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第1章有珠山噴火緊急減災対策砂防計画の方針

1.1 計画の目的

有珠山の火山砂防事業における「基本対策（ハード対策）は概成しているが、噴火活

動に伴う土砂災害で被害が発生するおそれが生じた場合には、必要に応じて、応急緊急

対策を実施し、下流域の被害軽減を図ることが必要となる。火山噴火緊急減災対策砂防

計画は、予め緊急時の対応策を具体的に検討して、基本対策の整備と別にその準備を進

め、基本対策を補完して被害をできる限り軽減（減災）することを目的としている。

基本対策と火山噴火緊急減災対策砂防計画は、噴火対応火山砂防計画を構成するもの

で、緊急減災対策は基本対策を補完する対策計画に位置付けられる。

有珠山は有史以降もたびたび噴火し、周囲に重大な影響をもたらす北海道内でも有数

の活火山である。噴火に伴う土砂移動が発生した場合、有珠山山麓及び有珠山周辺の市

街地等で甚大な被害が発生するものと想定されるため、平常時から火山砂防事業による

整備(基本対策)を進めている。

基本対策となるハード対策は平成 19 年に概成し、その後はソフト対策を進めているが、

平成 12 年噴火のような大規模な噴火現象が発生した場合、熱泥流等により貯砂量の減少

や地殻変動に伴う施設の破損で施設効果量が減少し、被害が発生する可能性もある。

火山噴火緊急減災対策砂防計画は、この様な状況の中で、応急緊急対策を実施し、基

本対策を補完するものである。
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①民有林治山、国有林治山による土砂災害対策工事による施設効果

②1977 年～1978 年噴火の降灰、噴石、又その後の降雨に伴う二次泥流により施設効果

量が減少、不安定土砂量の増加

③砂防激特事業（Ⅰ期、Ⅱ期）等の緊急対策による施設整備により、効果量の増加。

④治山に加え火山砂防事業が開始され、施設整備が進められたことによる施設効果の増

加

⑤2000 年噴火の降灰、熱泥流、地殻変動に伴い施設効果量の減少、不安定土砂量の増

加、流域界の変化

⑥西山川の除石、板谷川の堰堤等の緊急対策実施（無人化施工）

⑦2000 年噴火に対応した施設整備が各機関で進められたことによる施設効果量の増加

⑧現在

⑨次期噴火の降灰、熱泥流、地殻変動に伴い施設効果量の減少、不安定土砂量の増加、

流域界の変化を想定。

→緊急ソフト対策（情報の収集・伝達等）、応急対策の実施（施設効果は見込めな

い）

⑩噴火後の降雨に伴う二次泥流に備えた対策の実施

→緊急ハード対策（既設堰堤除石等）、緊急ソフト対策（監視観測）

⑪緊急ハード対策の完了後、必要に応じ適宜火山砂防事業に移行して基本対策の再整備

図 1-1 火山砂防事業と緊急減災対策計画の関係のイメージ
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1.2 対策方針

対策方針は以下の通りとする。

① 緊急調査は、噴火に伴う降灰の分布状況等や地殻変動の状況、施設の破損等を把握

し、迅速かつ効率的に緊急ハード・緊急ソフト対策を実施するために行う。

② 緊急ソフト対策は、緊急ハード対策工事の安全確保と自治体の避難対策（一時帰

宅）等の支援を主な目的として、現状の監視機器を基に土砂移動現象の監視、監視に

より得られた情報から、降灰後の降雨に伴う二次泥流等の影響範囲の予測を行う。

③ 緊急ハード対策は、前兆期から噴火に至るまでの時間的猶予が短いため、この期間

の対策は困難であることから噴火後に対策を実施することとし、火山砂防事業により

整備した施設を最大限に利用する。次期噴火時で、降灰、熱泥流、地殻変動により施

設が被災した場合には、施設効果量の低下を補うため、既設砂防施設（遊砂地工、沈

砂池工、堰堤工）の除石、破損施設の緊急補修や代替機能の確保、下流域の安全を確

保する導流工等を整備する。

緊急減災対策砂防は、人的被害を防止するために行う住民の避難勧告等に次いで必要

となる避難路の確保や、経済的な被害の軽減を目的として実施するものである。また、

砂防部局で実施した基本対策は概成しているため、静穏期から減災を目的とするソフト

対策を進める。

減災対策は、現場条件による制約のほかに、法的な制約等、砂防部局で実施する対策

の限界を関係機関や住民に周知しておく必要がある他、活火山である有珠山の特徴を踏

まえた減災対策であることが重要である。

●  緊急ソフト対策は、おもに噴火後の土砂移動に伴う二次災害を防止するための緊急

調査、土砂移動の監視、リアルタイムハザードマップ検討等が主体となることから、

噴火直後が実施のタイミングとなる。噴火直前期には，既設の砂防施設を考慮した

リアルタイムハザードマップ（プレアナリシスタイプ含む）の検討などを迅速に実

行する。

●  噴火後は降灰後の降雨に伴う二次泥流に備えて、地形の変状（流域界の変化）や施

設の破損状況を早急に把握する必要がある。

●  緊急時には土砂移動に伴い避難路が途絶されることも考えられることから、住民の

避難支援を目的とする緊急ハード対策を実施する。対策作業の実施にあたっては、

住民避難の妨げとならないよう、対策箇所や実施タイミングなどについて関係機関

と調整を行う。
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● 噴火後は降灰に伴い一定規模以上の降雨により二次泥流が発生するおそれがある。

