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火山噴火緊急減災対策砂防計画策定の目的
九重山火山噴火緊急減災対策砂防計画は、規模や発生時期の特定の予測が難しい火
山噴火に伴い発生する土砂災害に対して、ハード対策とソフト対策からなる緊急対策
を迅速かつ効率的に実施し、被害をできる限り軽減（減災）することを目的とする。
【解 説】
九重山では 1995（平成 7）年に水蒸気噴火（水蒸気爆発）が発生したことを契機に、
火山砂防事業、火山噴火警戒避難対策事業を実施している。
2000（平成 12）年には有珠山や三宅島で火山噴火が発生し、周辺地域に甚大な被害
を発生させたが、火山噴火に対する警戒避難の心構えが事前に確認されていたことで住
民避難がより迅速に行えたことで人的被害はなかった。
このことより火山地域における警戒避難体制をはじめとする総合的な火山噴火対策
の重要性が認識され、九重山では、2004（平成 16）年に｢くじゅう山系火山砂防基本計
画｣が検討された。
しかし、発生時期の特定の予測が難しい火山噴火に対し、災害の防御に必要な砂防堰
堤をはじめとしたハード施設の整備水準は、期待するほど向上しておらず、火山噴火の
被害を完全に回避することは困難な状況にある。
そこで、火山が噴火した際の被害を回避あるいは出来る限り軽減するために、緊急時
に講じるべき対策やあらかじめ実施しておくべき事項を定め、より円滑かつ緊急時に最
大限の効果を発揮する計画を策定するものである。
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九重山火山噴火緊急減災対策砂防計画の概要
…【計画編】 1．緊急減災対策における計画方針（1.1）

九重山の噴火活動は、マグマ噴火と水蒸気爆発であり、17 世紀以降の噴火はいず
れも水蒸気爆発で、硫黄山周辺で発生している。マグマ噴火は 1700 年前に発生して
おり、中長期的には今後もマグマ噴火が発生する可能性が高いといえる。最新のマグ
マ噴火は黒岳を形成した噴火活動であるが、将来噴火が発生しうる噴火口の位置を特
定するのは難しい。しかしながら、黒岳噴火以前の活動としては大船山で複数回の活
動が発生している。
このため、硫黄山を小規模な水蒸気爆発の発生する可能性が高い区域、大船山を規
模の大きなマグマ噴火が発生する可能性が高い区域とし、これら噴火活動により生じ
る現象に対し対策を計画するものとする。
【解 説】
硫黄山（星生山中腹付近）
硫黄山周辺では、水蒸気爆発による噴火活動が、少なくとも約 1,700 年前以降、何度
も発生している。また、硫黄山の直下には、マグマから放出されるマグマ性流体の上昇
通路が存在していると考えられ、今後とも長期にわたって、硫黄山周辺で水蒸気爆発を
行う可能性が高い。したがって、硫黄山周辺を噴火位置として想定する。
大船山付近（大船山～黒岳周辺）
九重火山群における溶岩流、火砕流、降下火砕物などを噴出した噴火活動は、長期的
には九重山の西部から東部へと移動しており、最新のマグマ噴火は、黒岳を形成した噴
火活動である。しかし、今後長期的な火山活動の視野に立つと、噴火口の位置を想定す
るのは難しい。このため、黒岳の噴火活動以前に活発な活動を続けていた大船山（米窪
火口周辺）を噴火位置として想定する。
硫黄山では、水蒸気爆発に伴い降下火山灰が周辺流域を覆い浸透能を低下させ、小規
模な降雨でも土石流化し、下流域に影響を及ぼす土砂移動（以下、降灰後の土石流）が
懸念される。
また、大船山では、マグマ噴火に伴い規模の大きい溶岩流や速度が速い火砕流といっ
たいずれも高温の現象の発生が懸念される。
降灰後の土石流に対しては、ハード施設を整備することで対応が可能であるが、溶岩
流、火砕流は規模が大きく、ハード対策で対応することは難しい。
したがって、下記の方針をもって対策を図るものとする。
硫黄山周辺

水蒸気爆発に対する緊急ハード・ソフト対策を優先的に実施する。

九重山系全体

マグマ噴火に対する緊急ソフト対策を実施する
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九重山における火山防災戦略
…【共通編】 1．火山噴火緊急減災対策砂防計画策定の経緯（1.1～1.2）

九重山のような観光地域は、観光産業が地域経済の基盤であり、観光客や登山客が
多く集まる場所でもあるため、これらを前提とした減災目標を定め、具体的な指標に
沿った火山防災戦略を遂行していく必要がある。
【解 説】
減災目標として、第一は九重山噴火による人的被害を｢ゼロ｣にすることはもちろんの
こと、経済活動の持続と速やかな復興を実現させ、地域経済への影響を出来る限り軽減
することにある。
火山噴火という大規模で長期的な災害を及ぼす現象に対しては、一部の機関だけでは
対応が難しく、関係機関が協力して対応を図る必要がある。
その共通の土台として、噴火シナリオ（想定される現象とその規模、およびそれらの
推移を時系列にまとめた
もの）を作成するものであ
り、共通の認識を深めた上

火山噴火緊急減災対策砂防計画
検討内容

で、関係機関が相互に協力
し火山防災に対し取り組
む必要がある。
関係機関全体で取り組

・噴火シナリオの作成
・情報インフラの整備
・緊急ハード対策の検討
・緊急支援機材等の備蓄

役 割
・共通認識
・地域社会へ貢献

む数ある事項の中でも、砂
防部局として主として取
り組んで行く必要がある
項目としては、噴火シナリ
オに対する緊急対策計画
（ハード・ソフト対策）の
立案や、専門家とのコミュ
ニケーションの｢場｣の提
供である。

● 減災目標（全体案）
・九重山噴火による人的被害を「０」にする
・経済活動の持続と速やかな復興を実現する

● 取組項目
・地域住民への防災インフォームド・コンセントの充実
（正しい情報を伝え住民の合意を得る）
・持続的な防災啓発活動の推進
・住民・観光客の自助・共助の促進
・専門家とのコミュニケーション促進
・情報共有体制の確立
・達成目標の明確化

● 砂防部局としての取組項目
・噴火シナリオに対する緊急対策計画
（ハード・ソフト対策）の立案
・専門家とのコミュニケーションの「場」の提供
等
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現状の把握
…【共通編】 2．九重山の概要、3．九重山における火山防災事業の現状

