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１．はじめに 

 

平成23年3月の観測史上最大規模となる東日本大震災をはじめとし、平成28年熊本地震（2016年4月）や

平成29年7月九州北部豪雨、平成30年7月豪雨（西日本豪雨）、平成30年北海道胆振東部地震（2018年9月）

など、平成の時代に幾つもの大規模な自然災害に見舞われており、本国において地震や津波、台風、集中

豪雨、土砂災害、火山噴火などの自然災害は決して避けられないものである。 

一方、東日本大震災を教訓とし、各地方自治体での津波ハザードマップの作成や緊急災害時の避難行

動のあり方について一層周知が進むなか、平成30年7月豪雨（西日本豪雨）においては、緊急災害時のＴＶ

ニュース報道での避難への呼びかけとともに、ハザードマップの報道ニュースでの取り上げが顕著になるなど、

ハザードマップの存在や活用方法、そして避難行動への呼びかけの情報媒体として、一般の人々に広く、幾

度となく知らされる「伝えるべき情報」となってきている。 

そこで、当協会の国土管理・コンサル部会の自主研究として、様々な情報媒体（紙・地図・ＩＴ・Ｗｅｂなど）か

らなる各種の災害ハザードマップをより実行的に防災対策や避難行動につなげていくため、先端測量技術

や空間情報を活用した新たなハザードマップのあり方について、紹介すべき事例を整理し本研究に係る考

察の一助に資するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１-１ 近年の災害 （左：平成28年熊本地震（南阿蘇村）1・右：平成29年7月九州北部豪雨（日田市）2） 

 

  

                            
1 平成28年度 国土管理・コンサル部会 自主研究（平成28年熊本地震現地検証） 現地撮影2016.7.29 
2 平成29年度 国土管理・コンサル部会 第3回部会（平成29年九州北部豪雨災害調査） 現地撮影2017.10.19 
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図１-２ 近年の災害 （左：平成30年7月豪雨（倉敷市）3・右：平成30年北海道胆振東部地震（厚真町）4） 

 

 

２．自主研究の概要 

 

（１） 参考事例の収集整理 

平成29年度に本研究の初年度作業として、当部会にて国土地理院や地方公共団体等における災害

ハザードマップ（アプリケーション等も含む）に係る事例を把握し、各種のハザードマップのモデル的な事

例を災害別（地震、津波、火山、水害、土砂、ため池、洪水など）に参考事例集（35事例）として整理して

いる。 

 

（２） ハザードマップの課題やあり方に係る検討 

先端測量技術や空間情報を活用した事例を主なものとし、その目的や概要、地理情報等の活用状

況、事例としての特徴・ポイント、先端測量技術等の活用状況、活用に向けての検討課題を事例別に整

理し、各種のハザードマップの課題やあり方として、参考事例から主な分類として類型化し、次のとおり整

理している。 

 

 

  

                            
3 アジア航測株式会社：「平成30年7月豪雨」災害（2018年7月）第一報．アジア航測株式会社HP 
4 株式会社パスコ：2018年9月北海道胆振東部地震災害．株式会社パスコＨＰ 
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分類 課題やあり方 内容 分類 課題やあり方 内容 分類 課題やあり方 内容

・マップの統一 ・情報を共有やオープンデータ ・カラーユニバーサルデザイン

・防災情報との一体化 ・オープンデータで様々に利用 ・ピクトアイコン化

・防災地理情報が色々なサイトに点在 ・データ形式について汎用性 ・わかりやすく伝えるためのデザイン
・利用者にとって一元化の技術 ・情報提供に課題 ・直感的に把握、判断しやすい作成

・災害現象に対しレイヤの種類が複数 ・幅広いデータの利用 ・ケース別の想定は理解しにくい
・複数の主題図 ・ハザードと災害時の情報提供 ・リストされる情報が見づらい

・別マップで公開やWebGISで表示 ・住民へのリスク周知 ・誰もが理解しやすい共通化
・自由に選択し重ね合せ ・調査完了後に全戸配布 ・リスクコミュニケーション