二次泥流に伴う被害を軽減するため、既存の砂防施設の除石等の緊急ハード対策を

実施するが、緊急ハード対策により確保可能な土砂容量には限界があることから、

連続して二次泥流が発生する場合には、緊急ソフト対策を主体とする人命の保護と

被害の軽減を図る。
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1.3 対策で対象とする現象・規模

・本計画の対策で想定する噴火位置は，有珠山の山麓および山頂噴火とする。

・緊急ハード対策で対象とする土砂移動現象は「二次泥流」および「熱泥流」とし、緊

急ソフト対策で対象とする土砂移動現象は「噴石」「溶岩流」「火山性津波」を除く

すべての土砂移動現象とする。

(1) 想定する噴火現象と規模

有珠山では、1663 年以降 20～50 年間隔で山頂部と山麓部で噴火が発生しており、今

後も同様の噴火が発生する可能性が高い。さらに有珠山は、噴火位置（山頂，山麓）で、

噴火形態や噴火の規模や噴出量が異なる特徴を有していることから、山麓および山頂を

想定噴火位置とする。

それぞれの噴火の定義を表 1-1 に示す。（気象庁災害シナリオを参考に作成）。

表 1-1 山麓および山頂噴火の定義

噴火様式 有史の噴火事例 定義

山麓噴火

（VEI = 1～3）
（噴出量 ～107m3）

1910 年,1944 年,

2000 年

山麓部での噴火

規模の大きな水蒸気噴火

～マグマ水蒸気噴火

山頂噴火

（VEI≧4）
（噴出量 107m3～）

1663 年,先明和,

1769 年,1822 年,

1853 年,1977 年

山頂カルデラ内での噴火

噴煙高度が 1万ｍ以上に達する

マグマ噴火

(2) 土砂移動現象により被害が発生する噴火シナリオの抽出

有珠山で想定される具体的な噴火シナリオを検討するために、噴火に伴う土砂移動に

より被害が発生する噴火シナリオ(ある一つの噴火の推移を取り出したもの)を以下に示

す観点を考慮して抽出した。

1) 過去の災害実績

火山活動が活発で噴火を繰返す火山であることから、過去の災害実績から想定する。

2) 他の類似する火山の災害事例

過去の災害実績が不十分な火山では、噴火形態や噴火規模が類似する火山で発生した

現象を想定する。

有珠山は 1)に該当するため、気象庁作成の災害シナリオを基に、土砂移動現象により

被害が発生する噴火シナリオを抽出した。
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山頂噴火では、1822 年のマグマ噴火等を参考に、火砕流・火災サージの発生とそれに

伴う融雪型火山泥流や火山性津波の発生。溶岩ドームの形成とドームが崩壊するシナリ

オ(噴火規模：VEI＝4.0)を抽出した(ケース 1)。

山麓噴火では、過去の実績から水蒸気噴火～マグマ水蒸気噴火に移行して火砕サージ

が発生すると想定し、火災サージに伴い融雪型火山泥流や火山性津波が発生するシナリ

オと、2000 年噴火と同様、熱泥流が発生するシナリオを抽出した(ケース 2)。

また、山頂・山麓噴火に共通する現象として、降灰、噴石、降灰後の降雨に伴う二次

泥流を想定したシナリオを抽出した(ケース 0)。

抽出ケースの一覧表と噴火現象イベントツリーの重ね合わせた図を次頁に示す。

なお、ここで抽出した噴火シナリオは数ケースのみで、他にも多くの噴火シナリオが

考えられる。実際の噴火時には、火口位置が想定と異なるなど、シナリオの通りに進行

しないことや、想定と異なるシナリオとなることも考えられる。しかしながら、これら

の代表的なシナリオを想定しておくことで、想定外のシナリオにも充分参考になると考

えられる。

表 1-2 土砂移動現象により被害が発生する噴火シナリオの抽出ケース

ケース 0

山頂・山麓噴火に共通

（降灰・噴石）

（降灰→二次泥流）

ケース 1

山頂噴火（1822 年等の山頂噴火を参考（VEI=4））

（地殻変動）

（マグマ噴火・水蒸気噴火→火砕流（サージ）の発生）

（火砕流（サージ）→融雪型火山泥流）

（火砕流（サージ）→火山性津波）

（マグマ噴火→溶岩ドーム形成→溶岩ドーム崩壊）

ケース 2

山麓噴火（2000 年噴火を参考）

（地殻変動）

（マグマ水蒸気噴火・水蒸気噴火 → 火砕サージの発生）

（火砕サージ→融雪型火山泥流）

（火砕サージ→火山性津波）

（マグマ水蒸気噴火・水蒸気噴火 → 熱泥流の発生）
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(3) 各現象に対する緊急対策の方針

緊急ハード対策で対象とする土砂移動現象は「二次泥流」および「熱泥流」とし、緊

急ソフト対策で対象とする土砂移動現象は「噴石」「溶岩流」「火山性津波」を除くす

べての土砂移動現象とする。各現象毎の緊急ハード・緊急ソフト対策の方針を以下に示

す。

1) 噴石

噴石については、いずれの噴火形態でも発生する可能性はあるが、火口の想定範囲が

広く、被害も広範囲に及ぶものの、砂防施設による減災が技術的に困難であることから、

砂防事業による緊急ハード対策の対象現象からは除外する。

2) 降灰

降灰については、いずれの噴火形態でも発生する可能性はあるが、被害が広範囲に及

び、砂防施設による減災が技術的に困難であることから、砂防事業による緊急ハード対

策の対象現象から除外する。ただし、監視カメラ等の緊急ソフト対策により、降灰後の

降雨に伴う土石流発生渓流を推定することとする。

3) 火砕流、火砕サージ、

有珠山で発生が想定される噴火現象の内、火砕流等は流下速度が速く、破壊力も大き

いことから、直接、火砕流等を待ち受ける対策を緊急に実施することは困難である。発

生時の様々な要因で発生規模や流下経路も異なり、工事中の安全を確保することができ

ないため、砂防事業による緊急ハード対策の対象現象からは除外する。ただし、緊急ソ

フト対策については既存の監視機器により、可能な範囲で監視する。

4) 熱泥流

1910 年や 2000 年噴火時に発生した実績があり、山麓噴火で発生する可能性があり、

緊急ハード対策・緊急ソフト対策とも対象現象とする。

5) 二次泥流

降灰は、細粒な火山灰が斜面を覆うため、浸透能が低下し、噴火前には土石流が発生

しなかった降雨量であっても、土石流が発生しやすくなることが知られている。降灰後

の降雨に伴う土石流（二次泥流）は、繰り返し発生する可能性があるため、緊急ハード

対策・緊急ソフト対策とも対象現象とする。
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6) 融雪型火山泥流