九重山周辺は、阿蘇くじゅう国立公園地域に指定されており、国有林・保安林が多
く分布する。また、保全対象は少ないものの、観光・宿泊施設が多数存在する。硫黄
山周辺では砂防・治山施設などのハード対策施設、また監視カメラや雨量計などソフ
ト対策施設が整備されており、大船山周辺は今後、『くじゅう山系砂防基本計画』に
沿って、ハード対策・ソフト対策の整備を進める予定である。
【解 説】
（１）法規制区域
九重山の火山体の広い範囲は国有林となっており、山麓を含めた広範囲が保安林と
なっている。また、やまなみハイウェイを含むこれらの範囲は自然公園区域『阿蘇く
じゅう国立公園』に指定されており、星生山から大船山にかけての火山体中心部は特
別保護地区に指定されている。
（２）保全対象の分布
九重山麓に分布する集落は、九重山の北側に 3 地区（長者原地区、吉部地区等）
、
北西側に 5 地区（筋湯、大岳地熱発電所、湯坪地区等）、南西側に 10 地区（熊本県黒
川温泉、萩の草、田尻地区等）
、南東側には久住市街地を含めて約 30 地区（千人塚、
有氏、栢木地区等）
、さらに東北側には白水鉱泉を含めて約 5 地区が存在している。
（３）観光・宿泊施設の分布
九重山周辺の観光施設としては、山体の中心部から南側にかけての竹田市（旧久住
町）側には法華院温泉、赤川温泉、ガンジーファーム（観光牧場）などがあり、山体
の北側の九重町側にはやまなみハイウェイ沿いに長者原温泉（寒ノ地獄温泉など）や
キャンプ場が集中し、その他にも九州電力の八丁原地熱発電所展示館や九重グリーン
パーク（キャンプ場など）がある。
（４）ハード対策施設整備状況
砂防事業及び治山事業の実施状況は、堰堤工、谷止工、床固工等が硫黄山で 152 基、
大船山で 27 基、となっている。
（５）ソフト対策施設整備状況
九重山における火山監視システムは、平成 8 年度から整備が進められている。監視
観測データは、長者原中継局に一元的に集められ監視局へ情報伝達されている。
また、気象庁では、平成 14 年 3 月より、火山防災業務体制の強化として、
「火山監
視・情報センター」を設置（九州地方は福岡管区気象台）し、専門職員による 24 時
間の監視、診断を行い、迅速な情報提供を実施している。その他の機関としては、京
都大学、九州大学で火山活動観測が実施されている。
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（１）法規制状況（左：国有林、保安林

右：国立公園、国定公園）

5

（２）保全対象の分布

（３）観光・宿泊施設の分布
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（４）ハード対策施設整備状況
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（５）ソフト対策施設整備状況
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噴火シナリオの作成
…【共通編】 4．九重山で想定される土砂移動現象（4.2）

地質学、地球物理学および火山活動実績など文献から考察した九重山の現況を踏ま
え、噴火現象を検討した上で、想定されている現象とその規模およびそれらの推移を
時系列にまとめる。
【解 説】
■硫黄山周辺における想定ケースと想定現象
硫黄山周辺では、直下に貫入したマグマの不安定が発生し噴火に至った場合、水蒸気
爆発が起こることを想定し、以下の 3 ケースを設定する。
ケース名

想定現象

備考

ケースH-3

降下火山灰・噴石・火口噴出型泥流

VEI=2：連続地層として確認 （水蒸気爆発）

ケースH-2

降下火山灰・噴石・火口噴出型泥流

VEI=1：1995年と同規模 （水蒸気爆発）

ケースH-1

降下火山灰・噴石

VEI=0：歴史史料に記述 （水蒸気爆発）

＊）VEI についての解説は「共通編」の P100 に記す

■九重山全体における想定ケースと想定現象
九重山系全体では、マグマ噴火に先行して水蒸気爆発（マグマ水蒸気爆発）の発生も
想定されるため、硫黄山周辺における水蒸気爆発の規模を参考に設定する。また、噴火
に至った場合、溶岩流または溶岩ドームの形成、溶岩ドーム崩落型の火砕流へ発展する
ことも想定し、以下の計 7 ケースを設定する。
ケース名

想定現象

備考

ケースT-5-a

噴石・降下火山灰・溶岩流/溶岩ドーム
・溶岩ドーム崩落型火砕流
VEI=4 (マグマ噴火）

ケースT-5-b

降下スコリア（軽石）・噴煙柱崩壊型火砕流

ケースT-4-a

噴石・降下火山灰・溶岩流/溶岩ドーム
・溶岩ドーム崩落型火砕流
VEI=3 (マグマ噴火）

ケースT-4-b

降下スコリア（軽石）・噴煙柱崩壊型火砕流

ケースT-3

降下火山灰・噴石・火口噴出型泥流

VEI=2 (水蒸気爆発、マグマ水蒸気爆発）

ケースT-2

降下火山灰・噴石・火口噴出型泥流

VEI=1 (水蒸気爆発、マグマ水蒸気爆発）

ケースT-1

降下火山灰・噴石

VEI=0 (水蒸気爆発、マグマ水蒸気爆発）
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＊）全てのケースにおいて、火山ガスの噴出に注意

硫黄山周辺

水 蒸 気 爆発

可能性が相対的に最も高い推移
ケースH-3

可能性が相対的に次に高い推移

・VEI = 2：連続地層として確認

可能性は相対的に最も低い推移

降下火山灰・噴石・火口噴出型泥流

土 石 流

VEI（火山爆発指数：Volcanic Explosive Index ）は、本
来、爆発的な噴火の規模を示すもので、火山灰などの火山
砕屑物を伴わず穏やかに溶岩流だけを流出させるような噴
火の記述には適さないが、本計画では、一回の噴火によっ
て生産された火山噴出物総量（火山灰や溶岩流の合計）を
表現する値として採用する。VEIが1あがるごとに噴出量は

ケースH-2

火山性異常の検出

・VEI = 1：1995年と同規模
終

土 石 流

降下火山灰・噴石・火口噴出型泥流

了

6

3

概ね10倍になり、例えばVEI＝2の噴出量は10 m オーダー
である。

ケースH-1
・VEI = 0：歴史史料に記述
土 石 流

降下火山灰・噴石

＊）水蒸気爆発（マグマ水蒸気爆発）経ないでマグマ噴火に移行する可能性もある．

九重山系全体

マ グ マ 噴火

ケースT-5-a

水 蒸 気爆 発 （ マグ マ 水 蒸気 爆 発 ）

・VEI = 4

ケースT-3

噴石・降下火山灰

・VEI = 2：連続地層として確認

溶岩流/溶岩ドーム

土 石 流

降下火山灰・噴石・火口噴出型泥流

土 石 流
溶岩ドーム崩落型火砕流

ケースT-5-b
・VEI = 4

マグマの上昇

火山性異常の検出

ケースT-2

（初期に熱水系異常）

降下スコリア（軽石）

・VEI = 1：1995年と同規模
終

了

終

了

噴煙柱崩壊型火砕流

土 石 流

ケースT-4-a
土 石 流

降下火山灰・噴石・火口噴出型泥流

・VEI = 3
噴石・降下火山灰
溶岩流/溶岩ドーム

ケースT-1
・VEI = 0：歴史史料に記述

土 石 流
溶岩ドーム崩落型火砕流

ケースT-4-b
土 石 流

降下火山灰・噴石

・VEI = 3
降下スコリア（軽石）
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噴煙柱崩壊型火砕流

