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１．はじめに 

 自然災害は、誘因となる自然現象（桜島の大規模噴火や大

雨など）と社会（地理や経済などを含む広義の社会）の関わ

り合いの中で、様々な災害形態となって発生する。 

図１にその関連を模式的に示した。想定外の自然現象が起

こると、第１の歯車が回り始める。それが外力となって第２

の歯車（社会・人）を回す。社会は外力に対する脆弱性（災害

要因）を内包しており、その結果、第３の歯車である災害が、

その社会の弱点を現すような災害形態を伴って発生、進行す

ることになる。 

近年の気象変動に伴って、国内ばかりでなく海外でも、こ

れまで経験したことのないような洪水が毎年のように発生し

ている。しかしその後の災害調査によって、浸水被害と社会の

脆弱性との関連性を理解し、他地域で同様な洪水が生じた場合

に備えることができる。一方で、火山の大規模噴火による降灰

被害の場合は、以下のような難しさがある。 

 

• 大規模噴火が稀な自然現象であること。国内で最も活発な火山と言われる桜島の場合でも、

最近の大規模噴火は 1914年のことであり、この約 100年間に社会のあり方が大きく変容し

た。そのため、いま大規模噴火が起きた場合、どのような被害が社会に及ぶのかは推測す

るしかない。 

• 洪水の被害想定範囲は、大きく改変されることの少ない地形的要因が支配的なので、ある

程度事前に把握できる。しかし、大規模噴火による降灰の被害想定範囲は、その時の気象

条件（特に風速、風向）に左右されるため事前の想定が難しい。 

 

 桜島の大噴火を想定した降灰ハザードマップは、リアルタイム性があり社会の脆弱要因を含め

たハザードマップであることが望ましいのは、上記のような理由による。 

 

 

２．降灰リアルタイムハザードマップの概要 

(1) 誘因情報 

桜島周辺を観測している国交省の XRAINは、

噴火による噴煙を５分毎に観測できる。この

観測情報は、データ統合・解析システム DIAS

（Data Integration and Analysis System）

から、オンラインでの取得ができる。また鹿児

島大学でも、独自に Kuバンドドップラーレー

ダによる観測を行っている。最近の研究によ

り、観測データを利用した降灰量の定量的推

定ができるようになってきている。降灰リア

ルタイムハザードマップでは、誘因となる降

灰量はこれらの観測情報を利用することを前提

としている。 

図１ 災害は社会と関連し 

て起こる 

図２ リアルタイムハザードマップ 

のイメージ 



(2) 要因情報 

大規模噴火による降灰の被害を受ける社会は、GIS（Geographic Information System：地

理情報システム）とリスク基準の組み合わせとして表現する。リスク基準とは、過去の被災

事例を参考に、どの程度の降灰（降灰厚や降灰量など）でどのような被害が生じるかを整理

した基準である。図３には、主に「(内閣府)大規模噴火時の広域降灰対策検討 WG(H31.3.22)」

資料から国内の被害事例を参考にしたリスク基準例を示す。 

 

 

 

 

 

地理情報システム(GIS)は、特定の地点又は区域の位置を示す座標（位置情報）と、その

位置に関連付けられた属性情報、もしくは位置情報のみの情報（これらを地理空間情報とい

う）を総合的に管理するシステムで、情報の分析や集計、視覚的な表示など、様々な判断を

支援する情報を作成することができる。身近な GISとしては、カーナビシステムがある。地

理空間情報としては、地形、地質、土地利用、道路網、鉄道路線、空中写真、衛星画像等の

社会基盤情報と、国勢調査などの社会統計情報等の多様な情報が整備されている。位置情報

を軸にして異なる地理空間情報を重ね合わせることで、ハザードマップ（主題図ともいう）

を作成できる。 

GISで表現しようとしている社会(地理空間情報)の例を、図４に示した。地理空間情報は、

e-Stat（政府統計ポータルサイト）、国土地理院、国土交通省国土政策局国土情報課 GISホ

ームページ、コンサベーション GISコンソーシアムジャパンのホームページ、自治体のオー

プンデータなどから無償（利用条件等には制限があるものもある）で収集し利用できる。そ

のほか、被災シナリオに基づきさらに詳細な情報が必要な場合は、有償ではあるが様々な地

理空間情報を利用することができる。どのような地理空間情報を収集利用するのかは、リス

ク基準が明確で被災シナリオと整合が取れている必要がある。 

 

 

３．ハザードマップ作成手法の検討 

(1) 桜島大正噴火を想定した降灰シミュレーション 

大規模噴火を想定した定量的降灰量（降灰厚）として、気象庁気象研究所の重点研究「大

規模噴火時の火山現象の即時把握及び予測技術の高度化に関する研究」で実施された、桜島

大正噴火を想定した降灰シミュレーション結果を利用した。 

 

