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1 序論 

1.1 作成の目的 

 この巻末資料は、駒ヶ岳火山および駒ヶ岳周辺を理解するために作成した。特に

1970年に北海道防災会議が発行した「駒ヶ岳」以降の研究成果(主に地質)をまとめた

ものである。また、防災計画の基本となる火山災害危険予測図について、設定条件や

作成手法などをまとめた。 

 北海道駒ヶ岳火山避難計画を理解するうえで、この巻末資料を参照されたい。 

 

1.2 本冊子の構成 

 本冊子は７つの章で構成されており、基本的に、各章で完結する内容とした。 
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2 駒ヶ岳周辺の概要 

2.1 位置・行政区画 

 駒ヶ岳は北海道の南部に位置し内浦湾（噴火湾）に面している。北海道駒ヶ岳火山

防災協議会は、森町・鹿部町・七飯町の３町で構成されている。 

 

 
 

図2.1.1 位置図 

 

表2.1.1 各町の諸元 

郡名 市町名 読み仮名 
JIS 

コード 

人口総数 

(人) 

世帯数 

(世帯) 

面積 

(km2) 

人口密度 

(人/km2) 

茅部郡 
森町 もりまち 345 15,946 6,628 369 43.2  

鹿部町 しかべちょう 343 4,226 1,660 111 38.2  

亀田郡 七飯町 ななえちょう 337 28,120 11,141 217 129.7 

（平成27年国勢調査結果より） 

 

 ３町の範囲と総面積は以下のとおりである。 

３町の南端：140度42分 4秒 41度50分46秒（七飯町） 

３町の北端：140度27分24秒 42度10分36秒（森町） 

３町の東端：140度51分53秒 42度 0分34秒（鹿部町） 

３町の西端：140度23分36秒 42度 7分23秒（森町） 

３町の総面積：697km2 
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2.2 自然条件 

(1) 地勢 

駒ヶ岳周辺地域の地勢を概略的に述べると、森町・鹿部町・七飯町の境界に駒ヶ岳

(標高：1131m[剣ヶ峯]）が位置し、北方から東方にかけて内浦湾（噴火湾）に面して

いる。鹿部町・七飯町・函館市の境界部には、横津岳(標高：1166.9m)が位置する。 

水系を見ると、鳥崎川や折戸川が本地域の西方から内浦湾にかけて貫流している。

また、常呂川、大船川、尾札部川がそれぞれ北方の内浦湾に向けて流れており、その

周辺および海岸付近に低地が広がる。七飯町には、駒ヶ岳の噴火で生じた湖(大沼な

ど)がある。 

 

図2.2.1 駒ヶ岳周辺の段彩図 

（国土地理院の数値地図50mメッシュ(標高)より作成） 

 