土 石 流

想定される影響範囲と被害の把握
…【共通編】 4．九重山で想定される土砂移動現象（4.3）

硫黄山周辺の噴火として、最大規模の水蒸気爆発に伴う降灰後の土石流、また九重
山全体の噴火として大船山米窪火口から噴出する溶岩流および溶岩ドームが崩壊し
火砕流に至った場合の影響範囲について、数値シミュレーションを行い、想定される
影響範囲と被害を把握する。また、噴火シナリオにおいて想定されるこれ以外の現象
については、火山防災マップに示された影響範囲であるため、これから被害を把握す
る。
【解 説】
■降灰
水蒸気爆発で最大規模のケース（VEI=2；ケース H-3）で、
「くじゅう山系火山砂防基
本計画」と同規模の 100 万 m3 の降灰時の影響範囲を想定する。
■降灰後の土石流
他火山の事例より、20cm 以上の降灰が有れば浸透能が悪くなり土石流発生の頻度が
高くなることを想定し、水蒸気爆発で最大規模のケース H-3 で、これに該当する硫黄山
周辺の三俣川、白水川、奥郷川、奥郷上流川、赤川及び鳴子川の 6 渓流を対象とする。
九重山では現況施設整備が白水川以外では進んでおらず、減災対策を行う上では、ま
ず 2 年超過確率規模の降雨を対象とし計画を行う。
なお、平成 23 年 5 月 1 日に施行された土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対
策の推進に関する法律（「土砂災害防止法」
）の一部を改正する法律では、緊急調査を実
施する要件として、降灰等が「河川の勾配が 10 度以上の流域のおおむね 5 割以上の土
地において 1cm 以上堆積していると推計され、被害が予測される土地の区域に存する居
室を有する建築物の数がおおむね 10 戸以上」となる場合としており、降灰厚 1cm 以上
は緊急調査対象の要件の一つとなっている。一方、九重山のおける緊急ハード対策を実
施する渓流の抽出は、降灰厚のみを抽出要件としており、他火山において降灰後に土石
流発生が頻発した事例を参考に降灰厚 20cm 以上を採用した。なお、後述する対策開始
のタイミングの設定でも述べるように、実際の緊急ハード対策の実施は緊急調査結果な
どを参考に土石流被害の可能性が高い渓流で行うことになる。
■溶岩流
米窪火口で噴出した場合、地形的な条件（火口縁の中で低い箇所）を考慮し、火口縁
の中で低い箇所である東側方向及び西側方向の 2 方向にそれぞれ流下した場合を想定
し、想定規模は大船南溶岩流の実績総噴出量（9.2×108m3）とする（ケース T-5-a）。
なお、火山防災マップでは上記の規模より 1 ランク小さい段原溶岩流の実績総噴出量
の 1/3（1.3×107m3）とされている（ケース T-4-a）
。
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■火砕流
その発生様式や規模、含有火砕物の性質等は多様であり、九重山では溶岩ドームや厚
い溶岩の先端部などが崩壊して発生する火砕流（溶岩ドーム崩落型火砕流）と、噴煙が
立ち昇り、その一部が落下し斜面を流下する火砕流（噴煙柱崩壊型火砕流）の 2 通りの
発生形態を想定する。
溶岩ドーム崩落型火砕流については雲仙普賢岳で発生した規模の大きな３事例の平
均値である 350 万 m3 を想定し（ケース T-4-a、T-5-a）
、噴煙柱崩壊型火砕流については
約 2000 年前に大船山の米窪火口で起きた噴火時の火砕流堆積物より推定した 82 万 m3
を想定する（ケース T-4-b）
。
■想定降灰分布域〔図中の数値は、降灰層厚（cm）〕

本地域において年間を通した卓越風である
西寄の風を考慮した想定降灰分布（実線）
（実際にはより狭い範囲に降灰すると想定）

噴火時の風向きは現時点で想定できないため
どの方向にも降灰する可能性があることを図示（破線）

「くじゅう山系火山防災マップ」（平成 16 年 3 月）より一部修正・加筆
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■降灰後の土石流による影響範囲
降灰量 100 万 m3、2 年超過確率規模の降雨
三俣川・白水川
■
■
■
■

氾濫開始点直下流の防災道路を乗り越え白水川へと流下
保全人家 1 戸及び隣接する長者原中継所（大分県玖珠土木事務所）に影響
国民宿舎等にも影響
タデ原湿原（長者原自然研究路）に影響。規模によってはより被害が大きくな
る可能性
■ 流路に沿って流下しているが、橋梁桁下が閉塞した場合、被害の影響が大き
くなる可能性

奥郷川
■ 宿泊施設（九重ヒュッテ）のごく近くま
で流下し、影響する可能性
■ やまなみハイウェイに影響を及ぼす

鳴子川
■ 法華院温泉山荘に影響。また、坊ガ
ツルキャンプ場にも影響する可能性

赤川
奥郷上流川
■ 道路維持管理用地（県有地）に影響
■ 流路内を流下しているが、橋梁が閉
塞し、やまなみハイウェイに沿いに流
下する可能性

■ 宿泊施設（赤川温泉赤川荘）に影響
■ 避難路にも影響を及ぼす
■ 保宿泊施設（久住温泉くじゅうヒルズ
ホテル、ペンション等）及び別荘等に
影響する可能性
■ 河道が閉塞すれば、より広範囲・遠
方まで影響する可能性
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■溶岩流による影響範囲
一般県道 621 号手前の
男池手前約 300m 付近
まで到達

大船南溶岩流の実績規模（9.2 億 m3）

坊ガツル湿原・坊ガツル
キャンプ場に影響を与
え、標高 1,000m 付近にま
で流下

広域農道を横断し、
柚柑子（ゆ
広域農道を横断し、柚
柑子（ゆこうじ）集落
こうじ）集落へわずかに到達
へわずかに到達

一般県道 669 号を越え、ガ
ンジーファーム（観光牧
場）、レゾネイトクラブくじ
ゅう（宿泊施設）に影響を
与え、標高 800m 付近にまで
流下

14

その他、
多くの林道・登山道に影響
20～30 日で動きは緩慢、
30 日を経過するとほぼ停止

■溶岩流による影響範囲
段原溶岩流の実績規模の 1/3（1,300 万 m3）

坊ガツル湿原・坊ガツ
ル キャンプ場 に影響
を与える

その他、
多くの林道・登山道に影響

「くじゅう山系火山防災マップ」（平成 16 年 3 月）より転載（一部加筆）
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■溶岩ドーム崩落型火砕流による影響範囲
雲仙普賢岳で発生した規模の大きな