・重ね合わせ ・マップの作成更新 ・家庭や地域で話し合い

・広域のハザードマップ ・公開と情報の更新方法 ・自主防災力の向上
・広域避難 ・随時更新や追加 ・身近な話題としての工夫

・シームレスに閲覧 ・住民説明会や訓練での生きた情報 ・継続した情報の提供と防災訓練
・Web版の充実及び情報更新 ・紙出力の情報とGISデータの整合 ・地区ごとの住民説明会

・WebGISで公開 ・地形情報とハザード情報の不一致 ・避難場所の確認

・GIS用データの公開 ・過去の津波記録 ・小中学校での防災教育
・ＩＴ技術を活用した情報共有システム ・実際の被害状況 ・地域や職場での防災教育

・アプリ連動機能などのシステム開発 ・古い時代の航空写真 ・防災訓練で活用
・スムージング ・より細かな情報 ・サイトの周知

・シミュレーション ・最低限の情報と詳細な情報 ・防災アプリの宣伝不足

・シミュレーション結果と避難所情報 ・色別標高図 ・防災ビデオ
・被害想定の抽出 ・避難誘導を支援する情報提供 ・利用者の防災意識の向上

・UAVなどレーザの精度 ・危険箇所を避けた避難所等の経路 ・HP等利用しないＩＴ弱者
・海岸レーザ ・避難先までのルート検索 ・防災啓発活動の効果

・GPS機能 ・歩行困難度 ・活用状況に関するモニタリング

・スマートフォンから位置確認 ・浸水継続時間 ・防災知識
・スマートフォンのGPS機能と連動 ・避難開始時間を早く ・災害に関連が深い情報

・リアルタイムハザードマップ ・避難経路と津波到達時間
・リアルタイム災害情報サービス ・予想到達時間の記載

・ＳＮＳに投稿された災害情報 ・外国人向け

・携帯にハザードマップのアクセス ・地域に不慣れな来訪者
・実際の発災時の情報提供 ・地元住民と観光客

・オフラインでも利用可能 ・平面地図と高低差
・通信制限下 ・立体地図上で表示

・IoTセンサ、ＡＩ

・ビッグデータ
・カメラ画面に合成表示

・実写映像と現在位置の情報合成
・時系列毎のアニメーション表示

・動画やアニメーションを配信
・動的情報配信

啓発・継続

防災知識

共通デザイン

わかりやすい
表現

自主防
災・訓練

自主防災

教育・訓練

３Ｄ・立体

ＡＩ・ビッグ
データ

ＡＲ・ＶＲ

動画・アニ
メーション

わかりや
すい

啓発・知
識

一元化・
重ね合わ
せ

一元化・統一

図面・レイヤ
複数

重ね合わせ

広域・シーム
レス

ＧＰＳ

リアルタイ
ム

リアルタイ
ム・ＳＮＳ

通信制限

ＩＴ技術・
測位

Ｗｅｂ・ＧＩＳ

ＩＴ・システム

シミュレー
ション

ＵＡＶ・レーザ

情報共
有・周知

オープンデー
タ・共有

住民周知

情報更新

情報更新・追
加

情報の整合

履歴情報

災害履歴

細かな情報

避難行動

避難誘導・経
路

避難の時間

来訪者

表現・動
画

 

表２-１ ハザードマップ等における課題やあり方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．研究事例の紹介 

 

本研究において、先端測量技術や空間情報を活用した新たなハザードマップのあり方として、以下の４

つの紹介事例について、関係機関へのヒアリングや現地等による事例調査を実施している。 

① 重ねるハザードマップ （国土地理院） 

・災害情報や航空写真等を重ね災害の発生しやすさを提供 

・避難行動を円滑に進める情報、理解できるデザイン、避難経路の危険箇所 

② 地震被害想定ＡＲアプリ （杉並区） 

・防災地図と連携しＡＲ（拡張現実）機能のアプリを公開 

・スマートフォン映像に防災情報を表示、災害リスク、防災訓練での可視化利用 

③ ３Ｄ表現俯瞰図ハザードマップ 

・美しい３Ｄ地図表現により一般の方にとって親しみやすい 

・避難行動に直結するハザードマップ、視覚的に優しくかつ印象強い 

④ 有珠山火山防災マップ 

・平常時の防災に関する取り組み、実際の災害時にハザードマップが有効活用 

・2000年噴火時に全住民の避難に至った貴重な事例 
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４．重ねるハザードマップ（国土地理院）  