(2) ハザードマップ事例：木造住宅倒壊により孤立する高齢者分布マップ作成手法 

リスク基準によると、木造住宅に 45cm〜60cm の降灰が堆積すると住宅は倒壊する。倒壊

した住宅によって近接する道路閉塞が生じ、その地域への支援や物資の供給などが困難と

なり地域が孤立する。このような状況を想定して、地域で孤立する 75歳以上の高齢者分布

図４ GISの中の社会情報 図３ リスク基準の例 



のハザードマップ作成手法を事例として紹介する。対象は鹿児島市とする。なお、ここで紹

介する手法の例は中間成果であり必ずしも最適な方法ではない場合があること、前提とな

る条件の妥当性の検討や、表現方法、リアルタイム処理については今後の課題であることに

留意願いたい。 

 

 高齢者が孤立する被災シナリオ 

A) 築年数が古い「木造住宅」という属性データは、一般的な GIS データにはない。そこ

で、２階建て以下の住宅で個人が所有する住宅を木造住宅と仮定する。 

B) リスク基準によると 45cm〜60cmの降灰が屋根に堆積し木造住宅が倒壊した事例が報告

されている。ただし、住宅の築年数や屋根の形状（屋根の勾配など）については不明で

ある。鹿児島市建築基準法施行細則第 9 条の 2 によると、住宅の設計では垂直積雪量

0.3m の雪荷重を考慮とする事になっている。そこで、降灰による堆積厚がリスク基準

よりは大きい 1mを超えると木造住宅は倒壊すると仮定する。 

C) 一般的な２階建て木造住宅の高さは約 6m（屋根を含まず）である。敷地には庭などの

空間があることを考慮し、近接する一般道路縁から 2m以内にある（一部でもかかって

いる）住宅が倒壊した場合は、道路閉塞を起こすと仮定する。 

D) ある地域またはエリア内で、倒壊住宅総数に対して道路閉塞を起こす住宅数の割合が

50%以上に達すると、その地域またはエリアは孤立すると仮定する。その地域内人口の

うち 75 歳以上の高齢者数とその分布を解析し、道路閉塞のため孤立する 75 歳以上高

齢者分布マップを作成する。 

 

 被災シナリオに基づく GISの解析手法 

 上記の被災シナリオ(A)〜(D)に基づく GIS解析の手順を以下に示す。 

 

（前準備） 

測地系は、地理空間情報の多くが整備されている JGD2000（日本測地系 2000 と呼ばれる

が、適用範囲が全地球に及ぶ世界測地系である）とする。GISでは、測地系の異なる情報の

重ね合わせや分析等はできないため、必要な地理空間情報は予め JGD2000 を基準とした測

地系に変換しておく。 

 

（補足説明）測地系とは、地球の形状モデルである回転楕円体と楕円体に座標

を与える測地座標系の組み合わせで、JGD2000 の準拠楕円体は GRS80 楕円体、

測地座標系は ITRF 94座標系となっている。東日本大震災による地殻変動に伴

い、2011 年に測地成果 2011(JGD2011)が公開された。これにより東北地方・関

東地方・新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県は、測地座

標系が ITRF2008座標系となった。その他の地域は ITRF 94座標系のままとなっ

ている。アメリカの測地系は、WGS84 楕円体と WGS84 座標系で組み合わされた

世界測地系 1984（WGS84）である。そのため、Google Earth に位置情報を表示

する場合は、測地系の変換作業が必要となる。 

 

（被災シナリオ A-step） 

住宅地図データベースとして、Zmap-TOWNⅡ(鹿児島市 2019年版)（株ゼンリン）を利用す

る。住宅の属性情報のうち、「住宅の階数」と「個人の家屋」情報を利用して、木造住宅を

抽出する。なお、Zmap-TOWNⅡの座標系は旧日本測地系の平面直角座標系となっているので、

必要なデータは事前に JGD2000に変換する。 

 

（補足説明）旧日本測地系とは、2002 年まで利用されていた日本周辺のみに適

用できる測地系で、ベッセル楕円体と全国を 19の座標系に区分して利用する平

面直角座標系となっている。世界測地系では、方向や距離を曲面上で処理しな

くてはならないので、一般的に処理が複雑になる。公共測量のようにその範囲

が比較的狭い場合は、誤差も小さくまた平面図等と重ね合わせられるといった



メリットがあるので、平面直

角座標系は現在でも利用され

ている。なお、回転楕円体と座

標系による３次元の位置情報

を表す測地系は地理座標系

（GCS）と呼ばれ、回転楕円体

の表面の位置を平面上に変換

することを地図投影、その座

標系を投影座標系といい、平

面直角座標系はその一つであ

る。 

 

