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1. はじめに 
火山噴火による災害形態は多様であるとともに、

場の自然条件、社会条件により被害の様態も異なる。

また噴火災害時には噴火現象の形態・規模が刻々と

変化する中で、迅速な対策が求められる。そこで、

火山噴火時の減災対策の実効性向上に資することを

目的に、近年の噴火イベントと土砂災害の発生、火

山砂防事業の実施期間について時間軸で整理をおこ

ない、対策実施における課題の抽出をおこなった。 

検討対象火山は噴火規模や被害が顕著で社会的な

影響の大きい噴火や集中的に火山砂防対策を実施し

た火山とし、有珠山噴火（1977 年）・雲仙岳噴火

（1990年）・有珠山噴火（2000年）、三宅島噴火（2000

年）、霧島山噴火（2011 年）、浅間山噴火（2015 年）

を検討対象とした。なお、本発表は国土交通省九州

地方整備局九州技術事務所『九州防災・火山技術セ

ンター』が火山噴火における減災対策技術の高度

化・効率化を図るために実施した資料調査・ヒアリ

ング調査結果を基礎としている。 

 

2. 火山砂防対策の時間軸での整理 
表.1 は、各噴火イベントにおける主要な火山活動

と土砂災害、火山砂防事業における緊急対策から恒

久対策への移行を示したものである。 

有珠山 1977年のケースでは 1977年 8月噴火後、

複数回の火山泥流、土石流が発生し、1978 年 10 月

に噴火活動が終息した。地殻変動による地盤が不安

定化する中、鋼製自在枠といった特殊な工法を主体

に緊急対策を実施し1985年に恒久対策へ移行した。 

雲仙岳 1990 年のケースでは 1990 年 11 月に噴火

後、1994 年まで火砕流や土石流が頻発した。1992

年から遊砂地や仮設導流堤といった緊急対策が

1994 年までおこなわれ、恒久対策へ移行した。 

有珠山 2000 年のケースでは 2000 年 3 月に噴火

した後、複数回の熱泥流が発生し、当年 7 月に噴火

活動が終息した。緊急・応急対策工事として板谷川

や西山川での無人化施工が 2000 年 5 月から 2001

年 2 月まで続き、恒久対策に移行した。 

三宅島 2000 年噴火のケースでは 2000 年 7 月に

三宅島山頂から噴火した後、大量の降灰が発生し土

石流が頻発した。同時に日量で数万トンの有害な火

山ガスが発生し、ホテルシップや脱硫宿舎等を整備

の上、応急・緊急対策を実施した。2010 年度までに

緊急・恒久対策の整備を完了した。 

霧島山 2011年噴火のケースでは 2011年 1月から

の断続的な噴火で大量に降灰した。本噴火では当年

2 月から緊急対策として除石工事や既設堰堤嵩上げ

をおこない、2012 年から遊砂地工等の恒久対策へ移

行している。 

浅間山 2015 年噴火のケースでは 2015 年 6 月に

小規模な噴火が発生した。暫定緊急対策としてコン

クリートブロック積砂防堰堤を 2018年 12月までに

12 基整備した。 

 

3. 噴火イベントの時間軸の特徴 
対象とした全ての噴火イベントにおいて噴火後、

緊急対策に続き恒久対策が数年～10 年以上にわた

って継続的に実施されている。なかでも有珠山 1977

年噴火や、雲仙岳 1990 年噴火のように、噴火規模

や人的被害が大きく、火山噴出物の量が多いと緊急

対策の期間が長期化する傾向がある。また有珠山噴

火における地盤変動や、雲仙岳で設定された警戒区

域による立入り制限、三宅島での大量の火山ガス放

出といった各イベントにおいて特徴的な施工への制

約条件も緊急対策の長期化の要因となっている。 

一方、霧島山 2011 年噴火や、浅間山 2015 年噴火

のように噴火が比較的小規模な場合や人的被害が少

ない場合、またコンクリートブロック等の緊急資機

材の備蓄等が着手されていた場合は緊急対策の期間

が比較的短期間で完了している。 

 

