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第4章緊急ハード対策

4.1 緊急ハード対策の実施方針

(1) 基本的な考え方

噴火活動の活発化により周辺市町村の住民避難が想定される。緊急ハード対策は、早

急に災害復旧工事が実施できるよう、主要交通網を保全する。また、住民避難が解除さ

れた後は、速やかに元の生活に戻れるよう、インフラ関係・病院・学校等の公共施設や

生活の基盤となる人家や観光拠点（集客施設）等を保全する。

表 4-1 保全対象の具体例

保全対象

施設等 保全目的 具体例

交通、公共土木施設
避難・生活に必要な道路
円滑な対策工事の実施

二次泥流または熱泥流の影
響範囲内の国道 37・453
号、道道・道央自動車・JR

インフラ関係・病院・学校
等の公共施設

避難解除後の速やかな復旧
復興

二次泥流または熱泥流の影
響範囲内の水道・電気・ガ
ス関係施設・病院・学校・
公民館

人家、主要観光拠点（集客
施設）等

住民生活の基盤の保全

二次泥流または熱泥流の影
響範囲内の人家・商店(洞
爺湖温泉,ロープウェイ,ﾋﾞ
ｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ

1977 年～1978 年噴火による災害では、降灰は広範囲に及んだが、二次泥流が発生した

のは火口周辺であった。この実績を踏まえ、二次泥流及び熱泥流の発生が想定される有

珠山山頂火口を源頭部とする渓流において、緊急ハード対策を実施する。

緊急ハード対策は、避難解除後の土砂災害の軽減を図ることを目的とし、前兆期～噴

火発生直後までを対策準備期間とし、緊急ハード対策は、噴火中～噴火終息後に、順次

避難が解除された場所から実施する。

緊急ハード対策の実施可能な期間は過去の降雨実績をもとに、1 週間（導流堤、修復

など）～1 ケ月（嵩上げ、除石など）を目安とし、噴火に伴う降灰や地殻変動の状況を

確認したうえで、噴火後の熱泥流、二次泥流に備えた緊急ハード対策を行う。

また、噴火位置や規模など、火山活動の急激な変化も想定されることから、緊急ハー

ド対策の実施時には、専門家からの意見を踏まえ、施工中の安全管理のため、緊急ソフ

ト対策による監視観測体制をあわせて構築する。
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(2) 緊急ハード対策で用いる工種