 

（１） 背景・概要 

「重ねるハザードマップ」は、「ハザードマ

ップポータルサイト」の主要機能として、平

成19年4月にインターネット上に公開され、

13年の歴史を持っている。 

「重ねるハザードマップ」は、災害リスク情

報、土地条件図、航空写真及び各種地形

図等を重ねることで、一定条件のもとに算出

された災害リスクの有無だけでなく、根本的

な地形的要因から見た災害もわかりやすく提供している。 

本サイトは構築から年々情報量が増え、内容も充実してき

た。当初は研究者や防災関係者の利用が中心であったが、

最近頻発する災害被害をふまえ、国土交通省の「逃げ遅れ

ゼロ」を目指す取り組みの一つとして、一般住民向けに大幅

な改良がなされている（平成29年6月）。 

その後も改良や頻繁な情報更新（特に最近は洪水やため

池の浸水想定区域）がなされている。 

 

（２） 事例の特徴 

「重ねるハザードマップ」では、従

来からの豊富な情報量に加え、一

般ユーザが少ない操作で身の回り

の災害リスク情報を調べることができるように

操作性を重視した改良を行っている。 

① 操作性を重視した改良 

・災害種別を選択：「洪水」、「土砂災害」、

「津波」、「道路防災情報」から調べたい情

報を選択 

・住所検索：住所検索により、素早く見たい

所へジャンプ 

・リスクをまとめて調べる：ある地点の洪水や

津波の予想浸水深、土砂災害の危険性、

地形分類を一度に閲覧可能 

 

図４-２ 重ねるハザードマップ 

洪水 

土砂災害 

津波 

わがまちハザード

マップ 
全国の自治体のハ

ザードマップを素

早く検索してリン

クを表示できる 

重ねるハザード

マップ 
災害リスク情報

などを地図に重

ねて身の回りの

危険箇所を確認

できる 

図４-１ ハザードマップポータルサイト 

（https://disaportal.gsi.go.jp/index.html） 

図４-３ 更新情報 

図４-４ 災害リスクの総合的検討 

① 

② 

③ 

住所検索 

リスクをまとめて調べる 
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② 動画による操作説明 

・基本操作の他、「土地の成り立ちの確

認」、「色別標高図の使い方」、「古い

航空写真との比較」、「GISへのタイル

地図の取り込み」、「利用規約」などに

ついて動画で説明を閲覧可能 

 

（３） 利用方法・運用状況 

＜利用方法＞ 

① 主題図情報の重ね合わせ 

災害リスク情報、避難場所、

標高情報、土地条件、航空写

真等を重ねて閲覧可能 

② 避難経路の安全確認 

洪水と土砂災害のリスク情

報、道路防災情報、避難場所

の情報を重ねると避難時の安全確

認が可能 

③ 過去の航空写真の確認 

過去の代表的な地震や風水害

について、航空写真、判読結果を

まとめて確認可能 

＜運用状況＞ 

重ねるハザードマップのタイル地

図はオープンデータとして配信されてお

り、GIS等に取り込み、他の情報と重ね

合わせることが可能である。また、オー

プンデータを利用したアプリの開発も研

究者、民間、個人等で行われている。 

 

（４）今後の課題・展望 

① 課題 

災害時にTVニュースでハザードマップを調べる方法として本サイトが紹介されるなど、一般のアクセス数

が増加する中、新たな課題への対応も必要と考えられる。 

・災害リスク調査の推進と未調査地域の解消 

・防災情報をわかりやすく伝える表現技術のさらなる向上 

・アクセス集中にも耐えうるサーバ能力の増強 

図４-５ 動画による操作説明

図４-６ 土地利用の変遷や避難経路上の危険箇所の確認 

スライダーバー 過去 現在 

図４-７ 過去の災害写真等をまとめて閲覧 

＜重ねるハザードマップデータ配信ページ＞ 
https://disaportal.gsi.go.jp/hazardmap/cop
yright/opendata.html 