函函館館市市  
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(2) 気候 

北海道の気候は、日本海側、太平洋側西部、太平洋側東部、オホーツク海側に区分

される（北海道地域防災計画より）。当地域の気候は太平洋側西部にあたる。 

当地域は、年間の寒暖の差は比較的小さく、北海道内で最も温暖な地域に属してい

る。 

４月から５月は、日本海から低気圧や高気圧が交互に日本列島を通過し、天気は周

期的に変化する。この期間の日照時間は多く、次第に暖かくなる。６月から７月に

かけて、オホーツク海高気圧の勢力が強いときは、冷湿な東風の影響で気温が低く、

曇りや霧となる日が続くこともある。７月から８月は、太平洋高気圧が北海道へ張

り出し、夏型の気圧配置となって暑くなる。しかし、渡島半島が海に囲まれた海洋

性気候であることから真夏日となることは少ない。９月から10月は、低気圧と高気

圧が交互に日本列島を通過し、天気は周期的に変化するが、勢力の強い高気圧が張

り出すと晴天が続くこともある。また、秋雨前線と台風の影響で大雨となることも

ある。11月から３月は、冬型の気圧配置になることが多く、気温は下がり吹雪にな

ることもあるが、山岳が季節風を遮るため、比較的晴れる日も多く降雪量は少ない。 

気象の概況を表2.2.1に示す。 
表2.2.1 気象の概況 

（函館地方気象台提供資料より） 

年 

気温（℃） 降水量（㎜） 
風速   （m/s） 
風向（16方位） 

積雪（cm） 

平均 最高 最低 
１日 
最大 総量 

最大 
風速 風向 

平均
風速 

最深
積雪 最深年月 

平成14年 9.9] 29.0 -13.4] 60] 1028] 15] 南西 2.8] 9] 3月 7日 

平成15年 7.8 28.9 -13.7 79 888 15 南西 2.8 77 3月 8日 

平成16年 8.7 30.4 -12.7 71 1288 20 南南西 3.0 46 2月 9日 

平成17年 7.7 30.9 -14.3 45 1099 14 南西 2.8 77 3月 12日 

平成18年 7.8 32.0 -16.7 49 1028 16 西南西 2.9 68 2月 10日 

平成19年 8.4 32.7 -12.7 131 982 13 南西 2.8 39 2月 16日 

平成20年 8.1 28.7 -15.6 83.0 807.5 13 南南西 2.7 74 2月 24日 

平成21年 8.1 28.8 -13.8 59.5 1200.5 18 南西 2.9 48 1月 16日 

平成22年 8.5 32.2 -17.6 102.5 1485.0 15.1 南南西 2.7 57 2月 20日 

平成23年 7.9 31.4 -17.2 66.0 932.5 13.6 南南西 2.7 81 1月 12日 

平成24年 7.8 32.6 -15.9 65.5 966.5 13.3 南南西 2.6 103 2月 26日 

平成25年 8.0 30.2 -17.9 174.0 1419.0 13.2 南南西 2.7 73 2月 24日 

平成26年 8.0 31.2 -16.3 60.0 889.0 15.8 南西 2.7 80] 3月 9日 

平成27年 8.8 31.1 -13.9 81.0 1103.5 16.2 南西 2.8 62 2月 13日 

平成28年 8.3 29.9 -15.6 67.5 1086.5 18.1 東 2.8 72] 1月 24日 

平成29年 8.1 32.1 -15.3 85.5 1183.5 13.5 南西 2.7 91 2月 21日 

平成30年 8.5 30.4 -18.4 59.5 1279.5 15.0 南西 2.7 99 2月 15日 

観測所名：森地域気象観測所（平成14年3月1日から観測開始。森測候所の統計は接続しない。） 

最大風速（１日における毎10分の10分間平均風速の中の最大値） 

最深積雪（毎正時の積雪の深さの最大値） 

降水量は、平成20年3月25日から0.5mm単位で観測 
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(3) 特殊気候 

森地域気象観測所（平成14年３月1日観測開始）で観測された特殊気象は、以下の

とおりである。 

（函館地方気象台提供資料より） 

日最高気温の高い方から(℃)  日最低気温の低い方から(℃)   日最大風速・風向(m/S) 

順位 数値 出現年月日  順位 数値 出現年月日  順位 数値 出現年月日 

1位 32.7 平成19.8.12  1位 -18.4 平成30.1.24  1位 20(南南西) 平成16.9.8 

2位 32.6 平成24.8.21  2位 -18.2 平成30.1.25  2位 18.1(東) 平成28.8.30 

3位 32.2 平成22.8.6  3位 -17.9 平成25.1.10  3位 18(南西) 平成21.4.10 

4位 32.2 平成19.8.14  4位 -17.6 平成22.2.4  4位 17.3(南西) 平成28.4.17 

5位 32.1 平成29.7.21  5位 -17.2 平成30.2.21  5位 16.2(南西) 平成27.4.26 

 

日降水量(㎜)            日最大１時間降水量(㎜)    月最深積雪(cm) 