（被災シナリオ B-step） 

降灰厚データは、数値シミュレーション

によるものであっても観測によるもので

あっても、テキスト（例えば CSV）形式の２

次元配列データ(I,J)であることが多い。一

般的な配列データ(I,J)は、配列の順番が定

義されているだけなので、I,J に相当する

位置座標を生成した上で１次元配列データに変換して GIS に読み込む。読み込むだけでは

GIS による解析等はできないので、SHP（シェープ）形式に変換する。 

降灰厚が 1m 以上のエリアの抽出は、降灰厚の等高線解析を実施する。等高線解析はラス

ター形式データに有効な処理であるため、SHP形式の降灰厚データをラスター形式へと変換

する。その結果得られるのは、降灰厚１mの等高線（線情報）である。GISによる住宅の抽

出のため、線情報である等高線で囲まれたエリアを示す平面情報に変換した後、GISのクリ

ップ処理により木造住宅を抽出する。 

 

（補足説明）GIS のデータ形式には、ベクター（SHP形式）とラスター(GeoTIFF)

形式がある。ベクターデータとは、建物（地物という）などの情報を、点（ポイ

ント）、線（ライン）及び面（ポリゴン）の３要素で表現したデータである。そ

れぞれが座標と属性情報を持っている。どのような要素の情報かで、GISによっ

てできる分析や解析が相違する。ラスターデータとは、行と列の格子状のデー

タで、画像情報が代表的な情報である（ただし座標情報を持つ）。気温や降水量、

標高や降灰厚データのように連続的に変化するデータに適した形式である。必

要な分析に応じて、ベクター形式とラスター形式間の変換を行う。 

 

（被災シナリオ C-step） 

道路情報としては、Zmap-TOWNⅡを利用する。この道路情報は、道路中心線情報ではなく

道路縁（道路の左右の境界）がわかる。GISのバッファ処理によりそれぞれの道路縁から 2m

の範囲を含むエリア（空間）を作成する。回転楕円体上で 2mの距離を表すのは処理が複雑

なので、道路情報、木造住宅情報等の必要な情報は、旧日本測地系の平面直角座標系に事前

に変換する。そのエリアと木造住宅境界が重なる住宅のみを抽出する（GISのクリップ処理）。

その結果を改めて JGD2000へと変換する。 

 

（被災シナリオ D-step） 

道路は一か所でも倒壊住宅によって閉塞するとその地域は孤立しやすい。今回の事例で

は、倒壊住宅の約 52%が道路閉塞を起こす住宅であるため、降灰厚 1m 以上のエリア内の地

域は全体的に孤立すると仮定する。 

東京大学空間情報科学研究センターが公開している「平成 27年簡易 100mメッシュ人口」

(https://home.csis.u-tokyo.ac.jp/~nishizawa/teikyo/index.html)は、平成 27年国勢調

査の 500m メッシュ集計の人口（政府の統計窓口 e-Stat）を 100m メッシュに按分したデー

図５ 鹿児島市内の木造住宅抽出結果 

（木造住宅は１２８,８２８棟） 

赤線は堆積厚 1m以上のエリア 



タで、男女別・年齢４区分別（総数、0-14歳、15-64歳、65歳以上、75歳以上）の人口デ

ータが shape 形式で整理されている。このデータと堆積厚 1m 以上のエリア内の 75 歳以上

の高齢者を集計(GIS 処理のインターセクター)し、その結果をハザードマップとして作成す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７ 一般道路から 2m以内にある倒壊住宅は２１,６８１棟（赤で示した住宅） 

図６ 倒壊する木造住宅４１,１６３棟（赤線は堆積厚 1m以上のエリア） 

   木造住宅と一般道路が抽出されている 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図８ 木造住宅倒壊により孤立する７５歳以上の高齢者分布マップ（☆印は避難所） 

 

 

４．今後の課題 

降灰リアルタイムハザードマップの作成手法検討には、どのような被災シナリオを設定するか

が重要である。「大規模火山噴火にレジリエントな地域社会の実現に向けた防災・減災の取り組み」

プロジェクトには４つのワーキンググループがあるので、情報交換を進めたい。また、リアルタ

イムシステムの構築や、得られたハザードマップ情報の提供手段等の課題についても、今後検討

していく必要がある。 

 

 

５．おわりに 

降灰リアルタイムハザードマップ作成手法検討の実施にあたり、気象庁気象研究所の重点研究

「大規模噴火時の火山現象の即時把握及び予測技術の高度化に関する研究」で実施された、桜島

大正噴火を想定した降灰シミュレーション結果をご提供頂いた、気象庁気象研究所及び気象研究

所火山研究部第二研究室の新堀敏基室長には、ここに記して感謝の意を表します。 
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