火砕流本体は男池、火砕サー
ジについては一般県道 621
号まで影響を与える。

３事例の平均値（350 万 m3）

坊ガツル湿原・坊ガツ
ルキャンプ場に影響を
与え、火砕サージは法
華院温泉にまで影響を
及ぼす。

凡

例

火砕流本

その他、
多くの林道・登山道に影響

火砕サージ

16

火砕流本体は広域農道を横断し、
火砕サージは柚柑子（ゆこうじ）
集落に対して影響を与える。

■噴煙柱崩壊型火砕流による影響範囲
約 2000 年前に大船山の米窪火口で起きた
噴火時の火砕流堆積物より推定（82 万 m3）

その他、
多くの林道・登山道に影響

火砕流本体、火砕サージが
ミヤマキリシマ群落に影
響を及ぼす。
凡

例

火砕流

「くじゅう山系火山防災マップ」
火砕サージ

（平成 16 年 3 月）より転載（一部加筆）
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対象とする噴火シナリオのケース
…【計画編】 1．緊急減災計画における計画方針（1.4）

硫黄山周辺の噴火については現況の施設整備状況を踏まえ、2 年超過確率降雨によ
り発生する降灰後の土石流に対して、緊急ハード・ソフト対策を優先的に実施する。
九重山系全体の噴火については、溶岩流および火砕流（噴煙注崩壊型および溶岩ド
ーム崩落型）に対し、緊急ソフト対策を実施する。
【解 説】
■硫黄山周辺
硫黄山周辺は、九重山のなかで今後とも噴火が発生する可能性が最も高い地域である。
その噴火は、水蒸気爆発であると想定され、マグマ噴火と比較するとその規模は小さ
いものの、噴火による降灰によって、平年的な降雨でも土石流が発生しやすい状況とな
ることが予想される。また、土石流の発生が想定される渓流の下流側には、宿泊施設を
初め、観光施設、観光地が拡がり、また、渓流沿いには、着実に施設整備が実施されて
はいるものの、整備状況は十分なものとなっていない。このため、硫黄山周辺では、水
蒸気爆発を想定した緊急ハード・ソフト対策を実施する。
■九重山系全体
九重山系全体では、有史以降にマグマ噴火は発生しておらず、硫黄山以外の地域で地
震活動や噴気活動などの火山活動は観測されていない。しかしながら、中長期的には、
マグマ噴火が発生する可能性が高く、1,700 年前に最新のマグマ噴火を起こしており、
それ以前は 1,000～2,000 年間隔で規模の大きな噴火を繰り返してきた。しかしながら、
噴火口の位置は長期的には九重山の西部から東部へと移動しており、噴火口の位置を想
定するのは難しい。
また、マグマ噴火で想定される溶岩流（溶岩ドーム）については、小規模であれば施
設によって停止・導流の可能性もあるが、想定される溶岩流の規模は比較的大きく、厚
さは末端部でも 200m を越えることから、ハード対策施設による対策の効果は期待でき
ない。
しかし、溶岩流の流下速度は比較的遅く、流下が確認されたからでも十分避難の時間
が確保できると想定される。溶岩ドーム崩落型火砕流、噴煙柱崩壊型の火砕流について
は、規模によらず施設によって制御することが困難である。
このため、九重山系全体では、マグマ噴火を想定するが、緊急対策はソフト対策によ
るものとし、ハード対策は実施しない。
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硫黄山周辺で想定される噴火シナリオの時系列推移（降灰後の土石流を想定）

静穏期

ステージ区分

想
定
さ
れ
る
火
山
現
象
の
推
移

（→活動低調）

火山性地震発生回数
地殻変動（GPS観測）

活 動 期

噴火準備期

（+） （↓火山体収縮）

静穏期

（↑回数増加）
（↑火山体膨張）

（→収縮停滞）

（-）

（↑温度上昇）

噴気及び地熱地帯の温度

（↑噴気量増加）

噴気量

（↑放出量増加）

噴気成分
(HCl・SO2放出量)

（火口周辺に影響を及ぼす噴火が発生、あるいは発生すると予想され （居住地域の近くまで重大な影響を及ぼす噴火
る）
が発生、あるいは発生すると予想される）

（火山活動は静穏）

予報警報
（火山情報等）

噴火予報

火口周辺警報

火山の状況に関する解説情報

－

5～10年

2～6ヶ月

＊）1995年噴火時の観測情報等にもとづき作成しているため，実際の噴火時には，
想定しない現象が発生したり，想定しない時系列で進行する可能性がある．
＊）噴火警戒レベルについては，活動の状況に応じて，
適宜協議しながら設定されるため，想定通りにならない可能性がある．
＊）活動期以外にも火山ガスの噴出に注意．

本 シ ナ リ オ で想 定 す る
推移方向

可 能 性 の あ る推 移 方 向

火口周辺警報

数日～数ヶ月

水蒸気爆発

数日～数ヶ月

確率：54%

VEI ＝ 1規模の噴火
（1995年噴火）
・噴石の飛散
火口から半径約1km
・火口噴出型火山泥流
火山灰

VEI ＝ 2規模の噴火
（水蒸気爆発の平均規模）
・噴石の飛散
火口から半径約1.5km
・火口噴出型火山泥流
火山灰
確率：15%

レベル2→1
噴火予報
火山の状況に関する解説情報

数ヶ月～数年

火山活動の低下・終息
・噴煙量の減少
・地震活動の低下
・火山ガスの減少
・熱活動の低下

確率：31%

繰 り 返 し 発 生す る
可 能 性 の あ る推 移 方 向

5）

噴火シナリオ
1）

・火山体の収縮
・火山体の冷却

レベル3

レベル2

レベル1

噴火警戒レベル

時 間 （目 安）

（↑放出量急増）

・地震活動低調
・地殻変動及び地磁気活動
2）
停滞
3）
・噴気量増加
・噴気に青白色ガス混じる
（SO2放出量増大）4）

・火山性地震の増加
（参考：2002-2004年の発生回数
は、1.2-1.4回/日、2005-2008年の発
生回数は0.2-0.4回/日）
・火山体の膨張を示す地殻変動6）
7）
・火山体の加熱を示す地磁気異常
8）
・噴気及び噴気地帯の温度上昇
・噴気地帯の最上流部の湧水減少・
9）
停止
・HCl（塩化水素）放出量の急増10）