17 世紀以降の有珠山噴火では実績がないものの、道央に位置する十勝岳では、1926 年

に発生した大正泥流のみならず、度々発生している。積雪地帯である有珠山においても

今後も発生する可能性は十分にある。しかし、災害予想区域図では有珠山周辺は融雪型

火山泥流の誘引となる火砕流、火砕サージの到達範囲に位置していることや、前兆現象

から融雪型火山泥流発生までの期間が短いことから、砂防事業による緊急ハード対策の

対象現象からは除外する。ただし、火砕流到達範囲外では長流川河口付近については融

雪型火山泥流による被害が想定されるため、緊急ソフト対策については既存の監視機器

により可能な範囲で監視する。

7) 地殻変動、火山性地震、

広域の地盤変動は、砂防施設による減災が困難であることから、砂防事業による緊急

ハード対策の対象現象からは除外する。緊急ソフト対策については既存の監視機器によ

り、可能な範囲で地殻変動について監視する。

また、地殻変動により既存の砂防施設が被災した場合は、施設を緊急に復旧し、それ

が困難な場合には代替機能の確保を検討する。火山性地震については、既存の監視機器

により、検知した場合は大学や気象庁に情報を提供するものとする。

8) 溶岩ドーム崩壊

17 世紀以降有珠山では実績はないももの、地震動や地震に伴う地殻変動に伴い大有珠

溶岩ドーム等が崩壊する可能性は考えられる。しかしながら、溶岩ドームの崩壊は、破

壊力が大きく、対策を緊急に実施することは技術的にも困難であるため、砂防事業によ

る緊急ハード対策の対象現象からは除外する。ただし、緊急ソフト対策については既存

の監視機器により可能な範囲で監視する。

9) 岩屑なだれ

有珠山では、7000～8000 年前の善光寺岩屑なだれの実績があるものの、現況で同様の

山体崩壊が発生することは考えにくいが、大有珠溶岩ドームの崩壊に伴う岩屑なだれが

考えられる、しかしながら、岩屑なだれは破壊力が大きく、直接対策を緊急に実施する

ことは技術的にも困難であることから、砂防事業による緊急ハード対策の対象現象から

は除外する。ただし、緊急ソフト対策については既存の監視機器により可能な範囲で監

視する。

10) 溶岩流、火山性津波

溶岩流については、有珠山では最近数千年間で発生した実績はなく、火山性津波につ

いても、影響が及ぶ範囲内で被害は想定されないため、砂防事業による緊急ハード対

策・緊急ソフト対策とも対象現象からは除外する。
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以上の整理を一覧にまとめたものを下表に示す。

表 1-3 各現象に対する緊急対策方針の一覧

現 象 緊急ハード対策 緊急ソフト対策

噴石
本計画においては緊急ハード対策の
対象としない

本計画においては緊急ソフト対策
の対象としない
(工事関係者の安全確保について
は P46 参照)

降灰
本計画においては緊急ハード対策の
対象としない

監視カメラ等により監視する

溶岩流
本計画においては緊急ハード対策の
対象としない

本計画においては緊急ソフト対策
の対象としない

火砕流
本計画においては緊急ハード対策の
対象としない 既存の監視機器により可能な範囲

で監視する
火砕サージ

本計画においては緊急ハード対策の
対象としない

熱泥流

噴火継続時に火口近傍での緊急ハー
ド対策は出来ないが、発生する泥流が
局所的であり、流下方向を推定できる
ため、構造物による減災が可能。

監視カメラ等により可能な範囲で監
視する

二次泥流
降灰分布、降雨予測などから規模や
発生位置を推定することができ、構造
物による減災が可能

土石流センサーなどによる発生検
知と影響範囲を予測し、周知をする

融雪型
火山泥流

本計画においては緊急ハード対策の
対象としない

積雪計により規模を推定し、監視機
器により発生検知と影響範囲を予
測し、周知する

地殻変動
本計画においては緊急ハード対策の
対象としない

既存の監視機器により可能な範囲
で監視する

火山性地震
本計画においては緊急ハード対策の
対象としない

既存の監視機器により可能な範囲
で監視する

溶岩ドーム
崩壊

本計画においては緊急ハード対策の
対象としない

既存の監視機器により可能な範囲
で監視する

岩屑なだれ
本計画においては緊急ハード対策の
対象としない

既存の監視機器により可能な範囲
で監視する

火山性津波
本計画においては緊急ハード対策の
対象としない

本計画においては緊急ソフト対策
の対象としない
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(4) 各現象で対象とする規模

緊急ソフト対策の対象規模は、火山防災マップの想定規模とし、火山防災マップで想

定されていない熱泥流、地殻変動、溶岩ドーム崩壊については本委員会で検討した規模

とする。

また、緊急ハード対策の対象規模は、「熱泥流」は実績、「二次泥流」は発生頻度を

考慮した規模とした。なお、「熱泥流」の対象規模は実績としているが、壮瞥あるいは

伊達市の東側から熱泥流が発生する可能性があることに留意する。

本計画で対象とする規模を下表に示す。

表 1-4 現象ごとの対象規模

現象名 緊急ハード対策 緊急ソフト対策

噴石 -

山頂噴火：1822 年の噴火を想定

山麓噴火：2000 年の噴火を想定

【火山防災マップ】

降灰 -
1822 年の山頂噴火を想定

【火山防災マップ】

火砕流

火砕サージ
-

山頂噴火：1822 年の噴火を想定

山麓噴火：1943～45 年の噴火を想定

【火山防災マップ】

熱泥流

1910 年、2000 年噴火の実績を基に

北部渓流の土砂量を推定

なお、本計画では実績をベースとす

るが、今後起こりえるという点で

は、壮瞥方面あるは伊達市側の東

側からの熱泥流の可能性はある。

同左

二次泥流 20 年超過確率雨量(111mm/日)
二次泥流の発生域を想定

【火山防災マップ】

融雪型

火山泥流
-

1822 年の山頂噴火を想定

【火山防災マップ】

地殻変動 -
1910 年,1943～1945 年、1977～1978

年、2000 年噴火の各実績から想定

溶岩ドーム

崩壊
-

大有珠崩壊を想定（小規模：200 万 m³、

大規模：3,000 万 m3）
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(5) 緊急ハード対策で対象とする二次泥流の想定

