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応用アール・エム・エス レポート 

 
大規模噴火時の広域降灰対策に関する 

中央防災会議 W.G.報告書の概要と 

火山ハザード・リスク評価 

はじめに 

国内には 111の活火山があり、これらの火山で大規模噴火が発生した場合には、山麓のみならず広い

範囲に火山灰等が堆積すると予想されます（以降、噴火により火山灰が地上に降ること、または降った

灰のことを「降灰」と称します）。特に、都市機能が集積した地域が降灰に見舞われた場合、国民生活

や社会経済活動に大きな混乱が生じることが懸念されます。しかし、現代の大都市が大量の降灰に見舞

われた経験がないため、首都圏等の大都市に対し大量の降灰が及ぼす影響は明らかではありません。 

このような背景を受けて、2020年 4月 7日に中央防災会議の大規模噴火時の広域降灰対策検討ワーキ

ンググループから、「大規模噴火時の広域降灰対策について―首都圏における降灰の影響と対策―」と

題した報告書 1)が公表されました。報告書では、富士山で大規模噴火が発生した場合における首都圏の

降灰量や、降灰が社会経済活動へもたらす影響についての検討がなされています。 

本レポートでは、この報告書の概要や、弊社が提供している関東地方の火山ハザード・リスク評価に

ついてご紹介します。 

報告書「大規模噴火時の広域降灰対策について」の概要 

中央防災会議の広域降灰対策検討ワーキンググル

ープ報告書では、富士山で大規模噴火が発生した場

合の降灰量分布について推定するとともに、降灰が

与える影響や噴火発生後の住民避難の基本的な考え

方等、図 1に示す内容がまとめられています。本レ

ポートでは、これらのうち富士山が大規模な噴火を

した場合に想定される降灰分布と降灰による影響の

部分を中心に整理しました。 

想定された降灰量とその分布 

ワーキンググループでは、大規模噴火の影響評価

の前提となる降灰量として、3つのケース(表 1)が想定されています。具体的には、「西風が卓越するケ

ース」「西南西の風が卓越するケース」「変化が大きい南寄りの風からなるケース」の 3つのケースが

設定されていますが、これは降灰分布が上空の風向きに大きく影響を受けるためです。降灰量や降灰分

布の推定にはシミュレーションが利用されており、噴火の規模や噴出率1は 1707年宝永噴火と同等とさ

 
1 単位時間あたりの噴出量、単位は[kg/s] 

報告書の概要(項目) 

⚫ 検討背景 
⚫ 対策検討の前提となる降灰の影響等 
 想定するケース 
 降灰による影響 
 対策検討の前提となる輸送手段の利用可能性 
 火山灰等の処理 

⚫ 住民等の行動の基本的な考え方 
⚫ 対策の検討にあたっての留意事項 

図 1 報告書「大規模噴火時の広域降灰対策に

ついて」の概要(項目) 
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れています。また、噴火発生後の噴出率の推移は、既往文献により復元された宝永噴火の時系列的な噴

出率(図 2)を利用し計算が行われています。 

表 1 検討対象とされた降灰ケース 

 
 ※文献 2)より転載 
 

 
※文献 2)より転載 

図 2 宝永噴火の噴出率の推移 

 

推定された最終的な降灰分布(図 3)をみると、ケース 1とケース 2は上空の偏西風によって大部分の

降灰が富士山の東側にもたらされています。一方で、ケース 3は変化の大きな風向の影響によって、富

士山の東側だけでなく西側にも灰が降り、三重県の一部でも 1cm以上の降灰量が推定されています。ま

た、ケース 1とケース 2の降灰分布を細かく見ると、ケース 1では東京都内の大部分では降灰量が 1cm

程度となっていますが、ケース 2では風向きがやや異なっているために東京都内の多くの部分で 8cm以

上の降灰が推定されています。 

このように、気象条件によって降灰量やその分布には大きなばらつきがありますが、いずれのケース

でも富士山が大規模噴火をした場合には関東地方南部に降灰がもたらされると考えられています。 

 

ケース1 ケース2 ケース3

規模・噴出率

継続時間

風向
西風卓越

(2018年12月16～30日)
西南西風卓越

（2010年10月14～28日）
変化が大きい南よりの風
（2012年9月2～16日

降灰分布
神奈川県と千葉県に降灰分布
の中心

神奈川県と東京都に降灰分布
の中心

山梨県、静岡県、神奈川県に降
灰分布の中心

ケースの特徴 宝永噴火の実績と類似。
10cm以上の降灰範囲の人口・
資産が比較的大きい。

比較的風向の変化が大きい。

宝永噴火の規模・噴出率

15日間

計算した降灰分布は、対策を検討するためのケースであり、将来の富士山噴火時の降灰分布の予測ではないこと
に留意。
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※文献 2)より転載 