順位 数値 出現年月日  順位 数値 出現年月日  順位 数値 出現年月日 

1位 174.0 平成25.8.18  1位 63.0 平成29.7.22  1位 103 平成24.2.26 

2位 131 平成19.7.28  2位 57.0 平成25.8.18  2位 99 平成30.2.15 

3位 103.0 平成25.8.9  3位 55 平成19.7.28  3位 91 平成29.2.21 

4位 102.5 平成22.8.12  4位 54.5 平成29.8.22  4位 86 平成24.3.1 

5位 100.0 平成22.8.11  5位 51.5 平成25.8.9  5位 85 平成30.3.1 

観測所名：森地域気象観測所 

統計期間：平成14年3月1日～平成30年12月31日 

注：降水量は、平成20年３月25日から0.5mm単位で観測 

 ：風速は、平成21年９月25日から0.1m/s単位で観測 
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(4) 活動経過 

駒ヶ岳の火山活動経過は以下のとおりである。 

 

   図2.2.7 火山活動経過図（1957年１月～2018年９月） 

 

 

※赤外放射温度計や赤外熱映像装置は、物体が放射する赤外線を感知して温度や温度分布を測定する計

器で、熱源から離れた場所から測定できる利点がありますが、測定距離や大気等の影響で熱源の温度

よりも低く測定される場合があります。 
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2.3社会条件 

(1) ３町の人口及び世帯数 

森町は、人口・世帯数ともにが減少傾向にある。鹿部町の人口はほぼ横ばいであり、

世帯数がやや増加傾向である。七飯町は、人口・世帯数ともに増加傾向にある。１世

帯あたり人口を見ると、３町とも減少傾向にあることがわかる。 
 

 
 

 
 

 

図2.3.1 人口・世帯数などの推移 

                                            （平成27年国勢調査結果より） 

※砂原町は平成17年に森町と合併した。

世帯数 

１世帯当たり 

人口 

人口 
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(2) 駒ヶ岳周辺の人口 

 地域統計メッシュ(約500mメッシュ)を用いて駒ヶ岳周辺の人口分布図を作成した。 

駒ヶ岳の山麓の平地部で、１～200人のメッシュが多い。森町・鹿部町は役場がある

市街地周辺で、七飯町では大沼公園駅周辺で人口が多くなっている。 

65歳以上の人口構成比は、３町全てで30％以上となっている。 

人口（人）

1 ～ 200

201 ～ 400

401 ～ 600

601 ～ 800

801 ～ 1000

 

      図2.3.2 駒ヶ岳周辺の人口分布 メッシュがない場所は人口がゼロ 

（平成27年国勢調査地域統計メッシュ(約500mメッシュ)を使用） 

 

表2.3.1 65歳以上の人口 

市町 人口総数（人） 65歳以上の人口（人） 構成比（％） 

森町 15,946 5,526 34.7 

鹿部町 4,226 1,518 35.9 

七飯町 28,120 9,058 32.2 
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(3) 交通 

①国道と道道 

 国道は、駒ヶ岳西麓を通る国道５号と、駒ヶ岳東麓を通る国道278号がある。主

要地方道である道道大沼公園鹿部線が七飯町大沼と鹿部町宮浜を結び、これら３本

の道路で、駒ヶ岳を１周できる。上記の道路は、比較的道幅が広いが、市街地に入

ると道幅が狭い場所もある。 

 

②高速道路 

 高速道路(道央自動車道)は、国縫インターチェンジ(長万部町国縫)から大沼公園

インターチェンジ（森町赤井川）まで完成しており、大沼公園-七飯間は建設中で

ある(2019年3月現在)。本道路は、火山噴火時における重要な避難道路となる。 

森インターチェンジは、国道５号と国道278号の合流点近くにあり、火山噴火時

における重要地点と言える。 

 

③鉄道 

 駒ヶ岳の山麓をJR北海道の函館本線が通っている。普通電車のほか、函館と札幌

を結ぶ「特急スーパー北斗」が通過するルートである。 

 函館本線には、駒ヶ岳西麓を通る「大沼回り」と、駒ヶ岳東麓を通る「砂原回り」

の２つのルートがある。 

 