緊急ハード対策で実施する対策工は、他火山等における緊急対応の実績や、急速施工

も考慮して、除石、嵩上げ、導流堤等、早急に着手できる簡易な工法や、既存の砂防施

設を有効に活用するための立木伐採を行う。

表 4-2 緊急ハード対策で用いる工種・工法

緊急ハード対策は、原則として立入規制区域外で対策工種を検討し、立入規制区域内

で工事は行わない。ただし、無線等の準備が可能な場合は無人化施工の導入を検討する。

さらに、新工法・工種の導入についても検討する。

1) 除石工

既存の砂防施設の除石を行い、捕捉量を確保する。除石可能な施設として、土砂の搬

出可能な道路が堆砂敷に接続する施設を選定する。

2) 導流工

資機材の調達状況を考慮し大型土のうおよびコンクリートブロックを使用する。

3) 既設堰堤の嵩上げ

ラフテレンクレーンを用いてコンクリートブロックを乱積みし、開口部を閉塞する。

4) 立木の伐採、処分

既存の砂防施設の堆砂域の立木を除去し、伐採木を処分する。

対策区間 土砂処理方針 対策案（施設構造） 特徴

上流域の

渓間部
- - 緊急ハード対策の実施は地形的に困難である。

既設砂防施設の除石
用地の取得など、準備工が少なく、早急に着手でき、

掘削した分の効果がすぐに見込まれる。

既設堰堤の嵩上げ
用地の取得など、準備工が少なく早急に着手できる。

ただし、嵩上げの部材が必要で上限がある。

立木の伐採
既設施設内の立木の流木化や、除石対策を行うための

作業スペースを確保するため、立木の伐採を行う。

導流工（土のう積み） 汎用の大型土のうを積むため、早急に着手できる。

導流工（ブロック積み）
ブロックの準備が必要である。大型の構造にすることができ、

泥流などの流体力に耐えられる。

- 既設施設の機能回復 既設施設の緊急補修
地殻変動により破損した施設の機能回復を図る。

用地の取得などは必要なく、早急に着手できる。

捕捉

（既往施設の機能向上）

導流

下流域の

渓間部

扇状地部
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○無人化施工

無人化施工とは、建設機械の操縦席にオペレータが搭乗して運転するかわりに、危険

な場所や立ち入り禁止区域から離れた安全な場所から、無線による遠隔操作によって建

設機械を制御しながら施工するものである。

オペレータは、遠隔操作室で、建設機械に取り付けたＣＣＤカメラや移動式カメラ車

等から配信される映像をもとに機械を操作する。また、建設機械同士の接触などを避け

るため、建設機械の運行状況をリアルタイム測量により確認する。

施工場所と遠隔操作室の距離は、無線の場合、現地条件（見通し等）や画像・デー

タ伝送のシステム構成にもよるが、最長で約2km程度である。

本計画では、基本的には有人施工を考えているが、融雪型火山泥流や二次泥流の流下

が想定される危険な箇所では、必要に応じて無人化施工の実施を検討する。ただし、無

人化施工に必要な資機材やオペレーターは全国でも限られており、施工能率も有人施工

と比べて60%程度に下がることに留意する必要がある。

・ 平成 12 年噴火時における無人化施工の事例（西山川・板谷川）

平成 12 年 4 月 11 日に有珠山土砂災害対策検討委員会が設置され実施すべき対策と

それを施工する技術について検討がなされた。活発な噴火活動と火山灰等の堆積によ

り熱泥流や二次泥流による市街地への土砂災害の危険性が増大しているものの、これ

らの渓流は避難指示区域（立入禁止区域）に位置していることから、雲仙普賢岳の噴

火時に開発した無人化施工技術を活用し、泥流対策を緊急に実施している。

図 4-1 無人化施工の使用機械
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リングφ=１m

アンカー

○簡易な新工法

ヘリコプターで運搬し現地で組み立てることが可能な鋼製牛枠や、ワイヤネット工等、

従来の工法と比較して簡易な新工法についても、導入を検討する。

図 4-2 鋼製牛枠（新燃岳）

図 4-3 ワイヤネット工
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(3) 緊急対策時の土砂処理方針

二次泥流等の流出土砂を捕捉・調整して、洞爺湖、長流川及び噴火湾まで安全に流下

させることを基本とする。なお、対象とする二次泥流は 20 年超過確率規模の雨量に対

応する運搬可能土砂量とする。

数値シミュレーション計算結果をもとに各渓流のトラブルスポットを回避し、洞爺

湖、長流川および噴火湾まで二次泥流等を安全に導流するため、緊急対策施設を配置す

る。

既砂防施設を有効活用するため、除石工や嵩上げを基本とし、必要に応じて緊急導流

堤を設置する。地形条件等により導流堤の設置が困難な場合は、泥流のピークカットを

目的とする遊砂地の設置を検討する。なお、対策施設は大型土のうやブロックを数段積

み上げた構造を基本とする。

導流堤は大型土のうを数段積み上げた構造を基本とし、上流側から下流側へ順次設置

する。既砂防施設の嵩上げも導流堤と同様の構造とする。

遊砂地は、本体部分はコンクリートブロックを数段積み上げた構造を基本とし、袖部

分は地形条件や設計外力等に応じて大型土のうを数段積み上げた構造とする。

本計画では、20 年超過確率規模の雨量を対象とする二次泥流シミュレーション結果を

もとに対策工を決定しているが、実際の噴火時には火山活動（降灰分布等）や立入禁止

エリア等の状況を勘案した対策の検討が必要となる。
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4.2 緊急ハード対策の実施個所