火山活動の高まり
・噴煙量の増加
・地震の増加
・新たな噴気箇所
・熱活動の活発化
VEI ＝ 0規模の噴火

＊）VEI = 0～2規模の噴火は規模を変化させ
ながら，活動を繰り返す恐れがある．

・噴火による噴出物堆積後に、土石流等の発生
青：1995年噴火前後の観測実績から発生が想定される現象
黒：1995年噴火時の観測データはないが発生する可能性のある現象
参考資料：1）気象庁の火山活動解説資料，江原・藤光（1996），江原（2007）等，2）気象庁の火山活動解説資料，橋本・他（2002），吉川・須藤（2003）等，3）江原（2008）等， 4）江原・藤光（1996）等，5）気象庁の火山活動解説資料，江原（2007）等，
6）気象庁の火山活動解説資料，吉川・須藤（2003）等，7）橋本・他（2002）等，8）気象庁の火山活動解説資料，江原（2007）等，9）糸井・他(2000)等，10）糸井・他（2000）等．
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九重山系全体で想定される噴火シナリオの時系列推移（溶岩流・溶岩ドームの形成、溶岩ドーム崩落型火砕流を想定）

静穏期

ステージ区分

活 動 期

噴火準備期
レベル2

レベル3

レベル4

レベル5

（火口周辺に影響を及ぼす噴火が発生、あるいは発生すると
予想される）

（居住地域の近くまで重大な影響を及ぼす噴火が発生、あるいは発生すると予想され
る）

（居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が
発生すると予想される）

（居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が
発生、あるいは切迫している状態）

火口周辺警報

火口周辺警報

噴火警報

噴火警報

数日～数ヶ月

数日～数ヶ月

数日～数ヶ月

レベル1
噴火警戒レベル
（火山活動は静穏）

予報警報
（火山情報等）
時 間 （目 安）

噴火予報
火山の状況に関する解説情報

－

5～10年

静穏期

2～6ヶ月

数日～数ヶ月

レベル（4・3・2）→1

噴火予報
火山の状況に関する解説情報

数ヶ月～数年

＊）1995年噴火時の観測情報等にもとづき作成しているため，実際の噴火時には，
想定しない現象が発生したり，想定しない時系列で進行する可能性がある．
＊）噴火警戒レベルについては，活動の状況に応じて，
適宜協議しながら設定されるため，想定通りにならない可能性がある．

マグマ噴火

＊）活動期以外にも火山ガスの噴出に注意．
・溶岩流（溶岩ドーム）
本シナリオで想定する
推移方向

・火口内に溶岩の出現

可能性のある推移方向

繰り返し発生する
可能性のある推移方向

・溶岩ドーム崩落型火砕流

水蒸気爆発（マグマ水蒸気爆発）
VEI ＝ 2規模の噴火
（水蒸気爆発の平均規模）
・噴石の飛散
火口から半径約1.5km
・火山灰

VEI ＝ 1規模の噴火
（1995年噴火）
・噴石の飛散
火口から半径約1km
・火山灰

噴火シナリオ

1）

・火山体の収縮
・火山体の冷却

・地震活動低調
・地殻変動及び地磁気活動
停滞2）
・噴気量増加3）
・噴気に青白色ガス混じる
（SO2放出量増大）4）

・火山性地震の増加5）
（参考：2002-2004年の発生回数
は、1.2-1.4回/日、2005-2008年の発
生回数は0.2-0.4回/日）
・火山体の膨張を示す地殻変動6）
・火山体の加熱を示す地磁気異常7）
・噴気及び噴気地帯の温度上昇8）
・噴気地帯の最上流部の湧水減少・
停止9）
・HCl（塩化水素）放出量の急増10）

火山活動の高まり
・噴煙量の増加
・地震の増加
・新たな噴気箇所
・熱活動の活発化
VEI ＝ 0規模の噴火

＊）VEI = 0～2規模の噴火は規模を変化させ
ながら，活動を繰り返す恐れがある．

・噴火による噴出物堆積後に、土石流等の発生
青：1995年噴火前後の観測実績から発生が想定される現象
黒：1995年噴火時の観測データはないが発生する可能性のある現象
参考資料：1）気象庁の火山活動解説資料，江原・藤光（1996），江原（2007）等，2）気象庁の火山活動解説資料，橋本・他（2002），吉川・須藤（2003）等，3）江原（2008）等， 4）江原・藤光（1996）等，5）気象庁の火山活動解説資料，江原（2007）等，
6）気象庁の火山活動解説資料，吉川・須藤（2003）等，7）橋本・他（2002）等，8）気象庁の火山活動解説資料，江原（2007）等，9）糸井・他(2000)等，10）糸井・他（2000）等．

＊）九重山系全体では、マグマ噴火の発生を想定するが、火口位置を想定するのは難しいため、ケーススタディとして、大船山の米窪火口を想定し検討した。
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火山活動の低下・終息
・噴煙量の減少
・地震活動の低下
・火山ガスの減少
・熱活動の低下

九重山系全体で想定される噴火シナリオの時系列推移（降下スコリア（軽石）
、噴煙柱崩壊型火砕流を想定）

静穏期

ステージ区分

活 動 期

噴火準備期
レベル2

レベル3

レベル4

レベル5

（火口周辺に影響を及ぼす噴火が発生、あるいは発生すると
予想される）

（居住地域の近くまで重大な影響を及ぼす噴火が発生、あるいは発生すると予想され
る）

（居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が
発生すると予想される）

（居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が
発生、あるいは切迫している状態）

火口周辺警報

火口周辺警報

噴火警報

噴火警報

数日～数ヶ月

数時間～数日

数時間～数日

レベル1
噴火警戒レベル
（火山活動は静穏）

予報警報
（火山情報等）
時 間 （目 安）

噴火予報
火山の状況に関する解説情報

－

5～10年

静穏期

2～6ヶ月

数日～数ヶ月

レベル（4・3・2）→1

噴火予報
火山の状況に関する解説情報

数ヶ月～数年

＊）1995年噴火時の観測情報等にもとづき作成しているため，実際の噴火時には，
想定しない現象が発生したり，想定しない時系列で進行する可能性がある．
＊）噴火警戒レベルについては，活動の状況に応じて，
適宜協議しながら設定されるため，想定通りにならない可能性がある．

マグマ噴火

＊）活動期以外にも火山ガスの噴出に注意．
・降下スコリア（軽石）
本シナリオで想定する
推移方向

可能性のある推移方向

繰 り 返 し 発 生す る
可能性のある推移方向

・噴煙柱崩壊型火砕流

水蒸気爆発（マグマ水蒸気爆発）
VEI ＝ 2規模の噴火
（水蒸気爆発の平均規模）
・噴石の飛散
火口から半径約1.5km
・火山灰

VEI ＝ 1規模の噴火
（1995年噴火）
・噴石の飛散
火口から半径約1km
・火山灰

噴火シナリオ

1）

・火山体の収縮
・火山体の冷却

・地震活動低調
・地殻変動及び地磁気活動
停滞2）
・噴気量増加3）
・噴気に青白色ガス混じる
（SO2放出量増大）4）

・火山性地震の増加5）
（参考：2002-2004年の発生回数
は、1.2-1.4回/日、2005-2008年の発
生回数は0.2-0.4回/日）
・火山体の膨張を示す地殻変動6）
・火山体の加熱を示す地磁気異常77）
・噴気及び噴気地帯の温度上昇8）
・噴気地帯の最上流部の湧水減少・
停止9）
・HCl（塩化水素）放出量の急増10）