④空港 

 駒ヶ岳周辺の最寄りの空港としては、函館空港があり、車で約１時間程度である。

函館空港の次に近い空港は、新千歳空港であるが、車で約３時間かかり、JR北海道

の特急を利用すると約２時間かかる。 

 

⑤港湾 

 港湾は、地方港湾の森港を含め、各種漁港がある。周辺には特定重要港湾である

室蘭港、重要港湾である函館港などがある。 

参考 表2.3.2 港湾と漁港の種類 

種  類 説       明 

特定重要港湾 特に外国貿易の基地として、産業や国民の生活を支えている港。 

重要港湾 海外や国内の海上交通の基地として、産業や地域の人々の生活を支えている港。 

地方港湾 地方と地方を結び、地域に住む人々の生活に貢献する港。 

第1種漁港 主に地元漁業の漁船が利用する漁港。 

第2種漁港 利用範囲が第1種漁港と第3種漁港の中間の漁港。 

第3種漁港 全国的に活動している漁船が利用する漁港。 
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図2.3.3 駒ヶ岳周辺の交通網(上：詳細図、下：広域図) 
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(4) 自動車保有台数 

 駒ヶ岳周辺の避難には各家庭の自家用車が使用されると予想される。各町の自動車

保有台数を表2.3.3と図2.3.4に示す。 

 避難車両となると思われる乗用車と軽自動車の合計は、森町・鹿部町・七飯町の３

町で約33,000台となるが、駒ヶ岳周辺から避難する車両は、森町・鹿部町の２町が相

当すると仮定した場合、約15,000台程度となる。このほかに観光客や業務中の車両が

含まれる。 

 

表2.3.3 自動車保有台数一覧表 

（平成30年3月31日現在） 

区分 種別 森町 鹿部町 七飯町 計 

避難車両 

候補 

乗用 6,088 1,524 9,644 17,256 

軽自動車 5,562 1,496 9,398 16,456 

小計 11,650 3,020 19,042 33,712 

その他 

小型二輪車 188 18 298 504 

乗合用 61 33 64 158 

貨物用 1,908 371 2,312 4,591 

特殊車 410 64 509 983 

大型特殊車 223 39 232 494 

総 数 14,440 3,545 22,457 40,442 

（北海道運輸局 自動車保有車両数関係統計より） 

   

 

0

2,000

4,000
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森町 鹿部町 七飯町

軽自動車

乗用車

 
 

図2.3.4 乗用車・軽自動車の台数 
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 (5) 観光入込客数 

 駒ヶ岳周辺に観光に訪れる人数を表2.3.4および図2.3.5にまとめた。各町によって

観光入込客数が大きく異なる。七飯町は観光地である大沼公園があるため、観光入込

客数が多く、特に夏場が多い。森町で５月が多いのは、さくらまつりが開催されるた

めである。 

表2.3.4 観光入込客数一覧表(平成29年度) 

 森町 鹿部町 七飯町 

4 月 53,200 35,900 100,100 

5 月 177,000 63,700 149,200 

6 月 60,100 45,100 133,400 

7 月 81,100 52,300 176,500 

8 月 90,900 93,700 199,700 

9 月 85,600 47,500 239,000 

10 月 64,600 44,200 229,400 

11 月 43,800 24,100 163,800 

12 月 45,000 12,600 157,400 

1 月 69,100 10,500 88,200 

2 月 58,600 11,700 83,900 

3 月 53,100 18,400 117,700 

年間合計 882,100 459,700 1,838,300 

（北海道観光入込客数調査報告書より） 

 

 

図2.3.5 観光入込客数の変化(平成29年度) 
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3 火山の知識 