1) 緊急ハード対策で対象とする二次泥流

火山防災マップの検討では、二次泥流は無施設を想定し 100 年超過確率の雨量を対象

としている。これは、現在施設整備は概成となっているものの、次期噴火時には地殻変

動に伴う砂防施設の被災や流域界の変化等で、施設効果が減少することも考えられるた

め、想定される最大の影響範囲を対象としているからである。

一方、緊急ハードでは、各現象毎に施設の整備にあてられる時間は限られている。発

生頻度が高く、整備対象としても現実的な対象現象を緊急ハード対策の対象施設に設定

した。

2) 緊急ハード対策で対象とする降雨規模

1977 年の噴火以降、2年超過確率規模以上の降雨は年に 1～2回発生している。また、

10 年超過確率規模以上の降雨は 5 年に 1 度の割合で発生している。1977 年の噴火では 4

年後の 1981 年まで二次泥流が断続的に発生しており、その間に発生した最大規模の二次

泥流は、20 年超過確率規模の降雨によるものである。

このことから、緊急減災対策計画の緊急ハード対策における二次泥流の対象規模は、

1977～1981 年までに発生した二次泥流の発生実績より、最大規模となる、20 年超過確

率規模とした。

表 1-5 年超過確率日雨量別土砂量

（洞爺湖温泉観測所 1979 年～2011 年の雨量データを使用）

3) 緊急ハード対策で対象とする土砂量

噴火にともなう降灰は流域を多量の不安定土砂が覆うことになる。有珠山の特徴とし

て、噴火時には地殻変動を伴うため、流域界に変化が生じることも考えられる。

緊急減災対策計画における二次泥流の対象土砂量は、流域内に不安定土砂が莫大に存

在するものとして、氾濫開始点における運搬可能土砂量を対象に設定する。

流域

面積

渓床

勾配

(km
2
) (1/ｎ ) 2年 3年 5年 10年 20年 30年 50年 100年

1.32 7.20 19.2 21.2 24.4 29.0 34.7 38.7 44.2 53.0

1.28 6.79 21.3 23.6 27.1 32.1 38.5 43.0 49.0 58.9

0.40 5.04 19.1 21.1 24.2 28.8 34.4 38.4 43.8 52.7

2.93 6.78 35.7 39.4 45.3 53.8 64.5 71.9 82.1 98.6

0.66 7.97 10.3 11.4 13.1 15.5 18.6 20.8 23.7 28.5

0.78 4.88 33.1 36.6 42.0 49.9 59.8 66.7 76.1 91.4

0.72 3.97 34.3 37.8 43.5 51.6 61.9 69.0 78.8 94.6

1.23 7.16 18.5 20.5 23.5 28.0 33.5 37.4 42.6 51.2

1.00 4.45 43.0 47.5 54.6 64.9 77.7 86.7 98.9 118.8

0.42 3.98 23.7 26.2 30.1 35.7 42.8 47.7 54.5 65.4

0.39 4.42 22.6 25.0 28.7 34.1 40.9 45.6 52.0 62.5

0.91 3.04 40.1 44.3 50.9 60.4 72.4 80.8 92.2 110.7

0.77 7.52 12.6 13.9 16.0 19.0 22.8 25.4 29.0 34.8

1.39 9.00 13.9 15.3 17.6 20.9 25.1 28.0 31.9 38.3

1.04 6.62 19.3 21.3 24.5 29.1 34.8 38.9 44.4 53.3

1.07 4.60 44.7 49.4 56.7 67.4 80.8 90.1 102.8 123.5

0.48 6.39 12.5 13.9 15.9 18.9 22.7 25.3 28.8 34.6

0.85 4.81 36.8 40.6 46.6 55.4 66.4 74.1 84.5 101.5

0.36 5.92 12.1 13.3 15.3 18.2 21.8 24.3 27.8 33.3

渓流名
各年超過確率日雨量別土砂量（☓10

3
m
3
）

西山川

小有珠川

小有珠右の川

板谷川

トコタン川

壮瞥温泉川

源太川

昭和川

大有珠川

入江川

道々の沢

道南青果の沢

大平右の沢

大平左の沢

果樹園の沢

北有珠登山口の沢

桃園の沢

泉1の沢

泉3の沢
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4) 二次泥流の対策検討対象渓流

二次泥流の対象範囲は、源頭部が有珠山の外輪山及び西山火口に位置する流域とする。

図 1-2 緊急ハード対策の二次泥流の対象範囲

5) 緊急ハード対策で対象とする二次泥流の影響範囲

緊急ハード対策で対象とする二次泥流の影響範囲を数値シミュレーションにより、下

図のように想定した。

図 1-3 緊急ハード対策で対象とする二次泥流の影響範囲
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1.4 対策開始（準備）のタイミングと対策期間

(1)対策開始（準備）のタイミング

有珠山における火山噴火緊急減災対策は以下のタイミングで開始（準備）する。

・気象庁により噴火警戒レベルが 1から 2以上に引き上げられたとき。

・有珠山周辺から有感地震発生の通報があり、火山専門家(防災会議)に噴火の可能性が

高いことを確認ができた場合

(レベル 2に引き上げられた瞬間から対策を開始するのではなく、準備に入る)