図 3 最終堆積厚の計算結果 

降灰による影響が発生する降灰量の閾
しきい

値 

報告書では、過去の火山噴火における被害状況や実験結果などから降灰による影響が発生する閾値が

整理されています。主なものを表 2に示します。火山灰が及ぼす影響は荷重による建物倒壊などの直接

被害のほか、交通機関やライフラインへの影響や物資の入手困難の用は波及被害に至るまでの幅広い影

響が懸念されています。 

直接被害では家屋や農林水産物の被害について閾値が設定されており、木造家屋では降灰厚さ 30cm以

上となると火山灰の重みにより倒壊する可能性があると評価されています。 

一方で、交通やライフラインについては、直接被害よりも少ない降灰の厚さにより深刻な影響が生ず

ると評価されています。鉄道は、降灰厚さ 0.05cm以上で、車輪・レールの通電不良による車両の位置検

出、踏切動作の支障、ポイント(分岐器)の動作不良などが発生すると評価されました。道路では、降灰

厚さ 0.1cmで車線(センターライン)等の視認障害により、降灰厚さ 1cm以上だと火山灰が巻き上げられ

ることによる視界不良により、それぞれ速度低下が発生するとされました。電力は、降雨時には降灰厚

さ 0.3cm以上で碍子等の短絡、降灰厚さ 10cm以上で倒木による停電が発生すると評価されています。ま

た、火力発電所では、吸気フィルタの延命化や交換頻度の増加によって降灰中の供給力が低下し、降灰

厚さ 6cm以上となるとほとんど稼働できない可能性があるされています。 
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ワーキンググループでの影響の評価は、いくつかの仮定は置いていますが、社会経済活動にあたえる

降灰の影響を考える上で大変参考になります。その特徴を簡単に整理すると、建物倒壊のような直接被

害は降灰厚さ 30cm以上で発生する一方で、間接的な影響は厚さ数 mm以下でも発生しうるということ、

同じ降灰厚さでも降雨によってその状況が変わることがいえそうです。 

 

表 2 降灰による主要な影響一覧 
※文献 1)より主要な影響を抜粋 

  

閾値

荷重による木造家屋の倒壊 降雨時30-45cm、降雨なし45-60cm

降灰後の⼟石流による家屋の損壊・流出 降雨時、1cm以上で発生可能性、10cm以上で被害大。

車線等の視認障害による速度低下 0.1cm以上

視界不良による通行不能・速度低下 通行不能  視程30m以下

速度低下  視程60m以下

タイヤ接地面の摩擦の低下による通行不

能・速度低下

２輪駆動車　通行不能  降雨時3cm以上、降雨なし10cm以上

　　　　　　速度低下  20km/h  降雨なし2cm以上

　　　　　　　　　　　10km/h  降雨時0.5cm以上

　　　　　　　　　　　　　　　降雨なし5cm以上

４輪駆動車通行不能  降雨時10cm以上、降雨なし30cm以上

タイヤのスタック・スリップ事故等による

滞留車両の発生

（定性）

交通量の多い道路での速度低下に伴う渋滞 （定性）

鉄道・航空交通の停止による需要の増加 （定性）

車輪やレールの通電不良による車両位置検

出・踏切動作不良

0.05cm以上（初回は微量で運行停止）

※地上を運行する新幹線・在来線等

ポイントの動作不良 0.05cm以上　※地上を運行する新幹線・在来線等

停電・電力供給不安定による運行不能 降雨時0.3cm以上等停電時

需要の増加や車両・作業員不足による運行

停止・輸送力低下

（定性）

大部分が地下区間の路線、降灰の影響のない区間

除灰作業等が行われるまでの間滑走路の使

用不可

0.04〜0 2cm以上

航空機による火山灰が存在する空域の迂

回・到着空港の変更

微量

※専用のフィルターを装着したヘリコプター等除く

東京湾の特定の航路における視界不良によ

る航路外待機

降灰中

※巨大船、危険物積載船等の特定の船舶

停電による港湾の荷役機械使用不可 降雨時0.3cm以上

碍⼦の絶縁低下による停電 降雨時0.3cm以上(火山礫の範囲、塩害対策済みのエリア、地下・

屋内施設除外)

