts, Toshima.

Table 1. Questionnaire data (classiﬁed by school). Abbreviations are as follows: ND, Number of distribution sheets; NC, Number of collection sheets; RR, Recovery rate; and
NA, Number of available sheets. A: >6 g/m2, B: ~6 g/m2, C: <6 g/m2, D: trace amount (<1 g/m2). Observation times are as follows: 9/27 PM, 12:00–0:00; 9/28 Mor., 0:00–
9:00; 9/28 AM, 9:00–12:00; 9/28 PM, 12:00–0:00; and Ta, after 9/29.

294
竹下
欣宏ほか

2017―5

地質雑 123（ 5 ）

アンケート調査に基づく御嶽山 2014 年 9 月 27 日噴火の降灰域

した．降灰の記憶が鮮明なうちに実施する必要があるため，

295

である．そこで，観察場所の記述に基づき，すべてのアン

10 月 4 日より各学校の担当者にお願いし，噴火からおよそ
3 週間の間にアンケート調査を行った．
2．質問項目
本研究では，2009 年 2 月 2 日の浅間山噴火の際に使用さ
を御嶽山噴火用に修正
れたアンケート用紙
（及川ほか, 2010）

ケート結果を市町村ごとに集計しなおした
（Table 2）
．アン
町・17 村，山梨県で 8 市・2 町，群馬県で 1 市，埼玉県で

して使用した．アンケート用紙の記載事項と質問項目は，次

に気づかなかったとの回答
（以下
「降灰なし」と記述する）が

の通りである．

あったアンケート用紙には観察時間帯が記入されていないも

ケート用紙に記述があった市町村数は，長野県で 15 市・19

10 市，東京都で 10 市・16 区，神奈川県で 7 市，千葉県で
6 市であった（Fig. 1, Table 2）．また，火山灰が降ったこと

（土）に御嶽山が噴火し，広い範囲に火山灰が
『9 月 27 日

のが多かった．
「降灰なし」
の観察時間帯を混入すると，各地

降りました．今後の火山活動の予測のため，火山灰の降った

で降灰した時間帯を検討することが困難になるため，
「降灰

範囲と量を調査しています．以下の設問にお答え下さい．

なし」
とあったアンケート用紙の観察時間帯については集計

1．火山灰が降ったことに気づきましたか？（はい・いいえ）

から除外した．本アンケートの観察時間帯に関する項目には

2．それはどこですか？ 住所（木曽町永井野, ○○学校周

何時までを朝，何時からを午前とするかを明記しなかった．

ないが，積もったのは確認できた
（量が判ればお書き

9 月 28 日の朝に丸をつけ，時間まで記入されたものは午前
5 時〜9 時の時間が記入されたものが多かったため，本研究
では午前 9 時を朝と午前の境界とした．これにともない 9
月 28 日の朝に丸をつけ午前 9 時以後の時間が記入されたも
の
（5 件：9 時 30 分〜10 時 30 分）については 9 月 28 日の
午前に，9 月 28 日の午前に丸をつけ午前 9 時以前の時間が
記入されたもの
（1 件：8 時 30 分）については 9 月 28 日の

ください）
．D．降ってはいたが，積もったのは確認で

朝に加えることとした．

辺，○○神社周辺などでかまいません）をお書き下さ
い．降ってない場合もお書き下さい．

3．降った地点では，どのくらいの量でしたか？ 写真を
参考にして A〜D の中からひとつ選んで，丸をつけて
（量が判ればお
ください．A．B の写真より多く降った
書きください）
．B．写真程度．C．B の写真よりも少

きなかった．

4．観察したのはいつですか？ 丸を付けてください．9 月

長野県では火山灰が降ったことに気がついたとの回答
（以
「降灰なし」は合
下
「降灰あり」と記述する）は合計で 1484，

27 日（土）午後，9 月 28 日（日）朝・午前・午後，それ

（Table 2）
．
「降灰あり」が半数以上で
計で 2004 であった

以降
（時間も覚えているようであればお書きください）
．

，王滝村
（Otaki）
，木祖
あった市町村は，木曽町
（Kiso T.）
あげ まつ
みの わ
村
（Kiso V.）
，上松町
（Agematsu）
，箕輪町
（Minowa）
，

5．その他気づいたこと（匂い, 色, 降った様子）があればお
書きください．

6．御嶽山が活火山であったことを知っていましたか？
（はい・いいえ）
ご協力ありがとうございました．
』
なお，本アンケート用紙の設問 3 で使用した写真は及川
ほか
（2010）と同じものであり，浅間山 2009 年噴火の際に

6 g/m2 の降灰があった地域で乗用車のボンネット（濃色）上

の降灰状況を撮影したものである．この写真については，雑
誌
「地質調査研究報告」
の当該引用文献を見れば閲覧可能であ
る．また，小学校で配布してもらうことを考慮してアンケー
ト用紙の漢字にはすべて振り仮名をふった．

おうたき

き そ

みなみみのわ

（Minamiminowa）
，伊那市
（Ina）
，宮田村
（Mi南箕輪村

yata），駒 ヶ 根 市（Komagane），飯 島 町（Iijima），松 川 町
，高森町
（Takamori）
，豊丘村
（Toyooka）の
（Matsukawa）
2 市・7 町・4 村である（Fig. 1B）．また，木曽町と木祖村
（A と
では，6 g/m2 の降灰状況と同じかそれより多かった
B）との回答が半数を超えるが，それ以外の市町村では，多
くがそれ以下
（C と D）との回答であった．火山灰を観察し
た時間帯に関する回答数は，9 月 27 日午後が 369，28 日
朝が 356，同日午前が 240，同日午後が 151，それ以降が
267 であり，多くの人が当日か翌日に火山灰を確認したよ
うである．

た．小学校と中学校では通学区が狭く観察場所の市町村を特

「降灰なし」
は合計で
山梨県では
「降灰あり」
は合計で 29，
52 であった（Table 2）．「降灰あり」が半数以上であった市町
のみであり，その他
「降灰あり」
があっ
村は韮崎市
（Nirasaki）
，富士川町
（Fujikawa）
，甲斐市
たのは北杜市
（Hokuto）
，甲府市
（Kofu）
である
（Fig. 1B）
．降灰量は，6 g/m2
（Kai）
の降灰状況より少ないとの回答
（C と D）が多かった．火山
灰を観察した時間帯に関する回答数は，9 月 27 日午後が 4，
28 日朝が 4，同日午前が 6，同日午後が 2，それ以降が 3