(2)対策期間

・緊急ハード対策の実施可能期間の目安は 1週間～1ケ月

(1) 対策検討タイミング

気象庁で作成している噴火警戒レベルを基に、2000 年噴火及び 1977 年～1978 年噴火

時における前兆現象の把握から噴火までの火山活動の推移をみると、どちらの噴火も前

兆現象を把握した初期段階で噴火警戒レベルが 1 から 2 に引き上げられ、さらに、その

後数時間のうちに段階的に噴火警戒レベルが 4まで引き上げられると予想される。

このため、有珠山では、前兆現象の把握から噴火に至るまでのリードタイムが非常に

短いことが想定される。また、一旦前兆現象が発生し、ある程度(有感地震の発生)まで

その活動が高まれば、例外なく噴火にまで至っていることから、前兆現象の高まりが確

認された場合には、緊急な対応が必要となる。

以上のことより、基本的には気象庁から発表される噴火警戒レベルが 1 から 2 以上に

引き上げられた時期を対策開始（準備）のタイミングとする。

しかしながら、有珠山では、噴火警戒レベルが 1 から 2 に引き上げられる前にも火山

活動が進展していることも考えられる。噴火警戒レベルが引き上げられていない段階で

あっても、有珠山周辺の住民等から有感地震発生の通報があり、専門家（防災会議メン

バー）に噴火の可能性が高いことが確認された場合には火山噴火緊急減災対策開始のタ

イミングとする。

(2) 対策期間

対策工事は二次泥流が発生するまでに完了する必要があり、対策の実施可能な期間は

限られている。緊急ハード対策では、対策の実施可能期間について以下のように考える。

 1977年～1978年噴火以後有珠山周辺の渓流では二次泥流が頻発。

 1979年 9月 5日に大平左の沢で発生した二次泥流時の最大時間雨量は 6.0mm/hr。
このことから、6mm/hr 以上の降雨で二次泥流が発生するものと仮定する。1979
年～2011 年（33 年間）の期間で降雨量 6mm/hr 未満の継続日数を算出したとこ

ろ、季節により 1週間～数ヶ月とばらつきはあるが、平均 24.5日となった。

 緊急ハード対策実施可能期間の目安を 1週間～1ケ月とする。
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表 1-6 対策可能期間

シナリオでの
位置付け

気象庁噴火警戒レベル 対策可能期間

噴火
警戒
レベ
ル

避難範囲
対策開始
タイミング

対策中断
タイミング

対策可能
期間

判断の
目安

異常現象
発生

2 －

直接的な緊急ハード対策は、極めて困難

・緊急ソフト対策による監視観測を主とする。
・緊急ハード対策は、施工可能時、直ぐに対応が
取れるように、資材等を準備。
・緊急ハード対策の実施可能期間については、火
山活動に関する関係機関からの情報に基づいて
判断する。

異常現象
拡大

3 災害弱者の避難準備

大噴火前兆
（山頂）

4

全体の避難準備
災害時要配慮者の避
難

噴火前兆
（山麓）

全体の避難準備
（噴火場所が特定でき
た場合は地域限定の
避難準備）
災害時要配慮者の避
難

大噴火切迫
（山頂）

5

全体避難

山麓噴火切迫
（山麓）

全体の避難
（噴火場所が特定でき
た場合は地域限定の
避難）

大噴火発生
（山頂）

5

降灰状況に応じてさら
に広域の避難（準備）

立入規制区域内で有人による緊急
ハード対策は実施しない

（火山活動状況等について関係機
関からの助言を得ながら、可能であ
れば下流域において無人による緊
急ハード対策を実施する）

大学や気
象庁の火
山観測に
より、火山
活動の推
移、見通し
を参考に
判断する

噴火発生
（山麓）

状況に応じて段階的・
部分的に避難解除

噴火継続
（山頂）

5

状況に応じて段階的・
部分的に避難解除

噴火縮小
（山麓）

状況に応じて避難解
除

噴火終息

4

↓

1

－

噴火が終
息し、対策
箇所が安
全と判断
できた時
点で開始
する

降灰のあ
った渓流
で一定基
準以上の
雨が降っ
た場合に
中断する

二次泥流
発生雨量
の間隔程
度

降灰状況
および気
象状況を
もとに判断
する
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第2章緊急減災対策に基づく緊急調査

2.1 緊急減災対策に基づく緊急調査の実施方針

火山噴火時に、緊急減災対策を効果的・効率的に実施するため、緊急調査を適時実施

する。

緊急調査は、緊急ハード対策の検討や対策工事の着手・中止を判断するためにも重要

であり、調査は可能な限り継続して行う。

特に噴火現象が事前の想定シナリオと異なる場合には、改めて計画を策定する必要があ

るため状況に応じた迅速で的確な対応が重要となる。

火山活動と土砂移動現象は密接に関連しており、明確には区分できない。このためこ

こでは、砂防部局で対応すべき土砂移動現象（二次泥流、熱泥流など）に対して、緊急

減災対策を効果的に実施するために緊急に調査すべき内容を整理する。

なお、火山活動そのものに特化した事項は、気象庁および学識者と連携して情報を収

集し、砂防部局は土砂災害対策について検討する。緊急調査には「緊急減災対策計画に

基づく緊急調査」と「土砂災害防止法に基づく緊急調査」があり、それぞれの根拠、目

的、調査項目等は以下のとおりである。

表 2-1 緊急調査の項目の作業

緊急減災対策砂防計画に基づく調査 改正土砂法に基づく緊急調査

根拠
火山噴火緊急減災対策砂防計画策定ガイドラ

イン
土砂災害防止法（法第 26 条、27 条）

目的

火山噴火時にその状況を把握し緊急的な対策

（ハード及びソフト）を検討するための調査な

ど、的確な危機管理対応に資するよう実施する

調査

重大な土砂災害が急迫している状況におい

て、土砂災害が想定される土地の区域及び時

期を明らかにするための調査

調査個所
・緊急減災対策砂防計画の対象としている二次

泥流、融雪型火山泥流の影響範囲

・河川勾配が 10 度以上である区域の概ね 5 割

以上に 1cm以上の降灰が堆積

・概ね 10 戸以上の人家に被害が想定される。

実施機関 北海道および国土交通省 国土交通省

調査項目

・ヘリコプターからの視察、調査

・被災範囲の概況把握（衛星写真等）

・地形状況の把握（航空レーザー測量等）

・リアルタイムハザードマップの提供

・砂防施設の被災状況調査

・緊急減災対策予定個所の状況調査

・積雪量調査

・降雨量調査

・数値解析等による土砂災害緊急情報の作成

・地上からの降灰量調査

・土砂移動実態調査

・雨量基準の変更

噴火発生時の
緊急調査

緊急ハード・ソフト対策を検討す
るための調査

土砂災害が想定される区域等を
明らかにするための調査

緊急減災対策に基づく
調査

土砂災害防止法に基づ
く調査
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2.2 緊急減災対策に基づく緊急調査の概要