倒木による送配電線の切断による停電 降雨時10cm以上（幹折れ多数）※火山礫の範囲除外

吸気フィルターの延命化・交換頻度増によ

る火力発電所の供給力の低下

降灰中。6cm以上で停止

必要な供給力を確保しきれない場合の停電 （定性）

※デマンドレスポンスによる需要の抑制、エリア間の電力融通等

の対策行っても供給力が確保できない場合

ろ過池等浄水施設の機能低下 緩速ろ過式の浄水場1cm以上

※覆蓋等により浄水過程に直接降灰がない浄水場を除外

pHの低下、元素の溶出等による原水の水質

の悪化による飲用不向き

（定性）

停電による運転停止 降雨時0.3cm以上等停電時

(予備電源の燃料が枯渇した場合)

水需要の増加による水不足 （定性）

下水道管路等排水施設の閉塞 （定性）

※降雨時や水を使った清掃増の場合。分流式の汚水管除外

下水処理場の処理能力低下、ポンプ場の機

能不全

（定性）

停電による運転停止 降雨時0.3cm以上等停電時

下水管路（雨水）の閉塞により、閉塞上流

から雨水があふれる

（定性）

※覆蓋等により直接降灰のない分流式の処理施設除外

アンテナへの火山灰の付着による通信不調 （定性）

利用者の増加による輻輳 （定性）

停電による運転停止 降雨時0.3cm以上等停電時

※予備電源の燃料が枯渇した場合

買い占め等による食料・水等の店舗在庫の

売り切れ

0.1cm以上（道路輸送力低下）

※⼀時滞留者や人口の多い地域では微量で発生

交通支障による物資の入手困難 降雨時3cm以上、降雨なし10cm以上

交通支障による大量の滞留者の発生 微量(⾸都圏等鉄道への依存度が⾼い地域)

人員の確保不能、顧客の移動不能による営

業停止、事業の縮小

交通・ライフラインの支障地域

サプライチェーンの⼨断に伴う操業停止 交通・ライフラインの支障地域

応急対策費用の発生 （定性）

想定される影響

直接

被害

資産被害 家屋等被害

通信

波及被害 生活への

波及影響

経済への

波及影響

間接

被害

交通支障

の影響

道路

鉄道

航空

船舶

ライフライン

停止の影響

電力

上水道

下水道
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各ケースにおいて想定される影響とその範囲 

報告書では、降灰分布(図 3)と火山灰による影響が生ずる閾値(表 2)から、富士山の降灰による影響範

囲が示されています(図 4・5)。これらの図を見ると、木造家屋の倒壊が懸念される降灰量 30cm以上の

範囲は、ケース 1では神奈川県南部にかけての範囲、ケース 2では神奈川県北部にかけての範囲に広が

っている一方で、ケース 3では富士山麓周辺の限定的な地域にとどまっています。鉄道運行が停止する

範囲は、ケース 1・2では富士山の東側の関東地方の広い範囲が含まれるのに対して、ケース 3では富士

山の西側の地域を含む図示された領域の外側まで広がっています。 

このように、大規模噴火が発生した場合には、関東地方など富士山から離れた地域でも停電や交通機

関の停止といった大きな影響が発生すると考えられます。また、ケース 1～3で影響を受けると考えられ

る範囲は大きく異なっていることから、噴火時における上空の風の違いによる降灰量の不確実性が大き

いと考えられます。 

 
※文献 1)を加工して作成 

図 4 道路、鉄道および避難に関する影響の閾値の範囲(降雨なし) 

 

 
※文献 1)を加工して作成 

図 5 道路、鉄道および避難に関する影響の閾値の範囲(降雨あり) 

 

個々の地点でみてみるとどうなるでしょうか。図 6・7はそれぞれ、ワーキンググループによって作成

された小田原市付近におけるケース 1・2の降灰量の推移を示した図に自動車(二輪駆動車)通行が不可能

となる降灰量(表 2)を追記したものです。 

西風が卓越するケース 1では噴火期間中のほとんどの期間で降灰が続くと評価されています。噴火期

間中に除灰作業が行われなかったと仮定して累積の降灰量を見ると、5日目に雨天時自動車通行が不可

能とされる降灰量 3cmを超えた後、13日目には降雨が無かった場合でも自動車通行が不可能とされる降

灰量 10cmを超えています(図 6)。 

  



6 
 

一方、西南西の風が卓越するケース 2の場合には、小田原市付近における降灰は 9日目と 10日目に集

中し、10日目に雨天時自動車通行が不可能とされる降灰量 3cmを超えていますが、噴火終了時点でも降

雨が無かった場合に自動車通行が不可能とされる降灰量 10cmは超えていません(図 7)。 

このように個別の地点では、上空の風の影響を受け、想定したケースによって状況が大きく異なるこ

とがわかります。 

 