定しやすい
（例えば自宅と記入してあるだけで特定できる）
の

であり，多くの人が当日か翌日に火山灰を確認したようであ

に対し，高校では通学区が広いために特定しにくく除外した

る．

枚数が多くなっている．

と埼玉県川口市
（Kawagu東京都小金井市
（Kg：Fig. 1C）
chi：Fig. 1A）で，「降灰あり」との回答がそれぞれ 1 つずつ
．降灰量と観察時間は，ともに 6 g/m2 の
あった
（Table 2）
と 29 日以降であった．
降灰状況より少ない
（C）

3．集計結果
各学校での回収結果を Table 1 に示す．各学校で回収さ
れた結果には，回収率が書かれていない場合もあったが，判
明した回収率は 52〜100% である．回収された記入済みア
ンケート用紙の総数は 4,903 枚であった．そのうち，住所
が未記入，都道府県程度の記入しかないなど観察地点の市町
村や区が特定できない 919 枚を除外し，3,984 枚を使用し

高校，大学では市町村の枠を超えて広い範囲から通学して
いるため，集計結果を見ただけでは，どの範囲の降灰状況
を表しているのか不明瞭
（降灰の有無, 降灰量, 観察時間帯）
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Table 2. Questionnaire data (classiﬁed by city, town, and village). A: >6 g/m2, B: ~6 g/m2, C: <6 g/m2, D: trace amount (<1
g/m2). Observation times are as follows: 9/27 PM, 12:00–0:00; 9/28 Mor., 0:00–9:00; 9/28 AM, 9:00–12:00; 9/28 PM,
12:00–0:00; and Ta, after 9/29.

なにおいがした」
，
「外がくさかった」
など硫黄臭に関する記

2，諏訪市（Suwa）で 4，茅野市（Chino）で 6，辰野町（Tatsuno）で 3，箕輪町で 1，伊那市で 24，駒ヶ根市で 7，飯島
（Iida）で 14，佐久市
（Saku）で
町で 2，松川町で 4，飯田市
1 であった．特に木曽町では「午後 3 時 匂いがくさくて気
，
「硫黄臭．臭
持ち悪くなった」
（開田小学校 ; 学校 No. 2）
のよう
くて気持ちが悪くなった」
（三岳中学校 ; 学校 No. 7）

述が目立った．硫黄臭に関する記述があった市町村とその数

な記述があり，かなり硫黄臭が強かったことがうかがわれ

．長野県の木
は次の通りである
（各市町村の位置は Fig. 1B）

る．長野県以外の地域では硫黄臭に関する記述はなかった．

群馬県，神奈川県，千葉県では
「降灰あり」
との回答は得ら
．
れなかった
（Table 2）

4．記述内容
「硫
アンケート用紙の
「5．その他気がついたこと」には，
黄くさい」
，
「火薬のような臭い」
，
「煙の臭い」
，
「焦げたよう

曽町で 246，木祖村で 101，王滝村で 1，上松町で 74，大

「のどがいがらっぽくなった」
，
「のどが痛くなった」
，
「咳

（Nagiso）で 1，塩尻市
（Shio桑村
（Okuwa）で 7，南木曽町

が出た」という記述が，木曽町で 2，木祖村で 2，上松町で

jiri）で 1，岡谷市（Okaya）で 1，下諏訪町（Shimosuwa）で

3，伊那市で 1，飯田市で 8，「目が痛くなった」という記述
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か し も かくりょう

が，上松町で 1，駒ヶ根市で 2，上田市
（Ueda：Fig. 1A）
で
1 であった．また，「火山灰の影響なのか，28 日から数日，

以前，同火口の南約 38 km に位置する中津川市鉱物博物館

花粉症に似た症状が出た」
（岡谷市）といった記述も見られ

では同日 12 時 20 分以前には降灰がなく，それ以降
（MM）

た．
その他，
「自宅のベランダで降る様子を確認したが，硫黄
がベランダに飛んでき
臭の強い軽石のようなもの
（5 mm 大）
ました．
」
（木曽町）
，
「9/28 午前 9 時半頃，外でマスクをし

置する岐阜県中津川市加子母角領
（Kk）では同日 0 時 00 分

．これ
に微量な降灰があったことが報告されている
（Fig. 2）
らのことから 28 日以降南〜南西側に火山灰を降らせた噴煙
．南木
の存在が示唆される
（以後, 28 日以降の噴煙と呼ぶ）
（2 件：Fig.
曽町では 28 日朝に火山灰を観察したとの回答

らいまでは降っていて，車はかなり白くなりました．早朝に

3B）があるため，9 月 27 日 12 時 20 分頃に海抜約 10 km
に達したのち東北東–東へ移動した噴煙
（以後, 27 日の噴煙
と呼ぶ）に由来する火山灰が 28 日朝までに飛来した可能性
がある．しかし上述の 28 日以降の降灰状況を勘案すると，
28 日午前以降の南木曽町における「降灰あり」との回答（9
件：Fig. 3C, D）
は，28 日以降の噴煙に由来する火山灰を観

伊那市に帰ってきましたが，少し硫黄の匂いがあり，車には

察した結果である可能性がある．

ていたら鼻にあたっている部分が灰色になった」
（飯島町）
，
（飯島
「9/27 夜ライトで照らすと降っているのが分かった」
町）
，
「木祖村で 14 時頃から降り始め朝まで．27 日まで木
祖村にいた．ニュースの後，14 時頃から硫黄の匂いととも
に火山灰が降り始めた．色は白っぽかったです．翌日の朝く

少量の火山灰がありました」
のような降灰に関する詳細な記
述もみられた．
アンケート調査に基づく降灰域と降灰状況

27 日の噴煙の降灰軸上に位置する長野県の辰野町（Tt），
，富士見町
（Fj）
，原村
（Hr）
，山梨県北杜市
（Ht）
箕輪町
（Mw）
では，御嶽山から離れるほど，降灰に気づいた人が少なくな

本研究では，多くの小中学校，高校，大学に協力を得て降

．これらの市町村では，
「降灰あ
る傾向が見られた
（Fig. 2）
り」との回答が 27〜62% であり，比較的多くの人が降灰に

灰に関するアンケート調査を実施した．このため使用したア

の南部は降灰軸上
気がついたようである．なお，塩尻市
（Sj）

になり，及川ほか
（2010）
ンケート用紙が膨大な数
（3,984 枚）

が，
「降灰あり」
との回答が 8% と，降
に位置する
（Fig. 1B）
灰軸上に位置するほかの市町村に比べ著しく低かった
（Fig.