火山活動の高まり
・噴煙量の増加
・地震の増加
・新たな噴気箇所
・熱活動の活発化
VEI ＝ 0規模の噴火

＊）VEI = 0～2規模の噴火は規模を変化させ
ながら，活動を繰り返す恐れがある．

・噴火による噴出物堆積後に、土石流等の発生
青：1995年噴火前後の観測実績から発生が想定される現象
黒：1995年噴火時の観測データはないが発生する可能性のある現象
参考資料：1）気象庁の火山活動解説資料，江原・藤光（1996），江原（2007）等，2）気象庁の火山活動解説資料，橋本・他（2002），吉川・須藤（2003）等，3）江原（2008）等， 4）江原・藤光（1996）等，5）気象庁の火山活動解説資料，江原（2007）等，
6）気象庁の火山活動解説資料，吉川・須藤（2003）等，7）橋本・他（2002）等，8）気象庁の火山活動解説資料，江原（2007）等，9）糸井・他(2000)等，10）糸井・他（2000）等．

＊）九重山系全体では、マグマ噴火の発生を想定するが、火口位置を想定するのは難しいため、ケーススタディとして、大船山の米窪火口を想定し検討した。
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火山活動の低下・終息
・噴煙量の減少
・地震活動の低下
・火山ガスの減少
・熱活動の低下

九重山で導入されている噴火警戒レベル（平成 19 年 12 月 1 日より運用開始）
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対策方針の前提条件
…【計画編】 1．緊急減災計画における計画方針（1.2）

緊急減災対策は、噴火により土石流の発生の危険性が高まったときから、土石流発
生までの初動対応（仮設的暫定的）とする。その後の対策は基本対策（恒久対策）に
移行する。
【解

説】

火山活動は活性化、沈静化を繰り返し推移していく可能性のある現象でありその予測
は非常に困難である。沈静化の際に実行できることは、あくまでも仮設的暫定的な対応
であり、雲仙普賢岳のように火山活動が数年にわたって起こることから、対応期間を数
ヶ月から数年とする。

対応期間；数ヶ月～数年

噴火の影響を考慮しない基本対策
（火山砂防事業）

基本対策・平常時からの準備

土石流の発
生イメージ

緊急減災対策（火山活動が活
発化し、最初の土石流が発生す
るまでの対策）

緊急減災対策（仮設構造）＆噴火
の影響を考慮した基本対策（恒久
構造）

見直し後の基本対策
（激特や火山砂防事業）

中小噴火での土砂災害から被害を軽減
するための緊急的な仮設的・暫定的構造
大規模噴火にはソフト対策で対応

対策（ハード・ソフト）は徐々に恒久化

対策施設は恒久的構造物

噴火の影響を受けた土石流の頻発
頻度が減少

土石流発生

降雨による土石流

降雨による土石流

時間
平常時

雲仙普賢岳
（1990）

有珠山
（2000）

三宅島
（2000）

終息後

噴火期

H2/11/17

H3/4/18

H3/5/15

H3/5/16

最初の噴火

既設砂防ダム
2基除石完了

水無川で最初
の土石流発生

災害関連緊急
砂防事業えん
堤5基決定

H12/3/31
最初の噴火

H12/7/8
最初の噴火

この
階で
施で
るの
理想

段
実
き
が

H12/4/7

H12/4/22

H12/4/25

熱泥流が洞爺
湖まで到達

除石・土のう
設置着手

災害関連緊急
砂防事採択

H12/7/26
泥流発生
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H12/7/28

H12/8/11

除石・ブロッ
ク・土のう設
置着手

災害関連緊急
砂防事採択

対策方針の設定
…【計画編】 1．緊急減災計画における計画方針（1.1、1.4、1.5）

ハード対策施設は平常時に着実に整備を進め、土砂災害軽減のため、土砂整備率を
向上することを前提とし、以下の対策方針に沿って進めるものとする。
①

砂防部局の計画として、ハード対策（施設整備）とソフト対策（監視観測、関
係機関への情報提供）を行う。

②

対策準備開始は、噴火警戒レベルの変動をトリガーとし、対策の開始のタイミ
ングは土石流発生の危険性が高まった渓流が抽出された場合とする。対策工事
の休止は作業中止雨量および火山活動状況を考慮して決定する。

③

対策可能期間は、1～6 ヶ月とする。

④

対策箇所は、既設の火山砂防基本計画で既に計画されている場所を踏まえる。

【解

説】

①砂防部局で実施する緊急対策
硫黄山周辺は水蒸気爆発（降灰後の土石流）に対する緊急ハード・ソフト対策を優
先的に実施するものとし、九重山系全体でマグマ噴火に対する緊急ソフト対策を実施
する。
②対策準備開始、対策開始および対策工事休止のタイミング
緊急対策に係るタイミングは以下の方針に従うものとする。ただし、噴火時期によ
っては、対策可能期間が十分に確保できない場合も想定されるため、噴火時の状況に
応じて柔軟に対応するものとする。
■対策準備開始のタイミング
対策準備開始のタイミングは、一般的に過去の噴火実績からの推定、噴火シナリオ
に基づく火山噴火の前兆現象、火山情報などの発表を参考にして設定する。
噴火に至るまでの前兆現象は、火山体の膨張や温度の上昇、また噴気量・放出量の
増加などで確認はできるが、噴火までの時間的余裕は現段階では分かっておらず、実
際の噴火時に得られる火山活動情報を見ながら、その都度判断して行かざるを得ない。
そこで、気象庁の噴火警戒レベルを対策準備開始のタイミングとして活用する。
レベル 3 で小～中規模噴火の発生、各渓流で土石流発生のおそれがあり、資材や機
材の調達など緊急時の準備にもある程度の時間が必要であるため、レベル 3 の前のレ
ベル 2 の段階で準備を開始する。ただし、火山砂防基本計画で対策が完了し、除石す
る必要がない渓流については除外する。
■対策開始のタイミング
対策開始のタイミングは、国土交通省が実施する降灰調査の結果などを参考にして、
土石流被害の可能性が高い土石流危険渓流が抽出された段階とする。
■対策工事休止のタイミング
施設の設置や除石などのハード対策については、対策箇所が数値シミュレーション
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で想定している影響範囲内もしくは近傍であることから、工事従事者の安全を確保す
るために対策中止のタイミングについてもあらかじめ検討しておく必要がある。
火山噴火により大量の降下火砕物が堆積した場合、降雨によって発生する土石流の
発生限界雨量は、これまでに有珠山や桜島、雲仙、三宅島などで観測され、非常に少
ない雨量で発生することが確認されている。作業中止雨量について検討を行い、工事
休止のタイミングのトリガーとする。
噴火活動が活発な状況下で対策工事を実施する際には、噴火発生に伴う噴石等によ
る被害を防ぐため、噴火状況を直接確認する体制（火山監視員の配備等）を構築し、
火山監視員が噴火を確認した場合には工事休止とする。また、火山監視観測機器によ
り、事前に噴火発生につながる異常等の情報が連絡された場合には工事休止とする。
ただし、発生した現象、到達範囲によっては対策続行可能な箇所もあるため、状況
に応じて対策を行う。
③対策可能期間
火山噴火緊急減災対策砂防計画では、噴火シナリオに沿っていくつかの対策ドリル
をメニューとして想定しておき、実際の噴火状況に応じてメニューの中から最適な対
策を選んで実施していく。
事前の対策ドリルを検討する際には、時間的制約として対策開始（ここでは噴火警
戒レベルがあがったタイミング）から噴火に至るまでの対策可能期間を設定しておく
必要がある。対策可能期間は 1 ヶ月～6 ヶ月を想定し、その期間内で実施可能なハー
ド・ソフト対策のメニューを検討しておくものとする。
緊急減災ハード対策の
工事実施期間が長けれ
ば、さらに対策ができ
て効果が上乗せされ高
まっていく。