(1) 緊急ハード対策箇所の考え方

緊急ハード対策は、砂防事業により整備された遊砂地、堰堤、流路工等の砂防指定地

内及び周辺で実施することを基本とする。

有珠山の噴火は、直前まで噴火口の位置を特定することが難しい。このため、施工性、

安全性、用地・法指定、土砂の流下特性などの状況から、直に着手可能な箇所を抽出し、

20 年超過確率雨量規模を想定した数値シミュレーション結果により、対策工を検討して

いる。

表 4-3 対策個所

洞爺湖方面 西山川、小有珠川、小有珠右の川、壮瞥温泉川、源太川、昭和川

長流川方面 道々の沢、大有珠川、道南青果の沢、大平右の沢、大平左の沢

噴火湾方面
板谷川、トコタン川、泉 1の沢、入江川、泉 3の沢、桃園の沢

果樹園の沢、北有珠登山口の沢

図 4-4 緊急ハード対策個所のエリア区分

洞爺湖温泉～壮瞥温泉に流下

長流川に流下
虻田～伊達市西部に流下

山頂火口
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(2) 噴火の形態を考慮した対策の実施

有珠山では、噴火前に火口を特定することは困難で、想定される被害の範囲が山麓の

広範囲におよぶ。また、時間的・空間的な制約の中で、全ての箇所で均等に対策を実施

することが困難であることから、噴火位置と熱泥流発生の有無により優先順位を検討す

る。

噴火の形態を考慮して対策実施箇所を選定する際の考え方を以下に示す。

図 4-5 噴火の形態を考慮した対策の実施フロー

噴火前兆現象の発生 緊急減災対策の開始

噴火発生

噴火活動の沈静化
避難・立入規制の緩和

火山観測情報等

噴火活動の終息

避難・立入規制

火山活動 砂防部局の対応

・降灰量計・土砂移動監視機器の設置

平常時

噴火形態の確認

山頂噴火 山麓噴火

熱泥流発生有無の確認

熱泥流あり熱泥流なし

対策実施箇所の検討

・航空レーザー測量など

・ヘリ調査、衛星データの取得、積雪量調査 等

避難・立入規制の解除

対策実施順の検討

緊急減災対策のための緊急調査の実施

ソフト対策の実施

緊急減災対策のための緊急調査の実施

火山観測情報等

降灰状況等を考慮しつつ、渓流単位

の優先順位を元に対策実施順を検討
する。

降灰状況等から対策実施箇所を検討す

る。その後、渓流単位の優先順位を元に
対策の実施順を検討する。

立ち入りが可能な箇所からハード対策の実施

対策実施箇所の確認

熱泥流の発生した渓流では、熱泥流後の

二次泥流対策優先順位を元に対策実施
順を検討する。

立ち入りが可能な箇所（※）からソフト対策の実施

・土砂移動監視機器の設置

噴火継続期

緊急減災対策のための緊急調査の実施

・砂防施設の被災状況把握

・対策実施予定箇所の概況調査

平常時からの準備

火山観測情報等

山麓噴火の場合は、段
階的に解除される場合
もあり、その場合も規制
解除された箇所から対
策を実施する。

※立ち入りが可能な箇所とは、立ち入り規制範囲外のみではなく、規制範囲内
でも作業者の安全を確保しながら作業が可能（噴石からの待避ができる場所
があるなど）な箇所を含む。

噴火位置の確認

対策優先順位の検討

対策優先順位の検討 対策優先順位の確認

降灰状況等を考慮しつつ、渓流単位の優先

順位を検討する。

熱泥流の発生した渓流では、熱泥流後の二

次泥流対策優先順位を検討する。

降灰状況等を考慮しつつ、渓流単位の

優先順位を検討する。

【凡例】

：確認・判断を要する部分

：砂防部局以外による規制等

（赤字）
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1) 山麓噴火が生じた場合の緊急ハード対策

前提条件

・2000 年噴火の推移（山麓噴火）を参考に噴火後に熱泥流の発生を想定し、その後の

降雨（1 ケ月以降に 2 年確率及び数ヶ月後に 20 年超過確率規模が発生すると想定）

による二次泥流に対応するための対策を検討。

・地殻変動等による既存の砂防施設の被災は考慮しない。

噴火発生後の熱泥流や二次泥流により、既存の砂防施設や遊砂地に土砂が堆積した場合

は、次の二次泥流に備え、直ちに除石を行い、可能な限り土砂の捕捉容量を確保する。

図 4-6 経過時間と土砂捕捉量の時系列イメージ

①前兆現象の確認後は緊急対策の準備を開始

②噴火発生後、降灰により効果量が減少（地殻変動により既存の砂防施設が被災した場合、流

域界に変化が生じた場合等はそれらに対応した対策を実施する必要がある）

③熱泥流の発生により既存の砂防施設の土砂捕捉容量が減少（平成 12 年噴火の実績）

④遊砂地内の緊急除石により捕捉容量を確保

⑤降灰後の降雨により二次泥流が発生し、既存の砂防施設の土砂捕捉容量が減少

⑥次の降雨に備え、遊砂地の除石により捕捉容量を確保

⑦降灰後の降雨により二次泥流が発生し、既存の砂防施設の土砂捕捉容量が減少

⑧次の降雨に備え、遊砂地の除石を実施。恒久対策へと移行。

捕捉可能量

施工期間によって捕捉量が異なる

｜←－－－－－－－－－－→｜
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2) 山頂噴火が生じた場合の緊急ハード対策