＜タイル地図の配信 URL の例＞ 
https://disaportaldata.gsi.go.jp/raster/01_
flood_l2_shinsuishin_data/{z}/{x}/{y}.png 

図４-８ オープンデータを活用した防災アプリ 
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・オープンデータの利活用の推進 

② 今後の展望 

本サイトは今後、不動産売買における重用事項説明や学校での防災教育など、さらに幅広く利用される

ものと思われる。一般への認知度が高まるほど、災害や地理に対する予備知識がない人にも情報を正確

に伝える必要性が増す。国土交通省や都道府県の主導による災害リスク調査が今後も推進されていくが、

未調査地域の解消には時間を要するため、当面は未調査地域があることや自然災害の想定には幅がある

ことの周知を徹底するなど、誤解を生じさせない配慮が重要であると思われる。 
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５．地震被害想定ＡＲアプリ （杉並区） 

 

（１） 背景・概要 

杉並区は、平成28年度に実施した区独自の地震被害シミュレーション結果について、既存の電子地図

サービス「すぎナビ」での公開、既存の防災地図アプリ「すぎナビ」と連携しAR（Augmented Reality：拡張現

実）機能を有する「地震被害想定AR」アプリの開発および公開、リーフレット・パンフレットの作成を通じて、

防災・減災の普及啓発を進めている。「地震被害想定AR」アプリは、地震被害想定結果とGPS情報と連動

して、スマートフォン内蔵カメラで撮影された実写の映像に、現在地の防災情報を合成・表示するアプリで

ある。AR（拡張現実）技術を採用することで、防災情報をよりリアルタイムに可視化することが可能となる。 

本アプリは継続的に様々な防災情報を追加掲載し、サービス内容（機能追加）の充実化を図る予定として

いる。 

① 開発背景 

・住民や土地勘のない来訪者が災害に備え、杉並区が公表する災害被害シミュレーション情報と避難

情報を、「いつでも」「どこでも」わかりやすく確認できることが目的 

・新鮮な各種情報を切り替え表示し、防災情報を確認して、適切な避難

行動が可能となるように、住民の声に耳を傾けながらアプリ開発を複数

年に亘り実施 

② 概要 

・「地震被害シミュレーション結果報告(建物被害編) (避難者予測・ライフ

ライン被害編)」に基づいた震度予測、現況の建物被害想定、減災対策

後の建物被害想定、避難者予測・滞留者予測、ライフライン被害予測

の情報を地図上に表示 

・GPS情報と連動して、スマートフォンで撮影された実写の映像にAR画

面を連携し、想定される被害レベルによって色分けされた情報や、被

害様相を連想させるアニメーションを合成・表示、想定される被害の様

相を可視化 

図５-１ アプリ画面イメージ5  

（２） 事例の特徴 

AR(拡張現実)とは、現実環境に対し、PCやスマートフォンを用いて情報を付加する技術、情報を付加提

示された環境を指す。コンピューターグラフィックスや動画が実写の映像にリアルタイムで合成して端末の

画面に表示することが可能である。本アプリでは次の機能を実現している。 

① 実現機能 

・被害想定結果表示 

・避難所情報表示 

                            
5 杉並区（2020）：杉並区ホームページ、https://www.city.suginami.tokyo.jp/guide/kyukyu/jishinsoutei/index.html 、 （閲覧日2020

年12月23日） 
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・災害被害状況AR合成 

・現在情報確認 

・拡大縮小表示 

・各種防災情報表示 

② 搭載データ 

・震度予測 

・現況・減災対策後の建

物被害想定 

・避難者予測・滞留者予

測 

・ライフライン被害想定 

・震災救援所 

図５-２ アプリ機能画面イメージ 

 

