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1. はじめに
国土交通省は，火山噴火により火山灰が山地斜面等に堆積

した場合に，土砂災害防止法に基づいて緊急調査に係る降灰
量調査等を速やかに実施する。降灰量調査やその後の対策実
施に際しては，火山灰が堆積した路面上を車両で移動するた
め，降灰による車両走行への影響を実際に体験し，また，走
行時の安全対策の基礎資料を得ること等を目的として，火山
灰を散布した走行コースを設定し，火山灰の種類やコース特
性に応じた走行性を把握するための走行体験を行った。 
富士砂防事務所は，今回の走行体験にあたり，山梨県が富

士北麓公園大駐車場（図１）において一般住民や関係機関等
を対象として実施する「降灰時における車両走行等の体験事
業」に協力し，仮設する走行コースの検討，コースの造成・
撤去，火山灰材料の確保・提供等を実施した。本発表ではこ
の走行コースを用いた国土交通省職員（走行参加 21 名）に
よる走行体験及び体験走行時のデータ取得結果や今後同様
のコース設定を行う際の課題等について発表する。 

2. 既往事例
火山灰を路面に散布して車両走行試験等を実施した近年の
事例として，九州技術事務所(2015)1)，鹿児島市(2018) 2)，富士
砂防事務所(2021) 3)等がある（表１）。今回の走行体験では，
これらの既往事例を参考にコース条件の設定を行った。 

表１ 近年の主な実施事例 

3. 複数パターンの走行コースの設定
3. 1  走行コース

今回の仮設コースは，山梨県による一般住民や行政・交通
機関等を対象とした車両走行体験や，研究機関による走行試
験が実施されることから，山梨県富士山科学研究所や国立研
究開発法人防災科学技術研究所の火山研究者の意見や，昨年
度の走行体験 3)で出された意見等を踏まえた上で，山梨県火
山防災対策室，富士砂防事務所との協議により設定した。そ
の結果，今回の走行コースは市街地等での降灰時を想定して，
「緩勾配区間での厚さ数 cm 以下の降灰時における走行影響
の確認・体験」をテーマとし，コースによって火山灰の厚さ
を変化させた平坦路・カーブ・坂路を設定することとした。 
このうち直線平坦路（A1～A4 コース）は厚さを段階的に

変化させた乾燥状態の火山灰３種類（後述）と湿潤状態の細
粒火山灰を設定した。カーブ（同B1～B2）は，下りと平坦路
で半径 30m(1/4 周)の２コースとした。下りカーブの勾配は，
近隣の市街地で一般的にみられ，かつ走行安全性を考慮して
2.5％とした。直線坂路（同C1～C4）の勾配は富士宮市街地 
の主要道（国道137号･139号"富士みち"）等でみられる勾配 

５%とした。また，車両がスタックしやすい条件として火山
灰の厚さを30cmとしたコースを設定した（D）。各コースの
車線幅は４mを基本とし，走行時のふらつきを考慮して下り
カーブ(B2)のみ車線幅を５mとした。設定した各走行コース
のレイアウトを図２～図３に，各コースの概要を表２に示す。 

図２ 走行コースの平面レイアウト 

図３ 走行コースの縦断レイアウト 

図1 実施位置図 
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実施概要 九州技術(2015) ⿅児島市(2018) 富⼠砂防(2021)

目 的
・降灰量に応じた車両

走行性の把握
・桜島大規模噴火時の車両

走行、道路啓開の検証等
・緊急調査等の走行影響

把握、走行体験

実施内容 ・登坂、制動、視認性 ・車両走行、道路啓開検証 ・走行体験

材料･厚さ
・桜島火山灰

（1,5,10cm）
・桜島火山灰（30cm）
・桜島軽石（30,100cm）

・桜島火山灰(5,10cm）
・宝永ｽｺﾘｱ（5,10cm）

路面勾配 ・勾配10％ ・勾配：ほぼ平坦 ・勾配12％

備 考 － ・勾配がある条件も必要 ・緩勾配条件も必要
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表２ 各走行コースの概要 