前提条件

・1977 年噴火の推移（山頂噴火）を参考に噴火活動が数ヶ月以上継続し、流域内の不安

定土砂が増大。その後の降雨（1 ケ月以降に 2 年確率及び数ヶ月後に 20 年超過確率規

模が発生すると想定）に伴う二次泥流に対応するための対策を検討。

・地殻変動等による既存の砂防施設の被災は考慮しない。

噴火発生後の降雨による二次泥流に備え、既存の砂防施設の嵩上げにより土砂捕捉容量

を確保し、導流堤による泥流の氾濫を防止する。

その後の二次泥流等により施設内に土砂が堆積した場合は、次の二次泥流に備え、直ち

に施設内の除石を行い、可能な限り土砂捕捉容量を確保する（除石前に立木の伐採を実

施）。

図 4-7 経過時間と土砂捕捉量の時系列イメージ

①前兆現象の確認後は緊急対策の準備を開始

②噴火発生後、降灰により効果量が減少（地殻変動により既存の砂防施設が被災した場合、流

域界に変化が生じた場合等はそれらに対応した対策を実施する必要がある）

③緊急対策（導流堤（1 週間以内）、嵩上げ、伐採工）実施により土砂捕捉容量増加

④降灰後の降雨により二次泥流が発生し、既存の砂防施設の土砂捕捉容量が減少

⑤次の降雨に備え、施設の除石により捕捉容量を確保

⑥降灰後の降雨により二次泥流が発生し、既存の砂防施設の土砂捕捉容量が減少

⑦次の降雨に備え、施設の除石により捕捉容量を確保

既往施設による土砂捕捉量

106.1(千m3)

124.7(千m3)

噴火発生

降灰

2年確率降雨

ニ次泥流発生

⑤
④

②①

⑥

③

20年確率降雨

ニ次泥流発生

緊急対策

緊急調査

緊急調査 緊急調査

経過時間

土砂捕捉量捕捉可能量
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3) 大規模な地殻変動が発生した場合の緊急ハード対策