（３） 利用方法・運用状況 

① 利用方法 

AR技術を採用し、想定される被害の様相を、よりリアルタイムに可視化することで区の防災対策として現

在運用中である。 

・防災・減災を考えるきっかけ作りを主な利活用 

・日常の災害リスク確認、防災イベント、防災訓練

での利用 

・ハザードマップの可視化への新たな手法 

継続的に様々な災害情報・防災情報を追加搭載

し、サービス内容の充実化することを予定している。 

図５-３ 防災訓練利用イメージ 

② 運用状況 

本アプリに加え、区行政情報等を公開・提供する「すぎナビ」と、避難所や安全な避難経路など、災害

時の情報共有を目的とした地図アプリ「すぎナビアプリ」を運用中である。 

本アプリを含め、防災情報を様々な媒体で連携・提供することで、全ての区民に対し、防災教育・普及

啓発活動を推進している。 
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図５-４ 防災情報連携イメージ6 

 

（４） 今後の展望・課題 

① 課題 

現時点では、以下の課題があることから、アプリは平常時利用（防災・減災について事前学習）を目的と

した位置づけとしている。GPSで取得する位置情報精度に課題がある。 

・災害時に使用する場合は通信回線の不通により地図が表示されない 

・アプリの表示内容が想定情報であること 

② 今後の展望 

杉並区は「発災時のアプリ活用」については、下記の技術進捗、環境整備が進むことで実現すると考え

ている。 

・最新・リアルタイムの防災情報提供の仕組み・位置取得精度の向上 

・安全な避難行動を確保できる端末の開発 

・より精度の高い位置情報取得の仕組み 

・正確な避難誘導機能、安定した情報配信基盤を整備 

 

災害状況・避難条件は利用者の位置、利用者が置かれた状況、発災時刻等で刻々と変化するもので

あるため、アプリによるリアルタイム避難誘導の早期機能実現に向けて、空間情報技術を積極活用し、各

技術課題を解決することが求められている。 

 

  

                            
6 杉並区（2020）：杉並区ホームページ、https://www.city.suginami.tokyo.jp/guide/kyukyu/jishinsoutei/index.html 、 （閲覧日2020

年12月23日） 
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６．３Ｄ表現俯瞰図ハザードマップ 

 

（１） 背景・概要 

① 背景 

現在全国で発行されている自治体などの各種ハザードマップの中から秀逸な(見栄え良く親しみやす

い)事例として、「北海道地図株式会社」制作の「北海道北斗市」などの３Ｄ表現によるハザードマップに着

目し事例として取りあげた。 

①  概要 

ハザードマップに美しい３Ｄ表現を用いることにより、アート作品のように展示してもらえる機会を高め、

地図を見慣れない一般の方の興味を惹く効果がある。また、生活空間に常時展示してもらえることにより、

日常的に防災意識が向上する効果が期待される。(図６-１) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６-１ 代表的な３Ｄ鳥瞰マップ（箱根・富士山）7 

 

 

 

 

 

                            
7北海道地図株式会社（３D鳥瞰マップ箱根・富士山） 
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図６-２ ３Ｄ地図表現の北斗市高台マップ8 

 

（２） 事例の特徴～３Ｄ鳥瞰マップ制作の特徴 

・自治体におけるハザードマップは、使用する基礎資料や表現方法が限定的であることが多いが、北海

道地図株式会社で培っていた「３Ｄ鳥瞰マップ」を応用したハザードマップは目新しく、採用されやすい。 

・国土地理院のデータから10ｍDEMを独自で作成し、各種３Ｄ表現マップのベースとしている。標高表現

は1.5倍強調を標準としている。 

・道路地図情報は国土地理院の25,000地形図画像より取得しており、詳細な建物データが必要な場合

は､国土地理院の地図情報を用い立体モデルを作成している。 

・テクスチャ（植生などの表層面的表現）は1/50,000地形図等の地図記号からの自動発生により閉ポリゴ

ンを構成し各種テクスチャ パターンを用意され、さらにテクスチャには四季版を用意している。 

・鳥瞰アングルについてはランドマークなどを考慮し、その土地の特徴的なアングルを設定するが、自在

に対応できるようデータ構築し、発注者要望に対応している。 

 