整備 目標

もし、いま
火山噴火
が起きたら

凡 例
：基本対策
：緊急減災対策

緊急減災対策の
基本対策における土砂整備目標

実施期間

緊急減災対策の開始

緊急減災対策における
ハード対策の進捗

噴火の状況を踏まえ出
来る対策を追加

緊急減災対策における整備目標

緊急減災対策では、施工性など
を考慮し、出来るものから実施
し目標達成までの期間を短縮

基本対策により整備済み
（現在の進捗）

対策期間
整備開始

基本対策におけるハー
ド対策の事業進捗

ただし、実際の噴火では、必ずしも上記のとおり前兆現象が観測できるとは限らず、
また明瞭な前兆現象を伴わずに噴火する場合も考えられる。さらに、噴火のタイミング
によっては、噴火直後に土砂流出が発生する場合も想定されることから、平常時からの
準備と火山砂防基本計画の着実な実施も重要となる。
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④対策箇所
緊急時にハード・ソフト対策（特に監視機器の設置など）を実施する箇所を抽出する
際、以下の観点に留意して平常時に候補地を選定しておくことが重要である。
○安全性
：警戒区域、立ち入り禁止区域をできるだけ避け、現象発生後の避難が可能な箇所
など
○利用規制
：国立公園などの法規制、指定地、用地などの制限がないことが望ましい
○対策のしやすさ
：工事用道路、商用電源がすでにある、もしくは緊急的に設置できる箇所など
○対策効果
：土砂の捕捉効果が高い地形（勾配・狭窄部など）、カメラの見通しがよい箇所な
ど
○保全対象との関係
：ハード対策では、基本計画の基準点、人家等の上流側が効果的。ソフト対策では、
保全対象のできるだけ上流地点で監視観測が望ましい
○既設対策計画との整合性
：火山砂防基本計画や地域防災計画で選定されている箇所であることが望ましい
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緊急ハード対策
…【計画編】 2．緊急ハード対策

緊急ハード対策で対象とする現象は 2 年超過確率雨量に伴う降灰後の土石流とし、
以下の土砂処理方針に基づき対策する。
①

基準点上流部では除石を基本とする。なお、除石は県で設置した砂防施設を基
本とし、治山施設は除石整備からの対象外とする。

②
【解

基準点下流部では基本計画を踏まえ、導流堤や堆積工などを基本とする。
説】

ハード対策の基本的な考え方としては、以下の順序で対策箇所と工法を選定してい
く。
１）工事用道路が有る既設施設では、土石流に対して有効な除石を行う。
２） 既設施設がない箇所では火山砂防基本計画に従って計画基準点上流で施設配
置を行うが、緊急対策であるため段階的な整備や仮設工なども検討する。
３） 工事用道路が無く、また火山砂防基本計画では対応できない場合、計画基準点
下流において対策効果が発揮できる地点で対策を行う。
１）～３）の条件が満たせない場合でも、最低限人家への土石流の直撃を防止する
ために、保全対象直上流での土嚢積みなども検討する。
■除石工
既設施設の除石を行い、捕捉量を確保する。除石可能な施設として、砂防施設であ
り、噴火警戒レベル 2 時点で、危険区域外の施設のものを選定する。
工法

既存施設の捕捉量の増加

工種

掘削工、除石工

既存施設

除石部分

模式図

概要

・既設施設の除石を行い、捕捉量を確保する。

特徴

・施工が容易である。
・掘削した土砂の置き場が必要。
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■導流堤工
資機材の調達状況を考慮し、大型土のう工及びブロック工を使用する。
導流堤工

工法
工種

大型土のう工

ブロック工

模式図

概要

・大型土のうで、導流堤を作成する。

・コンクリートブロックで、導流堤を作成する。

特徴

・施工時間が早い。
・備蓄がブロックと比較して場所が少なくて済む。
・中詰め土砂を確保する必要がある。

・強度があり、安定性がある。
・ブロック数が多く必要となり備蓄が必要である。
・撤去が容易である。

■仮設堤工
本計画では備蓄や強度上の優位性を考慮し、ブロック工による構造を検討するが、
実際の緊急時には資機材の調達状況を考慮しソイルセメントや土構造及びその複合
構造など柔軟に対応する。
工法

仮設堤工

工種

ブロック工

模式図

概要

・堤体をすべてコンクリートブロックで施工する

特徴

・強度があり安定性がある。
・ブロック数が多く必要となり備蓄が必要である。
・撤去が容易であり、道路通行部を空けることも
可能。
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緊急ソフト対策
…【計画編】 3．緊急ソフト対策（3.1～3.5）

緊急ソフト対策では、降灰後の土石流を対象とした緊急対策工事の安全確保と、全
ての火山現象を対象とした避難対策の支援を目的として、火山噴火時には、火山活動
並びに土砂移動の監視情報を収集し、被害想定区域などの避難に関する情報提供のた
めに｢火山監視機器の整備｣および｢情報通信システムの整備｣等を行う。
【解

説】

火山監視機器の整備では、噴火活動を直接目視により把握するための監視カメラの設
置、土石流の発生非発生をモニタリングするための土砂移動検知センサーの設置、配置
不足地域や工事の安全確保上必要な場所へ雨量計の設置を行う。
情報通信システムの整備では、関係機関間の円滑な情報共有・提供のための情報通信
システムの整備、観測データを工事現場へ速やかに伝達するための情報通信システムの
整備を行う。その他の項目として、被害想定範囲を把握するためのリアルタイムハザー
ドマップの整備、警戒基準雨量の見直し、住民および登山者への情報提供を行う。
緊急ソフト対策の実施項目と目的
実施項目
火山監視機器の整備