のように 1 点ずつアンケート結果を地図上にプロットする
ことは困難である．そこで，本研究では市町村ごとにまとめ
．ただし，東京
た集計結果を地図上にプロットした
（Fig. 2）
都に関しては市と区の数が多く，それぞれの面積も小さいこ

2）．塩尻市北部に位置する塩尻中学校（Fig. 1B の学校
No.14）では「降灰あり」が 3 に対し，「降灰なし」が 52 と圧
．このように，降灰軸から外れた塩尻
倒的に多い
（Table 1）

とから 23 区とそれ以外の地域にまとめて示した．Fig. 2 に
は，本研究で推定した 2014 年 9 月 27 日の噴煙からの降灰

市北部
（人口密集地）
での回答が多いため，降灰軸上のほかの

域と既存の研究による降灰確認地点も示す．また，長野県と

から飯田市
（Id）
に
降灰軸の南側に着目すると，伊那市
（In）

山梨県において，降り積もった火山灰を観察した時間帯がわ

かけて
「降灰あり」との回答は 38〜72% に達し，阿 智 村

（午前・
かる回答については 9 月 27 日午後，28 日朝，28 日

，下 条村
（Sm）
，泰 阜 村
（Ys）
，阿 南 町
（An）でも数は
（Ac）

「降灰あり」
の数を市町村ごと
午後）
，29 日以降に区分して，

．飯田市内の中
少ないが
「降灰あり」
の回答があった
（Fig. 2）

も作成した．
に示した分布図
（Fig. 3）

Fig. 2 を見ると御嶽山に近い王滝村（Ot），木曽町（Kt），
，上松町
（Ag）では
「降灰あり」との回答が 73〜
木祖村
（Kv）
100% に達し，ほとんどの人が降灰に気がついたようであ
と南木曽町
（Ng）
では
る．上松町の南に位置する大桑村
（Ok）
「降灰あり」との回答が 9〜20% と急激に減少する．しかし

市町村との違いが出た．
あ ち

しもじょう

やす おか

あ なん

において，
央自動車道座光寺パーキングエリア
（Fig. 2 の ZP）
研究者により微量の降灰が確認されている
（御嶽山降灰合同
．したがって，少なくとも降灰軸から約 50
調査班, 2016）
km 南に位置する飯田市までは確実に降灰があったと考えら
れ，同市に隣接する阿智村，下条村，泰阜村，阿南町でも降
灰があった可能性が高い．なお，南木曽町の南西に位置する

ながら，南木曽町のアンケート結果を見ると，
「ベランダが

これらの市町村では 28 日午前以降に火山灰を観察したとの

ザラザラした」
，
「灰色
（チョークの粉をばらまいた感じ）
」
，

．28 日午前以降の
「降灰あり」と
回答が多い
（Fig. 3C, 3D）
の回答の多くは，28 日以降の噴煙に由来する火山灰を観察

「車のボンネットにうっすら」
というような降灰に関する具体
的な記述が見られた．さらに，南木曽町の西側にある岐阜県
（安江,
中津川市
（Nt）でも微量ながら降灰が確認されている

した結果である可能性がある．しかし，Fig. 3A を見ると
27 日午後および 28 日朝に火山灰を観察したとの回答が降

2015）．したがって，降灰に気づいた人は全体の 1〜2 割程

灰軸から阿智村まで連続するため，少なくとも阿智村までは

度と少ないが，大桑村，南木曽町でも降灰があったと考えら

27 日の噴煙に由来する火山灰が飛来したと考えられる．
，諏訪市
（Sw）
，
降灰軸の北側に着目すると，岡谷市
（Oy）
ち の
みなみまき
（Cn）
，南牧村
（Mm）
では
「降灰あり」
との回答が 33〜
茅野市
43% に達するのに対し，これらの市村の北側に隣接する下
なが わ
たて しな
さ く ほ
，長 和 町
（Nw）
，立 科 町
（Ts）
，佐 久 穂 町
（Sh）
，
諏訪町
（Ss）
こ うみ
みな みあ いき
（Ku）
，南 相 木村
（Ma）では
「降灰あり」との回答は 0
小海町
〜15% と激減する
（Fig. 2）
．したがって，この辺りが降灰

（Ng）
では 27 日午後
れる．ただし Fig. 3 を見ると南木曽町
に火山灰を観察したとの回答はなく，観察時間帯は 28 日の
朝以降である．田島ほか
（2014）により 9 月 28 日〜10 月 1
日に御嶽山の南〜南西側において微量な降灰があったことが
によると御嶽山 2014
報告されている．さらに，安江
（2015）
年火口の南西約 13 km に位置する小秀山
（Mt. Kh）では 9
月 28 日午前 10 時 22 分以前，同火口の南南西 25 km に位

の北限にあたる可能性が高い．しかし，それよりも北側に位
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Fig. 2. Ash fall distribution based on questionnaire results and recently published articles. Isomass map was obtained from
Joint Research Team for Ash Fall from the Ontake 2014 Eruption (in press). The relief map was produced by Kashmir 3D
using DEM data (50 m mesh) published by the Geospatial information Authority of Japan. Abbreviations are as follows:
Kv, Kiso village; Kt, Kiso town; Ot, Otaki; Ag, Agematsu; Ok, Okuwa; Ng, Nagiso; Sj, Shiojiri; Tt, Tatsuno; Mw, Minowa;
My, Miyata; In, Ina; Km, Komagane; Ij, Iijima; Tk, Takamori; Mt, Matsukawa; Id, Iida; Ac, Achi; Sm, Shimojho; Ys, Yasuoka; An, Anan; Oy, Okaya; Ss, Shimosuwa; Sw, Suwa; Nw, Nagawa; Ts, Tateshina; Cn, Chino; Hr, Hara; Fj, Fujimi; Ao,
Aoki; Ud, Ueda; Kr, Komoro; Sk, Saku; Sh, Sakuho; Ku, Koumi; Ma, Minamiaiki; Mm, Minamimaki; Nt, Nakatsugawa;
Ht, Hokuto; Ki, Kai; Ns, Nirasaki; Kf, Kofu; Ff, Fuefuki; Fk, Fujikawa; Im, Ichikawamisato; Fw, Fujikawaguchiko; Mb,
Minobu; Fy, Fujiyoshida; Om, Oume; Kg, Koganei; Kw, Kawaguchi; ZP, Zakoji parking area; MP, Midoriko parking area;
FS, Futaba service area; SS, Sakaigawa service area; Mt. Kh, Mt. Kohide; Kk, Kakuryo; and MM, Nakatsugawa Mineral
Museum.
置する佐久市
（Sk）
で 1 件，小諸市
（Kr）
で 2 件，上田市
（Ud）