（３） 利用方法・活用状況 

① ３Ｄ鳥瞰マップをハザードマップに転用した背景 

・自治体におけるハザードマップは、使用する基礎資料や表現方法が限定的であることが多く、どの会社

が作成しても同じような表現になりがちである。そのような中で、社で培っていた「３Ｄ鳥瞰マップ」表現

のノウハウをハザードマップに応用・提案し自治体で採用・発行されるに至っている。 

 

                            
8北海道地図株式会社（北斗市高台マップ） 
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② 官民連携、広域ハザードマップ 

・平成27年水防法改正（特にいわゆる「常総水害」を契機とした改正）により、避難行動に直結するハザ

ードマップの作成が要求され、官公庁と民間との連携強化を必要とする業務展開が見込まれる。 

・例えば「常総水害」では、自治体単位作成のハザードマップであったため、自治体域内での避難しか

想定しておらず、避難所も含めて浸水し孤立してしまった。結果的に広域での避難計画が必要である

ことが認識され、今後のハザードマップ作成に反映させる必要があるとされた。 

 

（４） 今後の展望・課題 

・防災啓蒙ムービーの作成や避難計画の策定などにおいて、３Ｄ鳥瞰表現仕様による実績あり。 

・多言語化やユニバーサルフォント、ISOカラーを採用することでインバウンドコンテンツにも対応している。 

・当マップの評価については、住民からの直接的な意見を聞く機会も少なく、自治体においても評価のと

りまとめなどしていないのが現状である。しかしながら、増刷・更新などの要望もあることから、悪い評価

はないものと思われる。 

・独自開発コンテンツをベースとしてコスト削減を実現している好事例であるため、同様の仕様で１から作

成した場合は予算に見合わない可能性がある。 

・実際の被災事例（胆振東部地震など）での活用状況は把握できていない。 

・平成27年水防法改正（特にいわゆる「常総水害」を契機とした改正）により、避難行動に直結するハザ

ードマップの作成が要求され、公官庁と民間との連携強化を必要とする業務展開が見込まれる。 

・「常総水害」のように、自治体内で完結できない広域避難誘導については当マップが持つ視覚的な訴

求力が効果を発揮するものと思われる。 

 

（５） その他 

・紹介事例ハザードマップは「美しい地図」をコンセプトに制作され、視覚的に優しくかつ印象強く、「貼

っておきたくなるハザードマップ」との印象をもつ資料である。親しみやすいことは、ハザードマップが

備えるべき大きな要素であるが、ハザードマップの多くは､説明情報過多でマップ上表記も情報注記

で詰め合わされている状態のものが多くある。まさにハザードマップ作成の好例である。 

・ハザードマップの高度化手法として、アプリやＶＲ・ＡＲなどが開発されているが、本当に必要な機能

は発災時に発揮できる環境にあるかどうかで、スマートフォンなどの通信機器を持ち合わせない高齢

者などの災害弱者に対してどのように対応するかも課題である。 

・災害弱者の中にはハザードマップを渡しても現在地や自宅位置を認識できなく携帯電話なども持ち

合わせていない人も多くいるから、日頃からの避難訓練などで健常者が災害弱者をサポートする訓

練の中で、ハザードマップの活用･理解につながるかたちが培われる。 
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７．有珠山火山防災マップ 

 

（１） 背景・概要 

有珠山は、北海道の南西部に位置し、伊達市、虻田町、壮瞥町にまたがる標高733mの活火山である。

1663年以降、有珠山は、2000年噴火を含めて9回の噴火を繰り返しており、いずれも火口の場所や規模が

異なっている。2000年噴火の前の1977-78年噴火では、4度の大爆発を含む十数回の噴火があり、二次泥

流により死者2名、行方不明者1名の人的被害が生じた。 

1977-78年噴火の活動終了後、地元自治体では地域の災害環境を学ぶ社会教育事業を継続して実施

し、1995年に「有珠山火山防災マップ」（図７-１）が発刊された。その後も社会教育、防災講演会の実施を

はじめとした事業が継続して行われた結果、2000年噴火時には1万人余りの事前避難が完了し、1人の死

傷者も出なかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７-１ 有珠山火山防災マップ（左：表面、右：裏面）9 