前提条件

・1910、1944、1977、2000 年噴火の推移を参考に、火山活動の活発化に伴い大規模な地

殻変動が発生し、既設堰堤が被災した場合を想定

・地殻変動により流域界が変化し、流出土砂量が増大。

・その後の降雨（1 ヶ月以降に 2 年確率及び数ヶ月後に 20 年超過確率規模が発生すると

想定）による二次泥流に対応するための対策を検討。

噴火活動の活発化に伴い大規模な地殻変動が発生し、既存の砂防施設の被災や流域界が

変化したなかで、二次泥流に備え被災した施設の補修や新たな施設を設置などして、可能

な限り土砂捕捉量を確保するものとするが、施工期間が数ヶ月以上になる場合は、1 ヶ月

程度で設置可能な緊急対策施設を検討する。

図 4-8 経過時間と土砂捕捉量の時系列イメージ

①前兆現象の確認後は緊急対策の準備を開始。大規模な地殻変動、流域界の変化に伴い土

砂捕捉量が減少。

②被災した施設の修復等により土砂捕捉容量を確保するとともに、緊急減災対策に基づく緊急

調査結果を踏まえ場合によっては 3 週間程度で設置可能な緊急対策施設を実施する。

③引き続き土砂捕捉容量を拡大するため、被災した施設の修復等を行う

④降灰後の降雨により二次泥流が発生、既存の砂防施設の土砂捕捉容量が減少

⑤次の降雨に備え砂防堰堤堆砂域の除石、被災した施設の修復等を行う

【被災した施設の修復イメージ】

既存の砂防施設が被災し、修復に必要な期間によっては、コンクリートブロックによる応急対

策など、出水期、非出水期の対策期間を目安に緊急減災対策を実施する。

捕捉可能量
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(3) 緊急ハード対策の対策個所

対策箇所は、砂防事業により整備された遊砂地、堰堤、流路工等やその周辺で実施する

ことを基本とする。砂防指定地外で緊急ハード対策が必要な場合は、関係機関と調整し、

必要に応じて砂防部局で対応する。

1) 西山川、小有珠川、小有珠右の川

大規模な遊砂地が設置されおり、土砂捕捉量も 20 年超過確率雨量規模の二次泥流を捕

捉できるため、氾濫は生じないと想定される。しかし、1910 年や 2000 年規模の熱泥流

や、地殻変動による施設の被災、降灰等によって土砂捕捉量が減少した場合は、土砂捕

捉容量を確保するため、遊砂地内の堆積土砂の除石を行う。

図 4-9 西山川（施工直後） 平成 19 年 8 月撮影

出典：「有珠山の砂防 2000 年噴火災害と砂防事業の記録」北海道室蘭土木現業所，平成 21 年 3月に加筆

2) 果樹園の沢、北有珠登山口の沢

20 年超過確率降雨による二次泥流に対して、砂防施設が整備されていないことから氾

濫等の被害が想定されるため、関係機関と調整し必要に応じて砂防部局での対策を検討

する。

3) 泉 1の沢、泉 3の沢および桃園の沢

20 年超過確率降雨による二次泥流に対して、砂防施設が整備されていないことから氾

濫等の被害が想定されるため、関係機関と調整し必要に応じて砂防部局での対策を検討

する。

西山川_施工直後
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4) 壮瞥温泉川

山腹に治山施設、渓間部に砂防堰堤、扇状地部には流路工が整備されており、20 年超

過確率雨量規模の二次泥流に対して土砂捕捉容量は確保されている。しかし、1910 年や

2000 年規模の熱泥流や、地殻変動による施設の被災、降灰等によって土砂捕捉容量が減

少した場合は、土砂捕捉容量を確保するため、遊砂地内の堆積土砂を除石する。

5) 源太川および昭和川

山腹に治山施設、渓間部に砂防堰堤や沈砂池、扇状地部には流路工が整備されている

ものの、20 年超過確率雨量規模の二次泥流に対して土砂捕捉容量が不足するため泥流の

氾濫被害が生じるものと想定される。したがって、既設砂防堰堤の嵩上げ及び導流堤の

緊急ハード対策を計画する。

1910 年や 2000 年規模の熱泥流や、地殻変動による施設の被災、降灰等によって土砂

捕捉容量が減少した場合は、土砂捕捉容量を確保するため、遊砂地内の堆積土砂を除石

する。

また、土砂捕捉の阻害や流木化を防止するため、立木の伐採を行う。

図 4-10 昭和川（施工直後、現況）

昭和川_施工直後 昭和川_現況

沈砂池

1号砂防えん堤

流路工
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6) 道々の沢

山腹に治山施設が整備されているが、現状で砂防施設が整備されていないことから 20

年超過確率降雨による二次泥流に対して氾濫被害が想定されることから、関係機関と調

整し必要に応じて砂防部局での対策を検討する。

7) 大有珠川、

山腹に治山施設、渓間部にスリット砂防堰堤などが設置されているものの、20 年超過

確率雨量規模の二次泥流に対して土砂捕捉容量が不足しており、ロープウェイ駐車場付

近で若干の泥流氾濫が生じるものと想定される。したがって、導流堤及び除石を計画す

る。

また、既設の堆砂敷等には木が密に生えており、土砂捕捉の阻害、流木化を防止する

ため、立木の伐採を行う

地殻変動による施設の被災、降灰等によって土砂捕捉量が減少した場合は砂防堰堤堆

砂敷の土砂を除石する。

図 4-11 大有珠川（施工直後、現況）

8) 道南青果の沢、大平右の沢および大平左の沢

山腹に治山施設は整備されているが、20 年超過確率降雨による二次泥流に対して土砂

捕捉容量が不足するため、泥流氾濫等の被害が想定される。関係機関と調整し必要に応

じて砂防部局での対策を検討する。

大有珠川_施工直後

大有珠川_現況

1 号スリットえん堤

2号スリットえん堤 北支渓 2号えん堤



計画編 - 42

9) 板谷川、トコタン川および入江川

板谷川やトコタン川では砂防堰堤が整備されおり、20 年超過確率雨量規模の二次泥流

を捕捉する土砂捕捉容量も確保されているが、入江川では土砂捕捉容量が不足するため

既設堰堤の嵩上げを行う。ただし、板谷川右支川では 1 号堰堤堆砂敷で異常な土砂堆積

が生じた場合には、右岸側で氾濫が生じる可能性があることから、導流堤の整備を計画

する。

また、トコタン川、入江川の既設堆砂敷には木が生えており、土砂捕捉の阻害、流木

化を防止するため、立木の伐採を行う

地殻変動に伴う施設の被災、降灰等によって土砂捕捉容量が減少した場合は砂防堰堤

堆砂敷の土砂を除石する。

下流域では河道断面の不足により、泥流の氾濫が想定されるため、関係機関と調整し、

必要に応じて砂防部局での対策を検討する。

図 4-12 板谷川（施工直後）

出典：「有珠山の砂防 2000 年噴火災害と砂防事業の記録」北海道室蘭土木現業所，平成 21 年 3月に加筆

※平成 12 年 12 月より板谷川砂防工事に着手、平成 15 年 2月工事完了

板谷川_施工直後