観察時間帯について
「おぼえていない」
との記述があり，これ

（Ao）
で 1 件と少数ではあるが，
「降灰あり」
で 6 件，青木村

らの回答を基に小諸市で降灰があったと判断することはでき

との回答があるため，これらの内容を精査する．なお，佐

ない．上田市と記された回答のうち 2 件は，火山灰の量は

久，小諸，上田市，青木村における降灰ありとの回答は，す
べて高校生が記述したものである．
佐久市における
「降灰あり」
との回答は 1 件のみであるが，

ともに D，観察時間は 27 日午後，28 日午後，その他には
「真っ白匂いなし，降ってすぐ消えた」
，
「霧のように薄く
降っていた」
とそれぞれ記述されていた．両方とも確認場所

「ベランダの手すりに埃っぽい
火山灰の量が C，その他には

が上田市野球場であり，9 月 26，27 日に上田市で降雨が観

ものが少しだけ」
との記述が添えられていた．観察時間帯が

ことも勘案すると，大気中に巻き上
測されていない
［URL4］

28 日朝（9 時）とあり，南西側に隣接する茅野市では「降灰あ

げられた土ぼこりを火山灰と誤認した可能性がある．このほ

ことからも 27 日の噴煙に由来す
り」
との回答が多い
（Fig. 2）

「車のまど
か，観察時間帯が 29 日以降，火山灰の量が C で

る火山灰が佐久市まで飛来した可能性がある．これに対し

がしろくなってた」
との記述があるものが 1 件あった．著者

て，小諸市では降灰があったとは考えにくい．その理由を以

の 1 人である竹下は，2014 年 10 月 3 日，長野市において

下に述べる．小諸市で
「降灰あり」
との回答で，観察した火山

少量の降雨後に自動車のガラスが白っぽく汚れた様子を確認

（Table 2）
．
灰量について B と D がそれぞれ 1 件ずつである
を見ると，小
小諸市周辺のアンケート結果
（Fig. 2, Table 2）

し，噴火から 2 年後の 2016 年 9 月 8 日にも同市で少量の

諸市に隣接するすべての市町村で降灰ありの回答が皆無であ
（B）の降灰があったとは
ることから，同市内で 6 g/m2 程度

．このように少量の降雨があった場合，噴火がなく
（Fig. 4）
とも大気中を漂っている微粒子が雨粒にトラップされて降下

考えにくい．また，D と記述のあったアンケート用紙には

し，自動車などを白っぽく汚す現象が普通に起きている．上

降雨後に自動車のガラスが同様に汚れた様子を確認した
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Fig. 3. Questionnaire results for each observation time zone. Numbers indicate the number of ash fall observations (i.e.,
Yes answers). Isomass map was obtained from Joint Research Team for Ash Fall from the Ontake 2014 Eruption (in
press). The relief map was produced by Kashmir 3D using DEM data (50 m mesh) published by the Geospatial information
Authority of Japan. Abbreviations for municipalities are shown in the caption of Fig. 2.
記の回答は観察時間帯が 29 日以降であることから，こうし

によって判断できる降灰域の北限であり，佐久市でも極わず

た降雨による車の汚れを観察した可能性が残るため，この回

かに降灰した可能性がある．

答を基に上田市で降灰があったと積極的に判断することはで

山梨県では北杜市
（Ht）
，韮崎市
（Ns）
，甲斐市
（Ki）
，甲府

きない．さらに，上田市のものには観察時間帯が 28 日朝，

，富士川町
（Fk）
で
「降灰あり」
との回答が寄せられた
市
（Kf）

「美ヶ原の方へ見に行くとき目がかゆく
火山灰の量が D で

．研究者による現地調査により，甲斐市の
（Fig. 2, Table 2）
，笛吹市の
中央自動車道双葉サービスエリア
（Fig. 2 の FS）

（2 件）
なった」
との記述があるものが 1 件あったが，その他
には具体的な記述は見られなかった．以上のように上田市で

で微量な降灰が確認されている
境川サービスエリア
（同 SS）

降灰があったことを積極的に示す記述は認められなかった．

．噴火当日と翌日の聞き取り
（御嶽山降灰合同調査班, 2016）
および東京管区気象台によるアメダス観測所での調査による

青木村と記された回答には，火山灰の量は C，観察時間は
29 日以降，その他気づいたことには「色 ; 灰色，粒子 ; 極め
て細かい」と記述されていた．この回答も観察時間帯が 29

いちかわ み さと

，市 川 三郷町
（Im）
で
「降灰あり」
，その南側
と，笛吹市
（Ff）
み のぶ

（Mb）
，富士河口湖町
（Fw）
，富士吉田市
（Fy）
で
「降
の見延町

観察した可能性が残るため，青木村で降灰があったと積極的

．以上のこと
灰なし」
の回答が得られている
（気象庁, 2014）
を考え合わせると，山梨県における降灰の南限は富士川町，

に判断することはできない．以上のことを考え合わせると，

甲府市，笛吹市付近であり，後述する噴煙の移動を勘案する

長野県塩尻市，下諏訪町，茅野市，小海町がアンケート調査

と山梨県の降灰は 27 日の噴煙に由来すると考えられる．

日以降であるため，上田市のものと同様に降雨による汚れを
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Fig. 5. Photographs of ash fall deposits. (a, b) Ash fall at
Okaya City, Nagano Prefecture (photographs taken at 9:00
a.m. on September 28, 2014 by T. Tanaka). (c) Ash fall at
Kofu City, Yamanashi Prefecture (photograph taken at
9:30 a.m. on September 28, 2014 by Y. Nakazawa).
市町では降灰しなかった可能性が高い．しかし，アンケート
調査の範囲外であった群馬県南部と埼玉県西部の山間地で
は，東京都青梅市の降灰状況
［URL2］
を勘案すると 27 日の
噴煙に由来する降灰があった可能性がある．
と山梨県
長野県岡谷市
（Oy：御嶽山から北東へ約 55 km）

Fig. 4. Photographs of ash on automobile window glass in
Nagano City. (a) Photograph taken on October 3, 2014 by
Y. Takeshita. (b) Photograph taken on September 8, 2016
by Y. Takeshita.

