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１．はじめに 

 国土交通省砂防部では火山噴火時に発生が想定され

る火山災害の被害をできる限り軽減（減災）するため

に、国及び都道府県の砂防部局が実施する対策の計画

策定に関する基本的な検討項目および留意点をとりま

とめた「火山噴火緊急減災対策砂防計画策定ガイドラ

イン」を平成 19 年 4 月に公表した。これに基づき全国

の火山噴火緊急減災対策砂防計画（以下、「緊急減災計

画」と称す）が着実に進められている。各火山におい

ては「緊急減災計画」の立案に際して様々な噴火規模

が想定されている状況であるが、本発表では小さい噴

火規模への緊急対策の必要性に着目し報告する。

２．近年の関東地方整備局管内における火山噴火と

緊急対策の実施状況 

近年、関東地整管内においては本白根山（2018 年）

と浅間山（2009 年、2015 年、2019 年）において噴火が

発生している。噴火の規模1と噴火時の国土交通省の対

応は次の通りである（公表されている対応以外も実施

されている可能性がある）。 

■本白根山（2018 年噴火）

【噴火規模】

小噴火：水蒸気噴火（噴出物 3.6×104トン） 

【噴火時の対応2】 

・防災ヘリ調査

・UAV による調査

・緊急的な監視カメラの設置

・自治体への支援

■浅間山（2009 年噴火）

【噴火規模】小規模：マグマ水蒸気噴火(?)

マグマ噴出量は 0.00001 DRE km3

（噴出物換算：2.6×104トン） 

【噴火時の対応3】 

・防災ヘリコプターによる浅間山現地調査

・応急対策準備（大型土のう製作）

■浅間山（2015 年噴火）

【噴火規模】ごく小規模：水蒸気噴火

マグマ噴出量に関する記載なし

【噴火時の対応4】 

・暫定緊急減災対策施設の施工

■浅間山（2019 年噴火）

【噴火規模】ごく小規模：水蒸気噴火

マグマ噴出量不明

【噴火時の対応5】 

・防災ヘリコプターによる浅間山現地調査

・浅間山周辺の降灰状況を把握するための地上で

の調査

これらの噴火規模は結果的に「ごく小規模な噴火」

や「小規模な噴火」となったものの、噴火が発生した

段階から各種緊急対策が開始されている。なお、気象

庁によると噴火の規模表現6について厳密に定義されて

いないが学術的な分類として次の記載がされている

（超巨大噴火、非常に大規模噴火は以下に省略）。 

・大規模な噴火 ：噴出物量が 108～109トンの噴火 

・やや大規模な噴火 ：噴出物量が 107～108トンの噴火

・中規模な噴火 ：噴出物量が 106～107トンの噴火 

・小規模な噴火 ：噴出物量が 104～106トンの噴火 

・ごく小規模な噴火：噴出物量が 104トン未満の噴火

３．小さい噴火規模に対する緊急減災対策砂防計画

の必要性

ここで、一例として那須岳火山噴火緊急減災対策砂

防計画7に記載されている噴火規模の設定について公

開情報から確認した。図-1 に示すとおり計画で扱わ

れている噴火規模は、「小規模な噴火」と「中規模な

噴火」が緊急対策の対象とされている。これは、「①

ごく小規模な水蒸気噴火」は山頂周辺のごく狭い範囲

にのみ影響し土砂移動は発生しないか発生してもご

く小規模であること、一方、「④大規模なマグマ噴火」

は非常に広域に影響する噴火であり、砂防事業として

対応することは困難であるという理由からである。那

須岳における各噴火規模の噴出量は次の通りである。 

・大規模な噴火：1.2×109 ｍ3

・中規模な噴火：4.2×107 ｍ3

・小規模な噴火：2.4×106 ｍ3

図-1 那須岳緊急減災対策砂防計画で対象とされて 
いる２つの噴火シナリオのケース 

図は那須岳火山噴火緊急減災対策砂防計画（計画編）計-6 より転用 
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一方で那須岳における有史以降の水蒸気噴火のうち、