3. 2  路面に散布した火山灰等 
火山灰は，粒度の異なる３種類の試料を用いることとした。

このうち富士山の宝永噴火時のスコリア（「粗粒」と呼ぶ）と，
桜島の火山灰（同「中粒」）は，昨年度の走行体験 3)で用いた
試料を用いた。また，今回の走行体験では細粒の試料として，
大沢川扇状地に堆積したスラッシュ雪崩堆積物を新たに加
えた（同「細粒」，2021年３月発生）。この堆積物は，火山灰
ではないが富士山のマグマ噴火に起因する火山砕屑物由来
であり，火山灰と同様の成分で構成されるため採用した。そ
れぞれの試料の透水係数は，粗粒が 3～4×10-2 m/s，中粒が
1.1×10-4 m/s，細粒が1.3×10-5 m/sであった。 

4. 走行体験結果
4. 1  走行条件 
走行体験用の車両は，小型自動車トヨタ・ヴィッツ（４台）

で，4WD車，FF車を各２台ずつ用いた。なお，4WD車（排
気量1.3L）はFF 車（同1.0L）と比べて，車両重量が約１割
ほど大きい。タイヤは全車ともノーマルタイヤで，走行面の
溝の残り状態は正常で各車間の差異はみられなかった。また，
走行体験では，車両の走破性や走行安定性を向上させる機能
（トラクションコントロール）が作動しないようスイッチを
オフにした状態で実施した。各参加者の走行体験にあたり，
複数のコースを定められた順番で混乱なく走行することと，
火山灰上での走行安全性（ハンドル操作や危険速度等への助
言）のために，各車両の後席に運営スタッフ１名が同乗して
実施した。走行コース順番は１周回あたり「Ａ平坦路(２コー
スを任意選択) →Ｃ直線坂路４コース →Ｂカーブ２コース」
とし，各参加者とも連続で２周回を走行した。これは事前の
試走経験から，１周回目は慎重に走行する傾向があり火山灰
上の車両の挙動を把握しにくいため，２周回目では同乗スタ
ッフの助言を参考に各コースで１周回目よりも速度を上げ
て，火山灰上での走行挙動を体験してもらうことを狙いとし
た（速度上限目安は直線平坦路で時速35～40km/h程度）。 
4. 2  走行体験結果 
走行体験参加者による走行は合計 46 周回行われ，このう

ち4WD車は22周回，FF車は24周回を走行した。全周回を
通じてスタック等で走行不能になる車両はなかった。ビデオ
撮影記録から各周回における各コースの走破にかかる時間
を１台ずつ計測し，各コース毎の平均走行時間（秒）として
駆動方式別に整理した（表３）。以下に走行結果を示す。 
＜走行結果（まとめ）＞ 

１）平坦路（乾燥状態 A1･A2･A4）の火山灰で比較すると，
粗粒の平均走行時間が最も長く，次いで中粒，細粒の順で短
くなった。これは今回用いた中粒，細粒の火山灰が比較的締
まりがよく，粗粒に比べて締固められて走りやすい状態にな
っていたためと推察される。また，今回用いた細粒成分はタ
イヤが滑りにくく，低速度域やカーブ等でタイヤがスリップ
する状況の再現が困難であった。 

表３ 各コースの平均走行時間（駆動方式別） 

２）湿潤状態（A3）では乾燥状態（A4）に比べ平均走行時間
が 21-24％長くなった。このことから湿潤状態では相対的に
速度を低下させる不安定な挙動が生じていたと推察される。 
３）直線坂路では，粗粒（厚さ約10cm）の上りコース（C1）
で平均走行時間が顕著に長く，タイヤを空転させながら進ん
だり，スタック気味になる車両がみられた。これは上り坂の
ため前輪の駆動輪にトルクが伝わりにくくなることと，粗粒
の火山灰が締まりにくい性質であるためと推察される。
４）カーブコースでは，平坦路（B1）・下り（B2）とも差異
がなかった。これは走行速度が結果的にやや抑えめ（時速15
～20km 程度）での走行が多く，この速度域では両コースで
車両の走行安定性が維持されたためと考えられる。
５）全コースにおいて 4WD 車よりも FF 車の平均走行時間
が短かった。これは今回の火山灰の場合タイヤがスリップし
にくい条件に加え，各コースとも停止状態から発進するため，
より軽量なFF車が加速に有利であったためと推察される。 

