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火曲爆発擦数 (か ざんぼくはつしすう、英語:政彙四i nlosIMサ hdtt VEI)と は、1983年にァメリヵ

摯質調査所のクリス・ニューホールg響■叩聴
=e,Nelvhallと

ィ)7ィ 大学アイア校のステフェン・セルフ

(Stephen  seDが 提案した人中の爆発規模の大きさを示す区分である。火山そのものの大きさではな

く、その時々の爆発の大きさの指標である。
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VEI区分ごとのデフラ量を、球の大きさで表

したもの。

区分は、噴出物の量でなされる叱 oから8に 区分され、8が最大規模である。VEI=oはテフラの量がlo4立

方メー トル未満の状況を指す。VEI=8はテフラの量がlo12立方メー トル以上の爆発を指す。それぞれの区分には噴人の状況を示す名称 (「小規模

(gelltlel Jな ど)が付けられている。

注意すべきことは、V顕の決定にはテフラの種類は影響しないということである。噴出物には火山灰、火山弾、イグニンブライトなどさまざまなものがあ

り、同じ量であつてもその噴出に必要とするエネルギーは異なる。従つて、V〕は噴火のエネルギーの大小は意味しない。また、静かに流れるマグマの量

は、どれだけ多くても考慮されない回。これがVEIと いう区分の欠点である。一方で、有史以前の噴火の規模を、噴火の機構がよく分かつていなくても決め

られるという利便性がある。

区分

彊ヽ の値が■上がるごとに、噴出物の量はlo倍になる。ただしVEI=oはⅧ =端 の全てが含まれ、V圧=1と VI=2の 間は10疇の差が付けられている。以下

の表には参考までに、その区分の噴火が起きやすい機構、噴煙の高さ、発生頻度、発生例、1994年 時点で調べられた過去■万年の間の発生数を示す。
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1.A「ここlo000年の発生数」は、199“竿にスミソニアン博物館がGlobal Vol“ nLm programの一環として調べた数値である。

オル ドビス紀から更新世にかけてVEI驚 8以上の火山爆発が47回発生している。そのうち42回は36oo万年以上前の噴火である。直近に起こつたVEI=8の噴火
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VEI 火山 (噴火名) 獅 年

0

Hoodoo Mountain カナダ 紀元前7050年 ?

マウナ・ロア山 ノヽワイ諸島 1984年

ニオス湖 カメリレーン 1986年

ピトン・ ドウ・ラ。フ′眸 ―ズ レ¬~オ
ン (イ ンド洋) 2004年

Wells Gray-Clearwater volcanic field カナダ 1500年?

キラウエア火山 ノヽワイ島 1983年 ‐現在

ニーラゴンゴ山 コンゴ 2002年

2

フッド山 アメリカ 1865-1866年

キラウエア火山 ノヽワイ島 1924年

トリスタン・ダ・クーニャ 南大西洋 1961年

有珠山 日本 2000‐ 2001年

ホワイト島 ニュージーランド 2001年

3

ガリノυ
"=ィ

山

カナダ

BP 9300

Nazko Cone BP 7200

エジブ山 950■ 1000年頃

ヴェスヴィオ イタリア 1913-194肇

スメレツェイ島
アイスランド

1963-1967年

]レ トフェットル 1973年

ネパドデノリイ ス火山 コロンビア 1985年

雲仙岳 日本 1990‐ 1995年

エ トナ火山 イタリア 2002‐ 200許

雛 日本 2011年

4

ラキ火山 アイスランド 1783年

プレー山 マルティニーク (西インド諸島) 1902年

桜島 日本 1914年

パリクティン山 メキシヨ 1943‐ 1952年

ヘクラ山 アイスランド 1947年

ガリレングン山 イン ドネシア 1982年

スパー山 アメリカ 1992年

オク モク 山 アラスカ 2008年

エイヤフイヤトラヨーク陶レ (2010■資D嘲 アイスランド
2010年

ムラピ山 インドネシア

5 ヘクラ山 (Hekia 3 eruption) アイスランド 紀元前1021+130/～ 100年

Mount Meager カナダ 紀元前約400年 (3P2350)

ヴェスヴィオ (ポンペイ噴火) イタリア 79年

ノくトーアキ ニュージーランド 300年ごろ

富士山 (宝永大噴火)

日本

1707年

樽前山 1739年

タラウェラ山 ニュージーランド 1886年

アグン山 バリ島 1963年

セント・ヘレンズ山 (1980年の噴火 (英語)) アメリカ 1980年

エルチチョン メキシヨ 1982年

ノヽ ドソン山 チ リ 1991年

チャイテン山 2008年
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ブジェウエ山 2011年

ディアプロティン山 ドミニカ BP 30,000

トルカ山 メキシヨ BP 10′500

オクモク山 アメリカ 。アラスカ州 BP 8′300

エ トナ火山 イタリア BP 8′000?

ベエアミノフ山 アラスカ半島 紀元前1750年前後

ヴェスヴィオ (Ave‖ino erupton) イタリア 紀元前1660■ 43年

アニアクチャク山
アメリカ・アラスカ州

紀元前1645年頃

オクモク山 紀元前400年頃

アンプリム バヌアツ 100年 頃

6 イロノtンゴ火山 コ お うソくドル 450■ 30年

チャーチル山 (White Rlver Ash) アメリカ・アラスカ州 750年頃 (BP l′ 200)

ラキ火山 (E:dgj6) アイスランド 934年

自頭Ⅳ 長白山 (天池墳火 (中国語)(英語)) 中朝国境 969■ 20年

クワエ海底火山 (Kuwae) ノ(ヌアツ 1452年または1453年

ワイナプチナ ベ ル ー 1600年

クラカタウ インドネシア 1883年

サンタマリア■ グアテマラ 1902年

ノノυレプタ アメリカ・アラスカ州 1912年

ピナトゥボ山 フィリピン 1991年

7

Bennett Lake Volcanic Complex カナダ 5000万年前

Valies Ca:dera (Lower Bandelier enJptlon)

アメリカ

147万年前

イエ□―ストーン (英語〕 (Mesa Falls eruption) 130万年前

Valles Caldera (Upper Bandelier eruption) 115万年前

Long Valley Caldera (Bishop eruption) BP 759′ 000

マニンジヤウ湖 インドネシア BP 280′ 000

阿蘇山 (Aso4) 日本 9万年前

アティトラン湖 グアテマラ BP 84′000

クリ)軸 ロシア BP 41′000

フレグレイ平野 イタリア BP 37,000

蛤良カルデラ 日本 BP 22′000

ラーノヽ一湖 ドイツ BP 10′900?

クリル湖 ロシア 紀元前6440■ 25年

クレーターレイク (マザマ山噴火) アメリカ 紀元前5677± 150年

鬼界カルデラ (アカホヤ噴火) 日本 紀元前5300年頃

サントリーニ島 (ミ ノア噴火 (英語)) ギリシャ 紀元前1620年代

タウポ湖 (ノ テヽペ噴火 (英語)) ニュージーラント 186年

タンポラ山 インドネシア 1815年

8 錨 fe‖s

イギリス
オル ドビス紀

Glen Coe 4億2000万年前

ラ・ガリータ・カルデラフィッシュキャニオンタフ アメリカ・コロラト州 2700万年前143

イエ□一ス トーン (ノ ッヽクルベ リーリッジ噴火 (英語)) アメリカ
220万年前

Galttn アルゼンチン

イエロース トーン (LaVa Cmよ erupuon) アメリカ BP 640′ 000

トパ湖 インドネシア BP 73′000
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