甲府市
（Kf：御嶽山から東南東へ約 100 km）では，ともに

東京都小金井市
（Kg）と埼玉県川口市
（Kw）で，それぞれ

点々と付着している程度である．等重量線
（御嶽山降灰合同

1 件ずつ「降灰あり」との回答が寄せられた（Fig. 2）．小金井
市の
「降灰あり」
との回答には，観察時間帯が 29 日以降，火
「会議室の机上にうっすらと粉
山灰の量が C で，その他には

調査班, 2016）との関係から，ともに 1 g/m2 以下の降灰量
であったと考えられる．岡谷・甲府市と同様に長野県の諏訪
，茅野市
（Cn）
，原村
（Hr）
，富士見町
（Fj）
，南牧村
市
（Sw）

が
（セメントのような感じ）
」
と記述されていた．川口市の回

，山梨県の北杜市
（Ht）
，韮崎市
（Ns）では約 4〜5 割
（Mm）

「ほ
答には，観察時間帯が 29 日以降，火山灰の量が C で，
んの微量，どの車体にも確認できた．微量のため匂い，色，

．これに対して，長野
の人が降灰に気がついている
（Fig. 2）
，駒ヶ根市
（Km）
，飯島町
（Ij）
，松川町
県の宮田村
（My）

降った様子は確認できず
（微粒子）
」
と記述されていた．小金

，高森町
（Tk）
では半数以上の人が降灰に気がついてい
（Mt）

井市のものは室内のため判断が難しいが，いずれも観察時間

る．等重量線によれば，宮田村，駒ヶ根市，飯島町，松川

帯が 29 日以降のため，少なくとも川口市のものは前述のよ

町，高森町では 1 g/m2 には満たないが，岡谷市や甲府市に

うに降雨による車の汚れを観察している可能性があり，積極

おける写真の状況よりも降灰量が多かった可能性がある．

の午前 9〜10 時に火山灰が乗用車に付
噴火翌日
（9 月 28 日）
．ともに降灰域の端に
着した様子が撮影されている
（Fig. 5）
近く，乗用車の窓ガラスやドアバイザーに灰白色の火山灰が

的に両地点で降灰があったと判断することはできない．これ

このほか，27 日の噴煙から 1 g/m2 以下の微量な降灰が

に対して，ウェザーニューズ
［URL1］にはウェザーリポー

の面積を，グラフィックソ
あったと考えられる範囲
（Fig. 2）
フトウェアである Canvas ver.14 を使用して求めた結果，

ターによって撮影された降灰状況の写真が掲載されており，
の写真
（9/28 7：44 撮影）
その中に東京都西部の青梅市
（Om）
がある．この写真にはベランダの手すりと見られる箇所に火
山灰と思われる微細な白い点が散在しており，
「火山灰か
な？」
というコメントがつけられていた．青梅市は，降灰軸
の延長線上にあたり，写真を見る限り色調や量がより西側の
降灰状況と調和的であることから，青梅市で降灰があった信
憑性は高く，少なくとも東京都西部までは 27 日の噴煙に由
来する降灰があったと考えられる．
群馬県，千葉県，神奈川県では
「降灰あり」との回答が 0
であったため，少なくともアンケート用紙に住所が書かれた

約 1.0×1010 m2 であった．なお，同じ方法で 1 g/m2 以上の

降灰があった面積を求めると約 1.2×109 m2 であった．1 g/

m2 の等重量線と分布限界線の間に等重量線を引くことがで
きないため，この領域に均等に 0.5〜0.1 g/m2 の降灰があっ
たと仮定すると，この範囲に降った火山灰の総量は 5.0×
103〜1.0×103 t と見積ることができる．御嶽山 9 月 27 日噴
火の総噴出量は，0.7〜1.3×106 （
t Maeno et al., 2016），0.9
〜1.2×106 （
t Takarada et al., 2016）と見積もられているた
め，1 g/m2 の等重量線の外側で降灰があった面積は，その
内側の面積と比べると 1 桁大きいにも関わらず，重量では 2
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〜3 桁も小さい．御嶽山 2014 年噴火
（水蒸気噴火）
では 1 g/

火山灰を観察したことも十分考えられる．小・中学生，高校

m の等重量線よりも外側の微量な降灰域の降灰量は，総噴

生を対象にしたアンケートを考察する際は，噴火が発生した

出量の推定において大きな影響を与えないほど小さいことが

曜日も考慮する必要があると考える．

2

明らかになった．
アンケート調査の妥当性と課題
ここでは，研究者が組織的に行った現地調査の結果
（御嶽
との整合性から，アンケート調査
山降灰合同観測班, 2016）

次に降灰量に関して議論する．16 g/m2 の等重量線内に位
置する，開田中学校
（Fig. 1B の学校 No. 1）と開田小学校

では，回答
（総数 98）
の 73% が A
（6 g/m2 より多い）
（No. 2）
．8 g/m2 の等重量線付近に位置する，木
であった
（Table 1）
（No. 4）では，回答
（総数
祖小学校
（No. 3）と木祖中学校

市座光寺パーキングエリア：ZP, 塩尻市みどり湖パーキング

174）の 45% が A ないし B（6 g/m2 の降灰状況と同じかそ
（6 g/m2 より少ない）で
れより多い）
，55% が C ないし D
2
あった．2 g/m の等重量線付近に位置する箕輪中部小学校
（No. 21）では，回答
（総数 61）の
（No. 20）と西箕輪小学校
2
80% が C もしくは D であった．1 g/m の等重量線付近に
，辰野西小学校
（No. 18）
，辰野
位置する日義小学校
（No. 5）
，伊那西小学校
（No. 22）
，伊那小学校
東小学校
（No. 19）
では，回答
（総数 108）
の 87% が C もしくは D で
（No. 23）
あった．以上のように，1 g/m2 以上の降灰があった地域で

（御嶽山降
エリア：MP, 笛吹市境川サービスエリア：SS）

は，小中学校
（通学区の範囲）
単位のアンケート集計結果と研

と本アンケート調査で
「降灰あり」
との
灰合同観測班, 2016）
．こ
回答が急激に減少する地域がおおよそ一致する
（Fig. 2）

究者の測定による降灰量にはある程度の相関関係が認められ

の結果の妥当性を評価し，今後の課題を議論する．
のアンケート調査の対象は高校生と教職
及川ほか
（2010）
員であり，現地調査とアンケート調査の結果を比較し，アン
ケート調査による降灰の範囲と半定量的な降灰量の推定が可
能であると結論付けている．本調査では，高校生，大学生，
と中学生もアンケー
教職員だけでなく，小学生
（1〜6 年生）
トの対象とした．前述の
「アンケート調査に基づく降灰域」
で
も触れたが，降灰軸からもっとも離れた降灰確認地点
（飯田