緊急調査は噴火活動時に地形の変化や、降灰・不安定土砂の分布状況、砂防施設や、

緊急対策予定地の状況、降雨や積雪の状況等、被災範囲を推定するための調査（リアル

タイムハザードマップ）で、平常時から基礎資料のデータベース化を進めておくことが

重要である。

調査手法は、現地調査、航空機などによる遠隔調査を火山の活動状況に応じて選択

し、国土技術政策総合研究所、（独）土木研究所および、その他専門機関（産業技術総

合研究所等）と連携して行い、今後の技術革新に応じて、新しい調査手法の導入も重要

である。

降灰調査は、風向きによっては広範囲に及ぶため、多くの観測点が必要となり、積灰

の厚さが大きくなれば、平時に収集した地形データ等が有効となる。降灰は二次泥流の

発生の他、農作物や交通への影響もあるため、関係機関と情報共有して進める。

1) 土砂移動に影響する地形変化の把握

火山活動に伴う地殻変動は、土砂移動の経路や氾濫範囲に影響をもたらすため、土砂

災害ハザードマップや緊急ハード対策の実施箇所等を見直す必要がある。地形等の基礎

データの収集にあたっては、航空機による状況把握や、航空レーザー測量、合成開口レ

ーダー、衛星リモートセンシング等が有効である。

2) 降灰・不安定土砂の把握

降灰は二次泥流発生の引き金となり、不安定土砂を取り込んで拡大するため、降灰の

分布状況は粒径の把握を目的として、ヘリ調査、現地調査等を実施する。ヘリ調査で広

範囲に降灰の分布を確認し、その後の現地調査で積灰の厚さや灰の粒径調査等を実施す

る。その他、衛星画像や無人飛翔体(UAV)、遠隔ロボットによる調査も有効である。不安

定土砂の分布状況の把握については平時から調査しておく必要がある。

3) 砂防施設の状況

砂防施設の被災状態を把握するため、現地調査、ヘリ調査、監視カメラによる調査を

実施する。なお堆砂状況や経年的な施設の劣化等については平時のパトロールにより把

握する。

4) 緊急対策予定地の状況把握

緊急対策予定地およびアクセス道路の状況を把握するため、ヘリ調査、現地調査を実

施する。ヘリ調査では、緊急対策予定地とそこへアクセスするための道路の状況を把握

するため位置図や立体マップ、平時に撮影した当該箇所の写真集を持参する。現地調査

では緊急対策予定地およびアクセス道路の状況等を、目視で確認する。近接する望遠の

高感度カメラでの情報も有効である。
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5) 降雨状況・土砂移動の把握

降雨状況・土砂移動状況の把握を行うため、既設の雨量計や、土砂移動検知センサー

の点検及び緊急設置、二次泥流発生・非発生データの蓄積、ガリー調査等を実施する。

また、降雨状況については、レーダー雨量計と既設雨量計の相関関係を把握し、降灰で

降雨等の計測が困難な場合でも、推定が可能となる様、平時から準備しておく必要があ

る。

6) 積雪量調査

融雪型火山泥流の規模を想定するため、積雪量を観測する。平常時から、積雪計によ

る観測結果と、航空レーザー測量結果、現地調査結果（積雪密度）等から、標高・方

向・時期と積雪量の相関関係を把握する。緊急時には、積雪計での観測結果と事前に把

握した相関関係から、積雪水量を想定し、融雪型火山泥流の規模を想定する。

7) 被災範囲の想定

緊急減災対策に基づく緊急調査結果をふまえ、住民避難の支援や被害軽減する有効な

緊急ハード・ソフト対策を講じるため、リアルタイムハザードマップを作成する。

火山噴火時は砂防部局や関係機関が活動に応じて適切な行動がとれるよう、噴火シナ

リオに対応する緊急調査及び緊急減災対策の流れを以下に整理する。

図 2-1 緊急減災対策に基づく緊急調査の流れ

調査・解析

降雨量、
積雪量、
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第3章緊急ソフト対策

3.1 緊急ソフト対策の実施方針

・ 緊急ソフト対策は、砂防部局で対応する土砂移動現象に対して実施する。

・ 緊急ハード対策の工事中の安全確保や避難支援を主な目的として実施する。

・ 具体的には、監視観測機器の緊急整備、情報通信システムの緊急整備、避難支援体制

の整備、関係機関への情報提供等とする。

有珠山は、他の火山地域と比べて防災会議協議会をはじめとする地域全体の防災力、

観測機器、防災 WAN、避難支援の体制等、整備・検討が進んでいる。これらを有効に活

用し、不足する個所や、多重化が必要な個所についてリスク管理の視点から増強などを

計画する。

表 3-1 緊急ソフト対策の実施項目

目 的 項 目 実 施 内 容

緊急ハード対策

の安全確保

監視機器の整備
・ 土砂移動検知機器の整備

・ 気象観測機器の整備

情報通信システムの整備
・ 監視情報を一元管理するための情

報通信システムの整備

避難対策の支援

避難支援体制の整備
・ 通信網の整備

・ 情報集約、共有体制の整備

情報提供

・ 監視により得られた情報の提供

・ リアルタイムハザードマップの提

供

火山活動と土砂移動現象は密接に関連しており、明確には区分できない。このためこ

こでは、砂防部局で対応すべき土砂移動現象（二次泥流、熱泥流など）に対して、緊急

減災対策を効果的に実施するため、緊急に整備するべき内容を以下に整理する。

なお、火山活動そのものに特化した事項は、気象庁や大学等の専門機関に委ねること

とする。しかし、火山活動の状況変化などの情報は、緊急減災対策の開始・中止などを

判断する上で重要なことから、これらの機関との連携協力体制の構築を行う。
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◆有珠山で想定される緊急ソフト対策