 
※文献 2)に加筆して作成 

図 6 時系列ごとの降灰量と道路交通への影響(ケース 1) 

 

 
※文献 2)に加筆して作成 

図 7 時系列ごとの降灰量と道路交通への影響(ケース 2) 
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ワーキンググループでは、降灰の影響は他の分野へ波及することで被害が拡大しやすく、特に、交

通・電力・水道分野等で発生する被害が他分野に波及すると、日常生活や社会経済活動に波及して大き

な影響が生じる、としています。ワーキンググループの別添資料には、主要なインフラ等における被害

や影響の発生要因や相互関係のイメージとして図 8が示されており、企業が火山の大規模噴火に備える

場合、様々なケースの噴火による降灰量等のハザード情報や、主要事業と「交通インフラ」「ライフラ

イン」「建築物・施設設備」との関連性を踏まえながら、対策を検討していく必要があると考えられま

す。 

 

 

※文献 3)より転載 

図 8 主要なインフラ等における被害や影響の発生要因や相互関係のイメージ 

 

住民等の行動の基本的な考え方 

富士山麓周辺では富士山火山防災対策協議会で協議された避難計画がありますが、大規模噴火が発生

した場合、避難計画の対象範囲外にも降灰の影響があることは明らかです。このため、ワーキンググル

ープでは富士山麓周辺の外側の地域を対象に住民等の行動の考え方を整理しています。 

家屋倒壊の可能性のある降灰量 30cmを超える地域や、降灰後に土石流が懸念される地域では、避難が

必要とされています。噴火後半日程度で降灰量 30cmを超える地域では、噴火後の避難が間に合わない可

能性があるために、高齢者等は事前の避難が必要とされています。一方で、噴火後 1～2日程度の猶予の

ある地域では高齢者等も含めて噴火後に避難するとされています。また、土石流による避難が必要とな

る地域としては、降灰量 10cm以上が想定される地域のうち土砂災害警戒区域が示されています。 

その他の地域では降灰により即座に人的被害が発生する可能性は低いとされていますが、広い範囲で

の降灰によって鉄道や自動車による移動が困難となるとともに、停電や断水といったライフラインの寸

断によって生活支障が広範囲かつ長期に及んで社会的混乱が発生するとされています。その一方で、噴

火の規模などを事前に予測する事は困難であるために噴火前の段階で社会活動を制限することは現実的
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では無いことから、地震対策と合わせた食料や水などの備蓄を確保するとともに避難先の検討といった

対策が示されています。 

応用アール・エム・エスの火山(降灰)ハザード・リスク評価のご紹介 

ワーキンググループでは富士山での大規模噴

火をモデルケースとした検討が行われました

が、関東地方周辺には富士山以外にも数多くの

活火山があります(図 9)。このうち、過去 2000

年間の噴火履歴を調べますと、富士山に加えて

浅間山と榛名山でも大規模降灰をもたらす噴火2

が発生しています(表 3)。例えば、浅間山では江

戸時代の 1783年(天明 3年)に大規模な噴火が発

生し、北関東の広い範囲に降灰がもたらされる

とともに、火砕流や泥流が発生して関東地方の

広い範囲に大きな影響をもたらしました。ま

た、榛名山では古墳時代の遺跡が榛名山の噴火

による火砕流による堆積物に埋もれた状態で発

見されています。 

このように、関東地方周辺には富士山以外に

も活火山があり、ワーキンググループがモデルケースと

した宝永噴火以外にも過去 2000年間に関東平野に降灰を

もたらす噴火をした実績があることがわかります。 

また、大規模噴火による降灰は上空の風によってその

分布に大きな不確実性があります。ワーキンググループ

では風向を変えた 3つのケースでの降灰シミュレーショ

ンを実施していますが、上空を含めた風は時々刻々と変化するため、将来に発生する降灰量の多様性を

十分に考慮できているとはいえないと考えられます。このように、関東地方における降灰リスクを把握

するためには、富士山だけでなく、浅間山、榛名山などを考慮するとともに、上空の風の多様性を考慮

する事が必要といえます。 

以降では、ワーキンググループの報告書では考慮されていない富士山以外の火山や上空の風、噴火規

模などの多様性を考慮したハザード・リスク評価サービスをご紹介します。 

 

 
2 ここでは降灰総量が 1011kg以上の噴火を大規模噴火としました。 

 
図 9 関東地方周辺の活火山 

表 3 関東地方周辺の大規模降灰噴火 

 