4. 火山砂防対策実施における課題 
用地調整は対策工事の迅速性に大きい影響を与え

る。例えば山麓や土石流の流下域に民地が多くある

場合、所有者特定や用地交渉に長期間を要すること

となり緊急対策の迅速な実行は困難となる。一方、

火山山麓は林野庁所管の国有林、または都道府県所

管の保安林である事が多い。その場合、民地と比べ

ると用地調整が比較的、短期間で済む場合が多い。 

 対策施設の施工にあたり、許可を必要とする関係
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機関には林野庁、都道府県の他、環境省があげられ

る。実際に土砂災害の被害がまだ生じていない場や

時期において、緊急減災対策施設の施工のための許

可を災害時のように短期間に得ることは難しい場合

がある。 

 

5. まとめ 
火山噴火緊急減災対策砂防計画が主要火山で計画

されている。本計画で記されている緊急支援機材の

備蓄や用地確保に向けた準備項目を、平常時に実施

しておくことが重要と考える。また、一般に噴火活

動が終息すると同時に、報道される機会が少なくな

るため国民の関心も薄れがちになり、対策実施の必

要性も認識が少なくなりがちである。しかし、恒久

対策は噴火活動終息後に営々として実施される必要

がある事業であることを認知される必要がある。 
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経過年 1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年

1977年 1978年 1979年 1980年 1981年 1982年 1983年 1984年 1985年 1986年
8月噴火

泥流発生

1990年 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年
8月噴火

泥流発生

2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年

2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年

2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年

2015年 2016年 2017年 2018年

有珠山

（1977）

有珠山

（2000）

三宅島

（2000）

霧島山

（2011）

浅間山

（2015）

雲仙岳

（1990）

緊急対策 恒久対策

暫定緊急対策

応急対策 緊急対策 恒久対策

・噴火

・大量降灰

・泥流頻発

・堰堤、床固工着手

・土石流発生

（死者行方不明者3名）

・噴火終息

・流路工新規開削
・上流堰堤着工

・昭和川流路工着工
・西山川基幹堰堤完成

・大有珠川導流堤着工

・小有珠右の川

スリットダム着工

・噴火

・大量降灰

・泥流頻発

・除石工実施

・大規模な火砕流 （死者行方不明43名）

・警戒区域設定

・火砕流、土石流頻発

・水無川1号遊砂地

・水無川2号遊砂地

・中の間川熱風防護柵着工 ・無人化施工（除石工）

・3号水無川遊砂地着工

・仮設導流堤着工

・本設導流堤着工

・水無川1号堰堤（INSEM）着工

・噴火終息

・噴火・熱泥流発生

・噴火終息

・無人化施工（除石）

・板谷川鋼製ダブルウォールダム竣工

・西山川1～3号仮設導流堤竣工

・噴火・火砕流発生

・大量降灰と土石流頻発

・日量数万トンの火山ガス放出が継続 ・噴火終息

・全島避難 ・ホテルシップ、脱硫宿舎開設

・コンクリートブロック、大型土嚢、流木止め

・避難指示解除

・緊急対策堰堤着工～竣工（全41渓流）

・堰堤竣工（5基）
・恒久対策（全100渓流）

・噴火

・噴石（190万t）降灰（8000万t）

・緊急除石（祓川）

・噴火警戒レベル3⇒2

・既設堰堤の嵩上げ（荒襲川、荒川内川）

・噴火（小規模）

・コンクリートブロック積堰堤（12基）2018年度まで完成

⇒噴火警戒

レベル1

緊急対策 恒久対策

応急対策 緊急対策 恒久対策

緊急対策 恒久対策

恒久対策

本図は噴火開始年から10年間までの経過を示している・火砕流、土石流

 

                図.1 噴火活動、土砂災害と火山砂防対策の経過 
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