 

（２） 事例の特徴 

本事例については、ハザードマップの内容そのものではなく、その活用方法に焦点を置いて紹介する。 

【特徴①】 平常時の火山防災に関する取り組み 

1977-78年噴火以降、有珠山周辺自治体により、火山防災をテーマとした講演会やシンポジウム等の諸

企画が開催された。また、火山防災学校マニュアルの作成、避難訓練、防災講演会、ミュージカル等、次

世代の教育を含めた活動も展開され、専門家も交えて「地域の災害環境を学ぶ」社会教育事業を継続的

                            
9 北海道伊達市ホームページ：https://www.city.date.hokkaido.jp/hotnews/detail/00000764.html （参照 2020-12-25） 
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に実施した。 

このような事業を通して有珠山に関する情報が共有されていたことは、2000年噴火時において住民の事

前避難に成功した要因の一つといえる。 

 

 

【特徴②】 災害時のハザードマップの活用 -2000年噴火- 

有珠山2000年噴火は、2000年3月31日に発生した。3月27日から有珠山周辺で火山性地震が多発し、

28日に室蘭地方気象台は臨時火山情報を発表して注意を呼びかけた。なお、臨時火山情報を受け、

伊達市、虻田町、壮瞥町は住民へ自主避難を呼びかけ、住民約400人が自主避難を行っている。 

同年29日に緊急火山情報を受けて、3市町は住民に対して避難勧告（後に避難指示に変更）を発令。

9000人以上の住民が避難をし、噴火前に住民の避難が完了した。 

これらの避難勧告・指示の対象区域の設定は、専門家による助言と有珠山火山防災マップに基づい

て段階的に行われた。専門家による適切な説明とハザードマップは、行政の避難措置の重要な判断材

料となり、また、住民への説明材料ともなった。 

火山が噴火する前に緊急火山情報が発表され、住民の避難が完了し、人的被害を防止できたことは、

日本の噴火史史上初のケースであった。住民のスムーズな避難が成功したのは、噴火の予知に成功し

たことのみではなく、ハザードマップの存在や日頃の防災啓発活動も大いに影響していると考えられる。 

 

 

 

（３） 現在の状況 

2000年噴火後、地元自治体では、有珠山自体を防災対策、火山活動、歴史を学び体験できる野外総

合博物館として活用する「エコミュージアム（自然博物館）」構想を策定。地域の総合的な学習の場を創出

し、火山との共生の歴史を伝承する取り組みを推進してきた。 

火山機構公園や、地殻変動の発生地や火口を間近に見ることができる散策路（図7-2）の整備、フィー

ルドを活用したガイドツアーの実施等、火山を新たな観光資源として活用している。これらの取り組みを通

して、住民や有珠山周辺を訪れる観光客に地域の災害環境の理解を促し、防災教育の推進・災害経験の

教訓の継承が図られている。 

  

 

 

 

 

 

 

図７-２ 西山火口散策路の隆起した国道10とガイドツアー 

                            
10 令和元年度 国土管理・コンサル部会 第3回部会（令和元年北海道有珠山現地調査） 現地撮影 

「地域の災害環境を学ぶ」社会教育事業 

行政の避難措置の判断材料 住民への説明材料 
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（４） まとめ 

有珠山は定期的に噴火を繰り返し、噴火の前には必ず有感地震を伴っており、比較的噴火が予測しや

すい山である。この特殊性から、日本の他の火山、加えて洪水や地震等、突発的に発生する他の種別の

災害において、2000年噴火のような成功を収めることは容易なことではない。しかしながら、地域の災害を

理解するための環境づくりや防災教育の継続実施といった防災啓発活動が、災害時に効果を示した貴重

な事例であり、防災対策・災害対応のモデルケースとして学ぶべき点は多い。 

 