た．しかし，16 g/m2 の等重量線内に位置する開田中学校と

のため，アンケートの対象に小・中学生を加えても降灰の有

（6 g/m2 より
開田小学校において，降灰量に関する設問で A

無に関してある程度妥当な結果が得られるといえる．ただ
し，降灰軸の北側のように降灰が極微量であった地域では，

（Table 1）
．
多い）との回答が 100% よりかなり低くなった
この要因として，両校の通学区が 4 g/m2 以下の地域も含む

対象が高校生であってもアンケート調査のみで降灰の有無を

ことのほか，一度積もった火山灰が風で吹き飛ばされてし

正確に判断することが難しいことも明らかになった．この点

まった場所や雨で洗い流された場所を観察した可能性があ

を改善するために今回のアンケート用紙で用いた火山灰量に
「点々と白い粒が付着して
関する区分
（A〜D）だけでなく，
おり，指でこすると白くなる程度」
のような極微量の降灰状

る．これとは反対に飯田女子高校
（No. 40）や松川中央小学

をはじめとして，1 g/m2 の等重量線からかなり
校
（No. 37）
外側に外れた場所に位置する学校において，火山灰の量に関

況を示す項目を加えるなど，アンケート用紙の見直しを行う

（Table 1）
．27 日の噴
して A ないし B との回答が見られた

必要がある．

火以降に多量の火山灰を供給するような噴火は発生していな

前述したように御嶽山の南東〜南南東に位置する南木曽町

ため，新たな
い
（Maeno et al., 2016; Oikawa et al., 2016）

（Ng）や飯田市周辺では 28 日以降の噴煙に由来する火山灰

噴火により火山灰がこれらの地域に供給されたとは考えられ

を観察した可能性がある．これまで 28 日以降の噴煙につい

ない．火山灰量が過剰に受け取られた要因としては，風や雨

ては，十分な観測情報がなかったが，本アンケート調査でそ

により火山灰が集積した場所を観察したことのほか，今回の

の存在がより明確になったと考えられる．このようにアン

ような極微量の降灰調査については，噴火後 1 週間から 3

ケート調査には噴火後の降灰調査では復元が困難な時間変化

週間の間とはいえ，降灰の状況について記憶が曖昧になった

を追跡できる利点もある．この点もふまえると観察時間帯に

ケースも考えられる．近年スマートフォンなどでも簡単に鮮

は，朝，午前，午後という曖昧な表現ではなく，朝
（9 時ま

明な写真が撮影できるようになった．アンケート結果による

，午後
（12 時〜0 時）のように時間
で）
，午前
（9 時〜12 時）

降灰の推定量が妥当であるのか，本当に降灰であったのかを

も明記すべきであった．

検討するために，アンケートとともに観察地点の写真撮影を

また，29 日以降に火山灰を確認したとの回答が，木曽町
，上松町
（Ag）
，飯田市
（Id）
をはじめとして多く見られ
（Kt）
．御嶽山の東〜東南東に位置する木曽
た
（Fig. 3D, Table 2）
，箕輪町
（Mw）
でも 29 日以降に火
町，上松町，伊那市
（In）

依頼することも必要と考える．

27 日の噴煙に由来する降灰域と気象条件の関連
本研究で 2014 年御嶽山噴火の降灰域を検討した結果，

山灰を観察したとの回答が多く見られた．この要因として大

27 日の噴煙に由来する火山灰は降灰軸の南側，特に伊那市

気中に浮遊していた 27 日の噴煙に由来する極細粒の粒子が

から飯田市
（Id）
かけて広く拡散したことが明らかになっ
（In）

凝集して，29 日以降に降下したことも考えられる．しかし，
噴火が発生した 9 月 27 日が土曜日であり，アンケートの対

．ここでは，27 日の噴煙に由来する降灰域と噴
た
（Fig. 2）
火発生から降灰する間の気象条件との関連性を検討し，火山

象の多くが小・中学生と高校生であったことを勘案すると，

灰の拡散過程を考察する．

には外出をせず，週明けの月曜日
噴火翌日の日曜日
（28 日）

まず，各地における降灰の時間帯について検討する．噴火

になってから通学等で外出し，29 日以前に降下した
（29 日）

と翌日
（28 日）
における噴煙の拡散過程が，
当日
（9 月 27 日）
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Fig. 6. Upper-air weather chart and surface wind data for 27 and 28 September, 2014 (created on the basis of Japan Meteorological Agency [URL4]). Abbreviations are as follows: On V., Ontake Volcano; Kh, Kisohirasawa; Kf, Kisofukushima;
Tt, Tatsuno; In, Ina; Ij, Iijima; Sw, Suwa; and Ts, Tateshina. Numbers show wind speed in m/s.
韓国の静止海色衛星のデータに基づいて報告されている
．これによると 27 日の噴煙は，東側に細長く伸び
［URL3］

は 28 日朝との回答が多く
（Fig. 3A, 3B, Table 1）
，
［URL3］
の報告と調和的である．

（御嶽山から約 40 km）
，14 時
て 27 日の 13 時には伊那市

，下諏訪町
（Ss）
，諏訪市
（Sw）
降灰軸北側の岡谷市
（Ok）

，15 時には山梨県北杜市
（同
には富士見町
（同約 65 km）

，宮田町
（My）
，駒ヶ根市
（Km）
，
でも，南側の大桑村
（Ok）

85 km）上空に到達し，その後南東に進み 16 時には笛吹市

，中川村
（Nk）
，松川町
（Mt）
，高森町
（Tk）
，豊丘
飯島町
（Ij）

の上空に到達したことが確認でき，30 km/h 程
（同 110 km）

，飯田市
（Id）
，阿智村
（Ac）でも 9 月 27 日午後もし
村
（Ty）

度で東方へ拡散したことがわかる．さらに，28 日の噴煙は

（Fig. 3A, 3B, Table 2）
．さら
くは 28 日朝との回答が多い
に，
「9/27 夜ライトで照らすと降っているのが分かった」

9 時〜14 時には南東方向へ，15 時と 16 時には南方向に伸
びた様子を確認することができる．一方，本アンケート調査

（飯島町）
，
「木祖村で 14 時頃から降り始め朝まで．27 日ま

の火山灰を観察した時間帯を見ると，御嶽山の東側に位置す

で木祖村にいた．ニュースの後，14 時頃から硫黄の匂いと

る箕輪町，伊那市，北杜市，韮崎市で 9 月 27 日午後もしく

ともに火山灰が降り始めた．色は白っぽかったです．翌日の
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Fig. 7. Wind direction and speed at Tatsuno Town (36.0°N, 138.0°E) on 27 and 28 September, 2014 (created on the basis of
Japan Meteorological Business Support Center [URL5]). Numbers show wind speed in m/s.
朝くらいまでは降っていて，車はかなり白くなりました．早
朝に伊那市に帰ってきましたが，少し硫黄の匂いがあり，車
には少量の火山灰がありました．
」
といった記述を考え合わせ