小規模や中規模な噴火として定義されていない噴火が

3 回発生（1953 年、1960 年、1963 年）8しており、数十

年に 1 回程度のごく小規模な噴火（小さい噴火規模）

の実績として想定することができる。これらの噴火に

よる被害は報告されていないものの火砕物が降下して

いるという記載があるため、噴火時の風向や噴出量の

増加に伴い降灰後の土石流による保全対象への影響が

生じる可能性がある。 

ここで火山噴火がどう推移するか分からない段階で、

噴火発生時から「緊急減災計画」の想定規模に対して

緊急対策を始めることは重要である。しかし、緊急ハ

ード対策については想定規模に対する施設規模が大き

く整備に時間を要すること、想定規模に噴火活動が及

ばないまま継続する場合や終息する場合も想定される。 

そこで、火山活動の様々な状況に臨機応変に対応で

きるよう比較的発生の確率が高いと想定されるごく小

規模な噴火（小さい噴火規模）についても緊急対策を

検討していく必要があると考える。 

４．小さい噴火規模に対する緊急減災対策砂防計画

検討時の留意点 

（1）被害想定 過去の小さい噴火規模における噴出量

の明確な記録が残ってないことが多い。このため、数

値シミュレーションのパラメータ設定に困難が予想さ

れるため他火山の実績や学識経験者の意見を踏まえ被

害想定を検討することが望ましい。また、被害想定の

結果、保全対象への直接的な影響が想定されない場合

においても緊急対策を実施しないこととはせず、小さ

い噴火規模から火山活動が活発化に備えた段階的な緊

急対策が必要になっていくことに留意が必要である

（例えばKu-SATによる応急的な土砂移動監視から恒久

的な監視カメラの設置）。 

（2）緊急ハード対策 「緊急減災計画」では計画上、

最大規模となる砂防施設（仮設堰堤工や除石工）が配

置されている場合がある。小さい噴火規模を想定した

場合、最大規模の対策に比べ施設規模や配置する基数

が少なくなるが、噴火活動が活発化した場合を想定し、

計画上扱われている最大規模の最終的な形状を見据え

た施工が可能となるよう検討することが重要である

（例えば仮設堰堤工に用いるコンクリートブロックの

積み方等）。

５．まとめ

今後、いつ、どこで噴火するか想定が難しい火山噴

火において「緊急減災対策」の計画内容の充実化を図

ることが重要と考える。ここでは小さい噴火規模への

緊急対策の必要性について報告したが、全国の火山の

「緊急減災計画」で検討されている噴火規模の設定状

況についてインターネット上の公開状況から調査した。

各火山における噴火規模の設定は、過去の噴火実績等

の火山特性に応じて大規模なものからごく小規模なも

のなど様々であるが、ここでは小さい噴火規模として

1.5×106 ｍ3程度以下の噴出物として整理をした。この

結果、表-1 に示す 11 火山で小さい規模のケースが想定

されている状況であった（全ての火山においてインタ

ーネットで公開されてないため実際の検討状況と異な

る可能性がある）。また、このうち一部の火山において

小さい噴火規模を緊急ハード対策の対象としているが、

全体的にこのような規模に対する緊急ハード対策の検

討はあまり進められていないものと想定される。小さ

な噴火規模についても各種緊急対策の実現性を踏まえ

た計画を立案し、現在計画されている「緊急減災計画」

の対象規模に対して段階的に対応できるようにするこ

とが必要と考える。さらに小さい噴火規模に対する計

画を火山噴火時の様々な状況に対応できるよう「緊急

対策ドリル」として平常時から準備しておくことが有

効と考える。 
表-1 土砂移動シナリオで小さい噴火規模が想定 

されている火山
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⽕⼭名 噴出物(トン) 設定根拠等
⼤雪⼭ 1.5×105 極⼩規模噴⽕（公開資料では根拠不明）
倶多楽 6.9×105 200年前の⽔蒸気噴⽕による
岩⽊⼭ 1.5×105 有史以来の⽔蒸気噴⽕による

7.5×104 ⼤岳⽕⼝：⽔蒸気噴⽕
1.5×104 地獄沼⽕⼝
7.5×105 ⼤岳⽕⼝：マグマ噴⽕

秋⽥焼⼭ 1.5×106 1678年噴⽕
吾妻⼭ 1.5×106 1893年噴⽕

安達太良⼭ 1.5×106 1900年噴⽕
磐梯⼭ 1.5×106 ⽕⼭灰を残さない程度の規模として設定

御嶽⼭ 1.5×105
⽐較的発⽣しやすい量として設定されている。
その例として1979年噴⽕、2014年噴⽕を例⽰

⽩⼭ 1.5×106 ⽕⼭灰を残さない程度の噴⽕規模として設定
鶴⾒岳・伽藍岳 104〜105オーダー 公開資料では根拠不明

⼋甲⽥⼭

噴出量をm3単位で設定している⽕⼭については降灰量1m3＝1.5トンで換算した
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