〇ハザードマップの制作を含めた防災啓発活動が災害時に効果を示した事例 

 

 

 

・火山機構公園の整備 

・フィールドを活用したガイドツアー 

 

 

 

・教育現場における講演会、避難訓練等の取り組み 

 

 

 

 

 

【参考文献】  
内閣府「有珠山噴火災害教訓情報資料集」（http://www.bousai.go.jp/kyoiku/kyokun/usuzan/dload.htm） 

廣井 脩ほか「2000年有珠山噴火における災害情報の伝達と住民の対応」（http://www.hiroi.iii.u-tokyo.ac.jp/index-

houkokusho-rist-2000usu.pdf） 

田鍋 敏也「2000年有珠山噴火における火山防災マップの活用実践例-変動する大地と共生する街・人づくりをめざした

北海道壮瞥町の取組-」（http://vivaweb2.bosai.go.jp/v-hazard/pdf/13.pdf） 

  

地域の災害を理解するための環境づくり 

防災教育の継続実施 

日頃の防災対策や災害対応のモデルケースとして有意義な事例 
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８．新たなハザードマップのあり方の考察 

 

（１）  【平常時】 継続的なハザードマップの効果的な活用 

ハザードマップの効果的な活用方法として、平常時での防災教育や防災訓練に「ハザードマップ情報」

を用いて、日頃からよく理解し、身に付けておく必要がある。このため、義務教育の場における防災教育や

地域住民を対象とするワークショップ、働いている就業環境での普及や活用が必要となる。 

そのため、先端技術としてＡＲやシミュレーション、３Ｄなど「誰もが」「どこでも」、わかりやすい理解しやす

い技術によるサポートが必要であり、また、その学習機会や模擬体験の普及が重要となる。 

 

（２）  【発災時】 災害時でのリアルタイムな情報提供 

非常時に使用しやすいハザードマップ情報の提供の仕方やリアルタイムな情報提供の開発も必要とな

る。昨今のＳＮＳ等の普及とあわせ、一方では、通信制限等のオフラインも考慮すべきものであり、非常時

に身に付けやすい、携帯しやすい、読み取りやすいハザードマップ情報の提供方法も必要となる。 

そのため、「早く」「広く」災害情報や気象情報、情報に基づいた避難行動、避難への時間制限などリア

ルタイムな情報提供のあり方、情報伝達のための連携体制や環境整備の推進も重要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図８-１ 新たなハザードマップのあり方 
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９．おわりに 

 

本国においては、「防災の日」の創設（昭和35年）から「広く国民が、台風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、

津波等の災害についての認識を深めるとともに、これに対する備えを充実強化することにより、災害の未然防

止と被害の軽減に資する」ため、昭和57年に「防災の日・防災週間」として毎年9月1日（8月30日～9月5日）が

設けられ、防災知識の普及とともに防災訓練の実施など全国的に推進されてきている。 

しかしながら、近年の想定外の災害や気候変動を伴う様々な自然災害に対して、各種のハザードマップの

多くが作成されているものの、それを身近に感じる学習機会や防災訓練等の模擬体験は、一過性も含めてま

だまだ浸透していないのが現状である。 

今後も起こりうる災害による尊い犠牲を無くすためにも、①「誰もが」・「どこでも」、防災訓練等で身近に体

験できる先端技術、②「早く」・「広く」、伝わる災害時の空間情報技術を構築する必要があり、先端測量技術

の進化や空間情報技術の活用は、より一層多いに期待される。 

各種ハザードマップをより実行的に防災や避難行動につなげていくことが求められ、当部会においても引

き続き効果的な先端測量技術や空間情報の活用への研究と普及を進めていくものである。 

なお、本研究にあたり、調査へのご協力を頂いた関係機関や関係者を含め、あらためて謝意を申し上げる

とともに、引き続き先端測量技術の普及のため関係各位への当部会へのご支援・ご協力をお願いするもので

ある。 

 

 