1,500〜3,000 m 付近でも 27 日正午〜28 日午前 3 時まで
風が弱く，1,500 m 付近でやや北よりの風が見られるもの
．
の風向は安定しないように見える
（Fig. 7）

ると，長野県内で降灰が確認された多くの地域では，27 日

次に，より解像度の高いデータが観測されている地上付近

の午後から 28 日の朝にかけて 27 日の噴煙に由来する火山

の気象条件について検討する．降灰軸上にある塩尻市木曽平

灰が降ったと考えられる．なお，御嶽山の南東側に位置する

の観測地点
（北緯 35 度 59.0分, 東経 137 度 50.1 分）
沢
（Kh）

飯島町において
「9/28 午前 9 時半頃，外でマスクをしていた

では，27 日正午から同日 16 時までの間は風速 2.9〜4.7 m/s

ら鼻にあたっている部分が灰色になった」との記述がある．

の東北東から北東の風が，その後は翌朝 7 時までは風速 0.1

これは，27 日の噴煙に由来する微細な火山灰が 28 日の午

〜2.1 m/s の風向の安定しない状態，その後 28 日 23 時ま

前中までは浮遊した状態であった，もしくは 28 日の噴煙に

では風速 0.7〜4.5 m/s の東北東から北東の風が観測されて

由来する火山灰が新たに飛来したことを示していると考えら

．木曽平沢南方の木曽福島
（Kf）の観
いる
（Fig. 6, Table 3）
では，27 日
測地点
（北緯 35 度 50.4分, 東経 137 度 41.3 分）

れる．
による長野県内における噴火当日と翌日の
気象庁
［URL4］

正午から同日 17 時までの間は風速 1.1〜3.6 m/s の北北西

高層天気図と長野県内の地上付近の風向風速を Fig. 6 と
Table 3 に，気象業務支援センター［URL5］による 9 月 27，
28 日の辰野町（北緯 36 度 0 分，東経 138 度 0 分）上空の風
を Fig. 7 に示す．Fig. 6
向風速
（メソ数値予報モデル GPV）
を見ると日本上空の 500 hPa
（標高 5,700 m 付近）
等圧面で
は 27 日は安定した西風が吹いており，28 日になると台風

から南西の風が観測され，その後は翌朝 7 時まで風速 0.1〜
2.1 m/s で，風向の安定しない風が観測されている．同じく
（北緯 35 度 58.9分,
降灰軸上にある辰野町
（Tt）の観測地点
東経 137 度 59.0 分）では，27 日正午から 28 日 23 時まで
風速 2.0〜5.1 m/s の北から北西の風が観測され続けた．辰
（ 北 緯 35 度 49.6分, 東 経 137 度
野町南方の伊那市
（In）
57.2 分）と飯島町（Ij）の観測地点（北緯 35 度 39.2分, 東経
137 度 53.9 分）でも 27 日正午から 28 日 23 時まで風速 0.5
〜6.7 m/s の北西から東北東の風が観測された．これに対し
の観測地点
（北緯 36 度
て降灰軸北側に位置する諏訪市
（Sw）
02.7分, 東経 138 度 06.5 分）では，27 日 13 時から翌朝 7
時まで風速 1.4〜4.2 m/s の南から東南東の風が観測されて
と
いる．なお，以上の観測地点では，噴火当日
（9 月 27 日）
［URL4］
．また，
翌日
（28 日）に，降雨は観測されていない
伊那市から飯田市にかけての市街地は，東西を 3,000 m 級

の影響で北西の風に変化することが読み取れる．図には示さ
（標高 9,600 m 付近）
でも 500 hPa よ
なかったが，300 hPa
りも風速はより速いが，風向とその変化は同様であった．し
たがって，静止衛星のデータに基づいて報告された噴煙の移
は，上空 5,000〜10,000 m 付近の気象条件を反
動
［URL3］
映した結果と考えられ，最大で海抜約 10 km に達したと推
（佐藤ほか, 2016）
とも矛盾しな
定された 27 日の噴煙の高度
（ 標高 1,500 m 付近 ）と 700 hPa
（標高
い．一方，850 hPa

3,000 m 付近）の等圧面天気図では，中部日本上空において
27 日午前 9 時から 28 日午前 9 時にかけて風が弱く風向も
安定しないように見え，28 日 21 時になると台風の影響で
北東〜北風が優勢になる様子が読み取れる．辰野町の上空

の山々
（木曽山脈と赤石山脈）に囲まれた南北に細長い標高

450〜800 m 程度の盆地（伊那盆地）内に位置する（Fig. 6）．
以上のように，降灰軸上にあたる辰野町とその南側の飯島
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Table 3. Wind speed and direction on 27 and 28 September, 2014 (created on the basis of Japan Meteorological Agency
[URL4]). Abbreviations are as follows: WS, wind speed (m/s); WD, wind direction; − , unknown. The compass direction
given for wind direction (WD) indicates the direction from which the wind blew.