 緊急ハード対策の施工中の安全確保

・ 地殻変動により、既存の砂防施設が被災し施設機能が低下（効果量の減少等）する

可能性があるため、渓流毎に施設状況を調査する。

・ 必要な個所に土石流検知センサーを配置し、施工中の安全を確保する。

・ 噴火の影響で監視機器が使えない場合は、機器の交換若しくは代替機器に切り替え

る。

・ 衛星通信車＋火山監視カメラ、災害対策用ヘリコプター、対策本部車、道路など関

係他部局の CCTVカメラを活用して安全を確保する。

 避難対策の支援

・ 噴火が発生した時点、あるいは発生する現象・規模がある程度想定された時点、大

規模な地殻変動が生じた時点で、リアルタイムハザードマップを用いて速やかに影

響範囲を推定し、緊急ハード対策の実行や避難対策に活用する。

・ 空振計や地震計など既存の監視機器により得られた情報は関係部局と共有する。

◆有珠山で想定される平常時のソフト対策

・ 既存監視機器や情報基盤（WANなど）の動作を確認し観測データの欠測がないよ

う維持管理（メンテナンス）を行う。

・ 降灰分布範囲や積灰厚、地殻変動の状況を速やかに把握が可能となる様、地形情報

等のデータ収取に努める。

・ 平時から降雨データの収集に努め、レーダー雨量計や遠方の雨量計との相関関係を

把握し、既存の雨量計が被災した場合でも予測可能となる様、準備する。

図 3-1 噴火時等の避難に係る火山防災体制の指針，内閣府（2008.3）
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3.2 火山監視機器の緊急配置

有珠山では、次期噴火に備えて監視機器や情報通信システムの整備が計画的に進めら

れている。噴火時点の整備状況を踏まえ、不足する監視機器を緊急に配置する。

但し、火山活動が活発化した場合には、避難勧告や指示により、立ち入りが困難とな

る。また、既設監視機器の被災も想定されることから、緊急配置する観測機器の遠隔操

作が今後の課題となる。

今後に遠隔からの設置や操作が可能な監視カメラやセンサー等、効果的な新しい観測手

法や、観測情報を一元的に扱うシステムの開発・導入について検討する。なお、火山活動

そのものに特化した事項（例えば地震計・傾斜計等）については、気象庁および学識者と

連携して情報収集にあたる。

表 3-2 監視機器の追加配置計画

機器種別
現況での設置状況と

追加配置の必要性
追加配置方針

火
山
活
動

①地震計、傾斜

計等

気象庁および学識者と連携して

情報を収集する。
（追加なし）

②降灰量計

噴火前から設置する必要はない

が、噴火後に設置することが困難

となることも想定されるため、レー

ザー測量等による把握を検討す

る。

二次泥流発生危険度の把握のた

め、関係機関と調整のうえ設置す

る。（緊急時）

③遠望カメラ

山頂が見通せる東～南方向に遠

望カメラが設置されているため、

現状で山体・噴煙状況は把握出

来る。

（追加なし）

土
砂
移
動
現
象

④土砂移動検知

センサー、渓流

監視カメラ

西山川や板谷川など主要な渓流

で設置済であるが、緊急ハード対

策施工中の安全を確保するため、

遠隔操作可能なセンサーの検討

が必要。

緊急時に機器が未設置の渓流

に、土砂移動検知センサー、監視

カメラを設置する必要があるが、

遠隔操作が可能なセンサーやカメ

ラを検討する。

⑤雨量計

各方位、高標高部での観測が実

施されているため、現状で降雨状

況は把握出来るが、雨量計が被

災した場合でも、推定できる様、レ

ーダー雨量計との相関関係につ

いても検討する。

（追加なし）

⑥水位計
平常時には追加整備する必要は

ないと考えられる。
（追加なし）

⑦積雪深計

夏期間にあらかじめ計測した地形

データと積雪期の地形データの

比較により計測することとし、東西

南北 4 箇所に積雪計を設置して

データの検証を行う。

火砕流到達範囲内の東西南北４

箇所に検証用の仮設積雪計を設

置する。
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(1) 積雪深計

1) 目的

・融雪型火山泥流発生の危険性および規模を推定する。

2) 配置方針

・融雪型火山泥流は全方向に向けて発生が想定されている。高標高部での積雪深を把握

するため、光ケーブルの敷設が既に完了していることから、山頂カルデラ付近（ロー

プウェイ山頂駅付近であれば電源確保が容易）にも新規設置を検討する。

3) 設置時期

・緊急時に早急に融雪型火山泥流の影響範囲を把握するため、平常時からデータを蓄積

し、標高や方向による積雪深の特性を整理する必要がある。よって、設置時期は平常

時とする。

※積雪計は点のデータであり、推定積雪量のチェックに用いるデータである。平時の

地形データと積雪時の地形データを重ねあわせ、融雪水量を把握することが理想であ

り積雪計はそれが確立できるまでの期間設置する。

(2) 土砂移動検知センサー及び渓流監視カメラ

1) 目的

・土砂移動検知機器及び渓流監視カメラは、基本対策工事および緊急対策工事の安全確

保を目的として設置する。

・泥流、二次泥流の発生を早期に検知することが出来ることから、住民や一時避難の安

全対策としても活用が可能。

2) 配置方針

・監視機器が未設置の渓流に、新規機器の設置を検討する。平常時に整備する計画が無

い機器については、緊急時に設置する。

・新規に整備する土砂移動検知センサーは、繰り返し検知が可能な振動センサーを主体

とし、ワイヤーセンサーを併設することを検討する。ただし、緊急時に設置する場合

には、簡易に設置可能なワイヤーセンサーとするが、火山活動の影響で立ち入りが困

難となることも想定されることから、遠隔からの設置や操作が可能なセンサーの検

討・開発も必要である。

・渓流監視カメラが設置可能となれば、土砂移動検知センサーの役割を果たすことにな

ることから、土砂移動検知センサーは不要となる。
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3) 設置時期

・平常時には使用しないため、設置時期は緊急時とする。ただし、有珠山は前兆期～噴

火までの期間が短いことから、立ち入り規制解除後もしくは緊急ハード対策工事開始

前までに設置する。しかしながら火山活動の影響で立ち入りが困難となることも想定

されることから、遠隔からの設置・操作が可能な監視機器の開発・検討が必要である。
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(3) 降灰量計