火山 年代 備考(名称等)
浅間山 AD1783 天明噴火
富士山 AD1707 宝永噴火
浅間山 AD1108 嘉承3年(浅間B)
榛名山 AD522 伊香保噴火
榛名山 AD497 渋川噴火
浅間山 AD290頃 浅間C
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風の多様性を考慮した降灰ハザード評価 

弊社では降灰分布に大きな影響を与える

上空の風のばらつきを考慮したハザード評

価サービスを提供しています。上空の風の

ばらつきは過去 30年間の高層気象観測デー

タに基づいて設定しています 4)。この上空

の風のばらつきを考慮することで、火山が

噴火した場合に、評価地点に「どの程度の

灰」が、「どのような確率」で積もるかを

評価することが可能となります。ハザード

評価の一例として富士山の最大規模噴火を

想定した場合の小田原駅のハザードカーブ

(図 10)を見ると、ワーキンググループの報

告書において雨天時に停電が発生するとさ

れた降灰量 0.3cmを超える確率は約 70%、

木造家屋が倒壊する可能性があるとされ

た降灰量 30cmを超える確率は約 30%と読み取ることが出来ます。 

大規模噴火時の広域降灰対策検討ワーキンググループの成果を踏まえた降灰リスク評価事例 

上記のハザードカーブを面的に算出したうえで、降灰による影響が出る降灰量の超過確率を読み取る

ことによって、火山噴火による影響が発生する確率を地図上で確認することが出来ます。ここでは、過

去に関東地方に大きな影響を及ぼした富士山と浅間山で大規模噴火が発生した場合(表 4)に、木造家屋

の倒壊や停電といった社会生活への影響が発生する閾値(表 5)を超える確率の地図を作成しました。 

表 4 対象とする火山と噴火規模等 

 

表 5 設定した降灰量と想定される影響 

  
 

富士山が大規模噴火をした場合の影響別の発生確率の分布図は図 11のとおりで、降雨時に家屋倒壊が

発生する確率が神奈川県の広い範囲で 20%を超えています。また、神奈川県、千葉県、東京都の広い範

囲で停電が発生する閾値の降灰量 0.3cmを超える確率が 50%を超えていて、仮に富士山が大規模な降灰

をもたらす噴火をした場合には、首都機能に致命的な影響を与える可能性が高いことがわかります。 

浅間山が大規模噴火をした場合の影響別の発生確率の分布図は図 12の通りで、降雨時に家屋倒壊が発

生する範囲は群馬県および長野県内のごく限られた地域に留まっています。その一方で、降雨時に停電

が発生する可能性のある降灰量 0.3cmを超える確率は、群馬県、栃木県の広い範囲で 50%を超えるとと

もに、埼玉県や茨城県の広い範囲で 20%を超えています。 

関東周辺の火山において大規模な降灰をもたらす噴火が発生した場合には、関東地方の広い範囲にお

いて深刻な影響が発生するものと考えられます。その一方で、降灰は上空の風による影響が非常に大き

いとともに、将来の風を予測することは不可能なため、噴火発生時の降灰量を正確に予測することは出

来ません。そのため、火山噴火によるリスクの把握のためには、上空の風のばらつきを考慮したハザー

ド・リスク評価が重要で、停電等のライフラインや交通インフラの機能支障が社会・経済活動に与える

影響について考慮し、対策をしておくことが重要と考えられます。 

対象火山 噴火M 備　考
富士山 5.5 宝永噴火をやや上回る規模
浅間山 5.0 嘉承3年の噴火をやや上回る規模
噴火M:噴火マグニチュード、噴出量の対数から求められる。

層厚[cm] 影響の内容(降雨時)
30 木造家屋が倒壊する
3 自動車(二輪駆動車)が通行不能となる

0.3 停電が発生する
0.01 鉄道の運行停止

 
図 10 ハザードカーブの例(富士山最大規模、小田原駅) 
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 木造家屋の倒壊(30cm) 自動車(二輪駆動車)の通行不能(3cm) 
 

   
 停電の発生(0.3cm) 鉄道の運行停止(0.01cm) 

図 11 富士山において降雨時に大規模噴火が発生した場合に影響が発生する範囲と確率 
  

   
 木造家屋の倒壊(30cm) 自動車(二輪駆動車)の通行不能(3cm) 
 

   
 停電の発生(0.3cm) 鉄道の運行停止(0.01cm) 

図 12 浅間山において降雨時に大規模噴火が発生した場合に影響が発生する範囲と確率 
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