町の地上付近では，9 月 27 日から 28 日にかけて安定した

なってもよさそうだが，そうはならなかった．これは，諏訪

北よりの風が吹いており，この間降雨がなかった．しかもこ

市の南側に位置し，降灰軸にあたる辰野町付近では安定した

れらの地域は，木曽山脈と赤石山脈に囲まれた南北に細長い

北よりの風が吹いており，諏訪市と辰野町の間には標高

伊那盆地内に位置している．以上のような条件がそろったた

1,000〜1,300 m 程度の山地が存在するため，多くの火山灰

め，上空から降下してきた火山灰は，ウォッシュアウトする

は南方へ運ばれてしまったと考えると矛盾がない．このよう

ことなく，地上付近の北よりの風に乗って盆地内を南方に広

（偏西風）
だ
に，27 日の噴煙に由来する火山灰は，上空の風

く拡散し，27 日午後から 28 日朝までに降灰したものと推

けでなく，特に伊那盆地では地上付近の風と地形にも影響を

定される．これに対して，より御嶽山に近い大桑村，南木曽

受けて，南側へ広く拡散したと考えられる．また，浅間山

町で
「降灰あり」
の回答が少なかったのは，降灰軸上の木曽平

2009 年 2 月 2 日噴火でも，火口から 150 km ほど離れた東

沢，その南側の木曽福島で安定した北よりの風が吹いていな

京付近において，地表付近の風の影響により降灰軸が噴煙の

かったために，降下してきた火山灰が効率的に南方に運ばれ

移動軸から 20〜30 km 南側へずれたことが報告されている

また，降灰軸の北側に位置する諏訪市では，9 月 27 日 13

．このほか，2004 年の浅間山の噴火
（吉
（金子ほか, 2010）
（大石ほか, 2012）で
本ほか, 2005）や 2012 年の桜島の噴火

時から翌朝まで安定した南よりの風が，さらに北側の立科町

も地上付近の風の影響を受けて，降灰域の形状が降灰軸と調

の観測点
（北緯 36 度 16.3分, 東経 138 度 18.8 分）では 27

和しないことが報告されている．このように地表付近の風に

日 13 時〜24 時にかけて東から南南西の風が吹いていた．

よる降灰への影響は，2014 年御嶽山の水蒸気噴火に限った

このため，より北西側の市町村でも降灰ありの回答が多く

ことではく，細粒な火山灰が降下する際には普通に起こって

なかったことを示唆している．
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アンケート調査に基づく御嶽山 2014 年 9 月 27 日噴火の降灰域

し得なかった．ここに記して深く感謝申し上げます．

いるものと考えられる．
ま

と

文

め

本研究では，2014 年御嶽山噴火における詳しい降灰域を
，
明らかにすることを目的として，長野県の小学校
（22 校）
，高校
（10 校）
，大学
（1 校）
をはじめ，山梨県
中学校
（13 校）
，群馬県の中学校
（1 校）
，東京都の高校
（2 校）
，
の高校
（1 校）
の合計 51 校の協力を得て降灰に関するアンケー
大学
（1 校）
ト調査を実施した．回収されたアンケート用紙の総数は

4,903 枚であり，そのうち観察地点の市町村が特定できない
919 枚を除外して 3,984 枚を使用して降灰域を検討した．
その結果，長野県中南部および山梨県の北西部の広い範囲に
おいて，9 月 27 日の噴煙から 1 g/m2 以下の微量な降灰が
あったことが明らかになった．

27 日の噴煙による微量な降灰域は，降灰軸の南側，特に
木曽山脈と赤石山脈に囲まれた南北に長い伊那盆地内におい
て広いことが明らかになった．このことは，微量な降灰域は
上空の風だけでなく，地上付近の風と地形にも影響を受ける
ことを示している．微量な降灰域に対する地上付近の風の影
響は浅間山や桜島のマグマ噴火でも確認されており，細粒な
火山灰が降下する際には普通に起こっているものと考えられ
るが，2014 年御嶽山の水蒸気噴火でも確認できた．
降灰に関するアンケート調査の対象として，高校生，大学
生，教職員のほか，小中学生を加えても降灰の有無に関して
2

妥当な結果が得られることがわかった．また，1 g/m 以上
の降灰があった地域では，小中学校ごと
（通学区の範囲）
のア
ンケート集計結果と研究者の測定による降灰量にはある程度
の相関関係が認められた．しかしながら，降灰が極微量な地
域では，今回のアンケート用紙では降灰の有無を正確に判断
することが難しいことも明らかになった．アンケート用紙の
内容を改善するとともに，アンケート結果による降灰の推定
量が妥当であるのか，本当に降灰であったのかを検討するた
めに，アンケートとともに観察地点の写真撮影を依頼するこ
とも必要である．
謝
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産業技術総合研究所の及川輝樹博士には，アンケート調査
に関するご助言とともにアンケート用紙に使用する写真を提
供していただいた．岡谷南高校の田中俊廣氏と韮崎高校の中
澤 仁氏には，岡谷市と甲府市の降灰状況写真を提供してい
ただいた．信州大学教育学部の佐賀千紘氏，白鳥健司氏，中
村文洋氏，長澤晨哉氏，佐藤岳史氏，土屋美佳氏にはアン
ケート結果の集計に協力していただいた．本研究には，日本
学術振興会科学研究費補助金
（特別研究促進費, 代表：山岡
耕春, 課題番号 JP26900002）の一部を使用した．査読者で
ある小林哲夫氏と宝田晋治氏および編集担当の長谷川 健氏
から多くの適切で建設的なコメントをいただき，本稿を大き
く改善することができた．最後になるが，長野県の小中学
校，高校，群馬県の中学校，山梨県の高校，東京都の高校と
大学の先生方にはアンケート用紙の配布・回収のみならず印
刷までしていただいた．先生方のご協力なくして本研究は成
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（要

アンケート調査に基づく御嶽山 2014 年 9 月 27 日噴火の降灰域

旨）

竹下欣宏・桐生和樹・花井嘉夫・北澤夏樹・川上明宏，2017，アンケート調査に基づく御
（Takeshita, Y., Kiryu, K.,
嶽山 2014 年 9 月 27 日噴火の降灰域．地質雑，
123，291–307．

Hanai, Y., Kitazawa, N. and Kawakami, A., 2017, Ash fall distribution of the 27
September 2014 eruption at Ontake Volcano, central Japan, based on Questionnaire
Survey. Jour. Geol. Soc. Japan, 123, 291–307.）
2014 年 9 月 27 日午前 11 時 52 分ごろ，御嶽山で水蒸気噴火が発生した．我々は，この
噴火による詳細な降灰範囲を明らかにすることを目的として，長野県，山梨県，群馬県，
東京都においてアンケート調査を実施した．アンケート結果と既存の研究による降灰確認
地点に基づき降灰域を検討した結果，長野県中南部および山梨県の北西部の広い範囲にお
いて 9 月 27 日の噴煙から 1 g/m2 以下の微量な降灰があったことが明らかになった．27 日
の噴煙による微量な降灰域は，降灰軸の南側，特に木曽山脈と赤石山脈に囲まれた南北に
長い伊那盆地内において広いことが明らかになった．このことは，微量な降灰域は上空の
風だけでなく，地上付近の風と地形にも影響を受けることを示している．微量な降灰域に
対する地上付近の風の影響は浅間山や桜島のマグマ噴火でも確認されており，細粒な火山
灰が降下する際には普通に起こっているものと考えられ，2014 年御嶽山の水蒸気噴火でも
確認された．

科学論文では，学説の検証可能性を保証することが重要です．そのため，地質学雑誌掲載論文には，重
要な証拠となった試料がどこで得られたかを示しているものがあります．言うまでもないことですが，
見学や採取を行う場合，各自の責任において地権者や関係官庁への連絡と許可の取得の必要があること
にご注意下さい．詳しくは，以下のサイトをご覧ください．

http://www.geosociety.jp/publication/content0073.html
一般社団法人日本地質学会
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