1) 目的

・噴火に伴う積灰厚が刻々と変化するなかで、二次泥流発生の危険度を早急に把握する

ため、降灰量計を設置する。自動降灰量計を設置すれば、火山活動が活発な時期に人

間が近づくことなく、積灰量を計測できるため、立入規制区域での観測も可能となる。

また、流域の源頭部付近（二次泥流発生区域）の降灰量の計測が可能であるため、よ

り精度よく二次泥流発生の危険度を把握することができる。

2) 配置方針

・二次泥流の発生が予想される渓流の上流域に設置する。ただし、二次泥流は全方向に

流下することが予想されるため、降灰量計についてはアクセスが容易な箇所に、関係

機関と調整のうえ代表して設置する。

3) 設置時期

・平常時には使用しないため、設置時期は緊急時（噴火警戒レベル 2 の段階）とする。

ただし、有珠山は前兆期～噴火までの期間が短いことから、場合によっては立ち入り

規制解除後に設置する。

(4) 今後の課題

・有珠山火山災害監視システム(北海道)の監視機器はそのほとんどが火砕流等の影響範

囲内に設置されている。一方、近年 WiFi や携帯電話等の通信網は日々拡大し、無人

航空機(ドローン・ラジコンヘリ等）の技術はめまぐるしい進歩を遂げている。今後は、

火山噴火後、避難指示による立ち入りが規制された範囲であっても監視が可能となる

様、遠隔操作により設置可能なセンサー類の開発や気象レーダーを活用した雨量観測

システムの構築、NTT 等の指定公共機関と連携した通信網の二重化や無人化施工技術

の開発等の取り組みを進める必要があり、引き続き、ワーキンググループ(WG）を設

置して、平時から噴火後であっても監視可能なソフト対策の検討を進める。
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3.3 情報通信システムの緊急整備

土砂移動検知機器等の監視機器の情報は、既存の光ケーブル回線、単一無線回線を用

いて、観測情報を伝送する。緊急に配備する土砂移動検知センサー等についても、これ

らの情報通信システムを利活用する。

観測局等への距離が遠い場合や想定外の現象への対応などにより、現有の情報通信シ

ステムで不足する場合には、携帯電話回線や輻輳に強い衛星系無線通信システム（衛星

携帯電話、衛星通信車、Ku-SAT 等）、地上系無線通信システム（K-COSMOS）、災害対策

テレメータ等の情報通信システムを利用し、必要な土砂移動監視とデータ伝送する体制

を整備する。

また、平常時から既存の情報通信システムを点検するとともに、携帯電話回線やイン

ターネット回線等の適用性について、所有機関と連携する。

図 3-2 有珠山のソフト対策概念図
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3.4 避難対策支援体制の整備

有珠山防災協議会では、有珠山噴火時に関係機関が各々の役割を果たすため、平常時

から災害時の応急対策について、有珠山火山防災会議協議会を通じて連携を強化し、ま

た、災害時に、国・北海道・自衛隊への応援要請や協力体制が直ぐに確認できる様、準

備することとしている。

火山噴火による影響や災害対策は、非常に広域的であり、国・北海道・行政機関・公共

機関が連携して統一的な対策をとることが重要となる。平成 12 年噴火では、国の機関、地

方自治体、関係機関で構成する「有珠山噴火非常災害現地対策本部」が設置されるなど、

各関係機関の連携により迅速に対応することができた。

有珠山防災協議会では、平常時から災害時の応急対策について有珠山火山防災会議協議

会を通じて、連携を強化し、また、災害時に、国・北海道・自衛隊への応援要請や協力体

制の役割分担を明確にし、早急に体制を組織出来るよう平時から準備している。

表 3-3 関係機関との連携強化

火山防災計画の対策
火山防災計画における各種対策について、関係機関との協
議、調整を行い、災害発生時に備えて共通認識ができるよ
うにする。

自治体との協定締結
の推進

災害発生時の避難者の受け入れや物資等の支援ができるよ
うに協定を締結するなどして相互の協力体制を確立する。

民間業者・団体との
協定締結

災害時には、避難手段の確保、物資の供給、避難者への支
援等、民間業者・団体の協力が必要となるため、協定の締
結や協力体制の確認を行う。

防災関係各機関との
連携

胆振支庁、伊達警察署、室蘭土木現業所の各機関と連携し
て、災害時の情報伝達方法、交通規制の方法等について協
議する。

交通機関との連携
避難時のバス、避難列車の運行など避難に必要な交通機関
と協議する。

要請基準の確立
応援を要請する場合の応援先機関、要請するときの基準、
要請項目・数量等を検討し、火山防災計画や各応急対策の
マニュアルに明記できるようにする。

自衛隊との協力体制
の確立

緊急時に応援を依頼する場合の、窓口、連絡方法、集結地
等を明確にしておく。また、共通の災害対策地図等の資料
を保持し災害対策が実施しやすいようにする。

国、北海道との役割
分担の明確化

災害発生時における国、北海道の役割分担を明確にし、迅
速・的確な対応ができるようにする。

出典：「有珠山火山計画」有珠火山防災会議協議会（2007）

※記号（  ）は砂防部局に関する事項で、関係機関と調整・連携に特に留意するもの
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3.5 情報提供

緊急ハード対策の検討、住民の避難や一時帰宅の範囲の検討に使用するため、火山活

動の状況にあわせて、リアルタイムハザードマップを作成し、必要な関係機関に情報提

供する。

火山噴火緊急減災対策では、刻々と変化する火山活動に対応するため、リアルタイム

ハザードマップが必要である。有珠山では、早期に被害区域を想定し緊急ハード対策計

画を策定するため、プレアナリシス型リアルタイムハザードマップを作成しており、緊

急時には、各渓流で実際の火山活動の推移を想定した噴火シナリオ・ケースを抽出して

危険区域を推定することができる。

噴火が始まった後、数値シミュレーションを用いて影響範囲を計算したのでは被害範

囲の推定や対策計画の策定に間に合わないため、事前に想定される各シナリオについて

噴火の規模をかえて影響範囲を把握し、噴火の前兆あるいは火山活動の変化段階で、専

門家に判断を仰いで最適なシミュレーション結果を抽出する。

地形変動が生じた場合等、想定が大きく異なることが想定される場合は、新たに数値

シミュレーション計算を行い、被害想定の範囲を設定する。

図 3-3 有珠山プレ・アナリシスハザードマップ検索システムの例（トップ画面）
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図 3-4 有珠山プレ・アナリシスハザードマップの例（出力図）


