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１．はじめに 

火山噴火により多量の降灰が発生すると，その後の

降雨で土石流が発生しやすくなるが，そのメカニズム

は，「火山の噴火や火砕流の発生に伴って細粒の土砂

が地面を覆うと雨水の浸透能が小さくなり，表面流が

発生しやすくなる」ためと考えられている（池谷ら，

1995）。したがって，噴火後に土石流発生の危険性が

高まった渓流を抽出するためには，降灰厚・分布の把

握が重要となる。降灰厚は現地で直接計測することが

できれば，正確な値を得ることが可能である。しか

し，火山噴火活動が継続している場合，火口周辺規制

や入山規制がかけられ，この範囲内の降灰厚は，直接

計測することができず，降灰厚・分布を把握できない

可能性がある。急迫しうる土石流の危険性を評価する

ためには迅速に降灰厚・分布を把握することが必要で

ある。したがって，本研究では，火山噴火直後に実測

された遠方の降灰厚から，火口近傍の降灰厚を推定し

た上で，その値を用いて降灰の等層厚線図を作成する

手法について検討する。火口からの距離と降灰厚の関

係は，指数関数やべき乗関数で近似されることから

(González-Mellado and Cruz-Reyna, 2010)，本研究で

は，べき乗関数を用いて降灰厚を推定する手法の適用

性を確認した。 

２．検討対象と手法 

本研究では，1975 年以降の国内の火山噴火について

文献を収集し，４つの噴火様式（水蒸気爆発，マグマ

水蒸気爆発，ブルカノ式噴火，プリニー式噴火）に分

類され降灰厚・分布データを入手できた 13 事例（表-

1）について整理した。等層厚線が火口から最も遠方

に延びる方向を降灰分布軸として設定し，その軸に対

し±5°の範囲で実測された降灰厚または単位面積あ

たりの堆積重量を抽出した。また，抽出したデータか

ら，各噴火について火口からの距離と降灰厚の関係を

分析し近似式を得た。その近似式から，火口からの距 

離と降灰厚の推定式を求め，火口近傍の降灰厚を推定

した。その上で，推定降灰厚と遠方の実測降灰厚を統

合し，等層厚線図を作成した。その結果の妥当性は文

献に示された等重量線と比較することで検証を行っ

た。 

３．検討結果 

国内の噴火事例において，火口からの距離と降灰厚

の関係を分析した結果，13 の噴火事例のうち 12 事例

でべき乗近似の決定係数（R2 値）が 0.8 以上となり，

べき乗関数が良くあてはまる結果が得られた（図-1）。

 

 

ここで火口からの距離 X (m)における降灰厚を T(X) 

y = 1E+11x-3.242
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表-1 分析に用いた火山噴火事例 

図-1 火口からの距離と降灰厚の関係（べき乗近似） 
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(cm)とすると，To を定数として次のように表せる。 

T(X)=To・X-B …① 

式①から御嶽山 2014 年噴火の際の火口近傍の降灰

厚を推定し，それを用いて等層厚線を作成し検討した

結果を以下に示す。当該噴火の際には，大学や国の研

究機関等によって多数の地点において降灰厚もしくは

単位面積あたりの堆積重量が計測され，詳細な等層厚

線図（等重量線図）が作成された(Takarada et al., 

2016)。式①のべき指数 B は，表-1 の水蒸気爆発３事

例から得られた B の平均値 2.556 を用いた。火口から

約 5.7 km 地点（A）で実測された 1 m2 あたりの堆積

重量 695 g/m2 から，この地点の堆積厚を 0.0695 cm

に換算（密度 1.0 g/cm3 と仮定）して式①に代入し，

To = 2.75695×108 が得られた。この値を用いて式①よ

り，例えば火口から 500 m 地点における降灰厚は約

35 cm と推定される。本研究で推定した等層厚線は，

噴火時に火口近傍の降灰厚の情報が取得できないこと

を想定し，火口から 4 km 以遠の実測降灰厚と，推定

式から算定した火口近傍（火口から 500 m の範囲：火

口域）の推定降灰厚を用いて作成した。火口域縁には

風下以外の全方向にも風下側と同様の降灰厚があると

仮定し，火口の東西南北の火口域縁４地点に推定降灰

厚 35 cm を与えた。実測降灰厚と推定降灰厚のデータ

を統合して GIS 上で空間補間（自然近傍法）を行い，

等層厚線図を作成した（図-2）。 

御嶽山 2014 年噴火では降灰厚 1 cm の範囲の大部分

は火口から 4 km の範囲内と推定され，この範囲内の

実測データが得られない場合，1 cm の等層厚線を引く

ことが困難であった。しかし，図-2 のように火口近傍

に推定値を与えることで，等層厚線の推定が可能とな

った。Takarada et al. (2016)に示された 15,000 g/m2 

(≓ 1.5 cm)の等層厚線と火口近傍の推定降灰厚を用い

て作成した 1.5 cm の等層厚線を比較した結果，両者が

重複する範囲の面積が約 80.3 %であった。つまり過小

評価となった範囲の面積は約 19.7 %であり，多くの部

分はカバーできていた。過大評価した範囲の面積は約

46.6 %であり，精度に課題は残るものの，火口近傍の

降灰厚を計測できない状況においても，遠方の降灰厚

データから推定することで等層厚線図を作成可能であ

り，今回検討した手法はおおよその降灰厚・分布の把

握には活用可能と考えられる。 

 

 

４．結論と今後の課題 

火口からの距離と降灰厚の関係はべき乗関数によっ

て近似されたことから，べき乗関数を用いて火口近傍

の降灰厚を推定し，推定値と火口から離れた地点の実

測値を用いて，等層厚線図を作成できる可能性を示し

た。したがって，噴火直後の火口近傍の降灰厚の情報

に乏しい段階においても，概略的な等層厚線図を作成

できる可能性が見出せた。今後，推定式のパラメータ

について検討を進め，パラメータのとりうる値の範囲

を絞り込むことで推定式の精度の向上を図りたい。 

参考文献 

池谷浩・ヘンドロヤント・小杉賢一朗・水山高久

（1995）：火山噴出物の被覆による浸透能の減少―

雲仙における比較試験―，砂防学会誌，Vol, 48（新

砂防）, No. 2, p. 22–26 

González-Mellado, A. O., and Cruz-Reyna, S. (2010) : 

A simple semiempirical approach to model thickness 

of ash-deposits for different eruption scenarios. Nat 

Hazard Earth Syst 10(11), p. 2241–2257 

Takarada, S., Oikawa, T., Furukawa, R., Hoshizumi, H., 

Itoh, J., Geshi, N. and Miyagi, I. (2016) : Estimation 

of total discharged mass from the phreatic eruption 

of Ontake Volcano, central Japan, on September 27, 

2014. Earth Planets Space, 68, doi: 10.1186/s40623-

016-0511-4 

御嶽山火口 

1 cm 

10 cm 

0.1 cm 

図-2 御嶽山 2014 年噴火の推定等層厚線図 
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