実施目的

噴火活動を直接目視により把握す
るための監視カメラの設置
土石流の発生非発生をモニタリン
グするための土砂移動検知センサ
ーの設置
配置不足地域や工事の安全確保上

・ 緊急対策工事の安全確保
・ 避難対策の支援

必要な場所へ雨量計の設置
情報通信システムの

関係機関間の円滑な情報共有・提供

整備

のための情報通信システムの整備
観測データを工事現場へ速やかに
伝達するための情報通信システム

・ 緊急対策工事の安全確保

の整備
その他

被害想定範囲を把握するためのリ
アルタイムハザードマップの整備
警戒避難基準雨量の見直し
住民および登山者への情報提供
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・ 緊急対策工事の安全確保
・ 避難対策の支援
・ 避難対策の支援

■関係機関間の情報共有のイメージ
平常時および異常検知時には、九重町、竹田市、由布市のほか警察や消防などで構成
される「くじゅう山系（硫黄山）火山防災協議会」を中心として、砂防部局、気象庁、
大学・研究機関等の関係機関間で必要に応じて情報収集・提供を行い、情報を共有する。
火山活動が活発化した段階では、平常時および異常検知時と同様に情報共有をはかる
と共に、内閣府が主導するコアメンバー会議が開催される場合には、会議内で直接情報
共有をはかる。なお、2011 年 1 月に発生した霧島山（新燃岳）噴火では、コアメンバ
ー会議が 2 月 22 日から 12 月 21 日までの期間に合計 9 回開催された。
（3 月 10 日まで
に 5 回開催。合計回数には 7 月 21 日の事務局会議を含む。
）
コアメンバー会議開催の利点として以下の点が挙げられる。
・ 対応等の全体像の把握･･･関係機関が一堂に会し、調査結果や各機関の対応状況が
発表されるため、火山活動状況や噴火対応の全体像を把握することができる。
・ 迅速な問題解決･･･学識者や国の専門家と直接意見交換することができ、疑問事項
への回答や要請事項への対応が迅速に行われる。
九重山における平常時および異常検知時、火山活動活発時の関係機関間の情報共有イ
メージを以下に示す。

矢印：情報収集・提供

コアメンバー会議

関係機関

内閣府
砂防部局
・大分県土木建築部
・国土交通省

関係情報

砂防部局
・大分県土木建築部
・国土交通省

消防庁
林野庁

土砂移動状況
対策実施等

土砂移動状況
対策実施等

大分県
熊本県
自衛隊

自治体等
・九重町
・竹田市
・由布市 等

自治体等
・九重町
・竹田市 住民避難
・由布市 等

くじゅう山系（硫黄山）火山防災協議会
防災計画作成
防災啓発

くじゅう山系（硫黄山）火山防災協議会
防災計画作成
防災啓発

気象庁
・福岡管区気象台
・大分地方気象台

大学・研究機関等
・九州大学
・京都大学
・国土地理院
・防災科学研究所

気象庁
・福岡管区気象台
・大分地方気象台

大学・研究機関等
・九州大学
・京都大学
・国土地理院
・防災科学研究所

火山活動状況

火山活動状況

火山活動状況

火山活動状況

＜平常時～異常検知時＞

＜火山活動活発時＞

九重山噴火に関わる関係機関間の情報共有イメージ
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火山噴火時の緊急調査
…【計画編】 3．緊急ソフト対策（3.6）

火山噴火時には、緊急減災対策を実施するために必要な情報を適時把握し、また事
前の想定と異なる噴火シナリオの発生が予想される場合には、的確な対応を取る必要
がある。砂防部局が行う具体的な緊急調査として、以下の項目を行うものとする。
① 地形状況の把握
② 対策予定箇所の状況調査
③ 砂防施設の被災状況調査
④ 降灰状況・不安定土砂の把握
⑤ 気象状況と土砂移動のリアルタイム把握
【解

説】

降灰時には、気象台、大学等の各機関または合同調査班などによる降灰量調査が行わ
れ、火山防災対策に活用される。砂防部局では航空機・衛星などによる調査のほかに、
現地調査及び降灰量計の緊急設置により降灰分布を把握し、降灰後の土石流対象渓流の
抽出及び避難支援のための情報提供を行う。降灰量調査地点は、原則として各渓流に、
調査時のアクセスを考慮し、可能な限り上流側に設定する。

●

●

硫黄山
火口から 1km（噴火警戒レベル 2 で立入規制）
火口から 1.5km（噴火警戒レベル 3 で立入規制）

降灰量調査地点（案）
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平常時からの準備が必要な事項
…【計画編】 4．平常時からの準備事項
緊急減災対策の実効性を向上させるためには、平常時からの準備事項を整理し、緊急
時の対応を意識しながら平常時の準備を進めておくことが重要である。したがって、緊
急減災対策の円滑な実施、実施上の問題点等を考慮して、平常時からの準備が必要な事
項を整理する。
【解

説】

ハード対策については、緊急時に堆積土砂の除石・運搬やブロックや土のうが円滑に
設置できるよう、工事用道路の事前造成や工期を有する除石を平常時には行うものとす
る。
ソフト対策では、以下の項目につき、平常時から準備を行うものとする。
① 無人化施工の準備
② 土地使用に関わる調整
③ 緊急資機材の準備
④ 監視観測機器の整備
⑤ 情報通信システムの整備
⑥ 情報共有対策の準備
⑦ 緊急調査の準備
⑧ 火山防災拠点の機能強化
噴火時の緊急減災対策の円滑な実施には、いつ発生するかを的確に予測することが難
しい噴火に備えて、「平常時からの準備が必要な事項」の確実な実施が前提となる。し
たがって、「平常時からの準備が必要な事項」の実施にあたっては、関係機関と協力し
て、「平常時からの準備が必要な事項」に係る実施上の問題点を克服しつつ着実に進め
ることとする。
その際、緊急減災計画の実行性向上や関係機関の役割分担の確認を目的としたワーキ
ンググループ（平成 23 年度設置）を平常時から開催し、関係機関間で問題点を共有す
ると共に、問題解決に向けた調整を継続的に行う。さらに「平常時からの準備が必要な
事項」についてもワーキンググループを活用しながら効率的に実施できる体制を構築す
る。ワーキンググループは、担当者間の顔の見える関係作りの場としても活用する。
また、火山噴火や防災対策に対する知識や経験を、行政、地域住民の間で平常時から
共有していくことが重要である。そのため、火山防災に関する専門家を招いた防災講演
会などを平常時から開催する必要がある。
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