5. 今後に向けて（課題等）
走行体験の参加者に実施したアンケートでは，火山灰によ

る視界不良やタイヤのスリップの体験など走行条件に関す
る指摘（要望）が見られた。この指摘に対し，今後は細粒火
山灰の性質の改良が必要であると考えられる。今回用いた細
粒成分はスラッシュ雪崩堆積物であり，シルト等の微粒な成
分が少なく，かつ粘土鉱物をほぼ含まないため，走行体験時
の速度域ではタイヤが滑りにくい状況となった。水蒸気噴火
時に噴出する堆積物は一般的に粘土鉱物を多く含み，火山灰
の堆積が薄い場合でもタイヤが滑りやすい性質を持つとさ
れることから，今回採用したマグマ噴火に由来する火山灰以
外に，水蒸気噴火時の降灰条件を再現することで上記の指摘
に対応できると考えられる。ただし，水蒸気噴火の堆積物は
乾燥すると固結して車両走行に対する性質が変化しやすく，
また，水蒸気噴火直後の湿潤状態の性質を維持したままでの
大量の火山灰の保管は困難であるため，調達が容易で粘土鉱
物を含む類似材料（例：園芸用土壌やベントナイト）の採用
を検討する必要がある。加えて，火山灰特性の学習や車種・
走行条件に変化をつけることで，噴火時に備えた走行体験の
実行性をより向上できると考えられる。 
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コース 路⾯ 距離 勾配 ⽕⼭灰の状態
A1 平坦路 約 50 m － 粗粒・乾燥・厚1-10cm
A2 平坦路 約 50 m － 中粒・乾燥・厚1-10cm
A3 平坦路 約 50 m － 細粒・湿潤・厚1-10cm
A4 平坦路 約 50 m － 細粒・乾燥・厚1-10cm
B1 カーブ（平坦）r=30m 約 45 m － 細粒・乾燥・厚1cm
B2 カーブ（下り） r=30m 約 45 m 2.5％ 細粒・乾燥・厚1cm
C1 直線坂路（下り） 約 30 m 5％ 細粒・乾燥・厚10cm
C2 直線坂路（上り） 約 30 m 5％ 細粒・乾燥・厚5cm
C3 直線坂路（上り） 約 30 m 5％ 粗粒・乾燥・厚10cm
C4 直線坂路（下り） 約 30 m 5％ 粗粒・乾燥・厚5cm
D 平坦路（30cm厚） 約 20 m － 粗粒・乾燥・厚30cm

駆動方式 A1粗粒 A2中粒 A3細粒 A4細粒

4WD車 11.00 9.55 11.45 9.25

（走行回数） 8回 9回 17回 10回

FF車 8.83 7.61 8.25 6.27

（走行回数） 13回 8回 19回 8回

C1細粒 C2細粒 C3粗粒 C4粗粒

下り10cm 上り5cm 上り10cm 下り5cm

4WD車 7.64 5.04 21.51 9.26

FF車 6.50 4.52 19.41 7.90

B１細粒 B2細粒

平坦 下り

4WD車 10.83 10.42

FF車 8.40 8.39

※B1-B2，C1-C4の
走行回数
　4WD車　22回
　FF車　　24回
(A1-A4はコース任意選
択のため個別表示)

Ａ：直線平坦路（A3のみ湿潤）（秒）

Ｃ：直線坂路（秒）

駆動方式

Ｂ：カーブ（秒）

駆動方式
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