3.1 北海道の活火山 

火山噴火予知連絡会は2003年1月にこれまでの活火山の定義について見直しを行っ

た。これまでの活火山の定義は、「過去およそ2000年以内に噴火した火山及び現在活

発な噴気活動のある火山」としていた。しかし、火山研究の発展にともない、長期に

わたって活動を休止していた火山が活動を再開した事例などが明らかとなり、活火山

を過去1万年の噴火履歴で定義するのが適当であるとの認識が国際的にも一般的にな

ってきた。 

このようなことから、活火山の定義を「概ね過去1万年以内に噴火した火山及び現

在活発な噴気活動のある火山」と改定した。この活火山の定義の見直しにより、北海

道の活火山（北方領土を除く）は、駒ヶ岳を含む20火山となった。 

さらに、火山噴火予知連絡会は2009年及び2014年に今後100年程度の中長期的な噴

火の可能性及び社会的影響を踏まえ、「火山防災のために監視・観測体制の充実等が

必要な火山」として50火山が火山噴火予知連絡会によって選定された。北海道では、

駒ヶ岳を含む９火山が選定され、気象庁では24時間体制で常時観測・監視を行ってい

る。 

 

図3.1.1 北海道の活火山分布図 

（気象庁発表資料を基に編集） 

 
 

活火山（火山防災のために監
視・観測体制の充実等が必要な
火山） 

活火山 

大雪山 ｱﾄｻﾇﾌﾟﾘ 

雌阿寒岳 十勝岳 

樽前山 

倶多楽 

有珠山 

恵山 

北海道駒ヶ岳 
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3.2 火山現象と用語の説明 

(1) 噴火様式の種類 

駒ヶ岳で予想される噴火様式について簡単な説明を示す。 

 

水蒸気噴火 

マグマに熱せられた地下水などが、水蒸気となって爆発的に地表に出る現象であ

る。火口から噴石や火山灰が放出され、規模の小さい火砕サージが発生することも

ある。1996年、1998年、2000年の噴火がこれに相当する。 

 

マグマ水蒸気噴火 

水蒸気とマグマのかけらが噴出する激しい爆発をマグマ水蒸気爆発と呼ぶ。火口

から噴石や火山灰が放出され、火砕サージが発生することもある。規模の大きな火

砕サージは、勢いが激しく、建物を破壊する威力がある。1942年の噴火がこれに相

当する。 

 

プリニー式噴火（軽石噴火） 

多量のマグマが軽石や火山灰となって放出され、火砕流・火砕サージが発生する。

噴煙は、１万 m以上に達し、山麓では軽石・火山灰が 1m以上も積もることがある。

火砕流は山麓の全方位に拡がり、全てのものを破壊する。 

駒ヶ岳では 1929年噴火などがこれに相当し、駒ヶ岳で最も危険な噴火である。 

 

山体崩壊 

大規模な地震・噴火などにより、山体の一部が崩壊し、崩れる現象である。駒ヶ

岳では、1640年噴火などが相当する。 

 

(2) 災害を起こす火山現象 

駒ヶ岳で火山災害危険予測図を作成した現象についての簡単な説明を示す。 

 

火砕流 

 火山から噴出された高温の火山灰・軽石・岩片・火山ガスなどが、斜面を急速に

流下する現象。温度は数百℃に達する。 

 

火砕サージ 

 軽石・岩片が少なく、高速で高温の砂嵐のような現象。 

 

噴石 

噴火によって火口から吹き飛ばされた岩石で、１m 以上の岩が数㎞も飛ぶことも

ある。噴石は建物を破壊するほどの威力を持っている。 
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降灰 

火口から放出される火山灰や軽石は、上空の風に運ばれる。風向によって、積も

る場所が変わり、風下側に厚く積もる。日中でも薄暗くなり、視界が悪くなる。火

山灰を吸い込むとノドを痛め、目に入ると炎症を起こすことがある。 

 

降雨型泥流(土石流)・融雪型泥流 

 土砂・岩塊などが、水と混ざりあって、高速で谷を流れ下る現象。谷の出口では

氾濫を起こす。一般には大雨の時に発生するが、火山噴火で火山灰が積もったとき

には、多少の雨でも発生する。これを降雨型泥流と呼ぶ。 

また、積雪期には、噴火によって雪が一気に溶けて、泥流が発生することもある。

これを融雪型泥流と呼ぶ。 

 

岩屑
がんせつ

なだれ 

 火山噴火や地震動によって、山体斜面が大規模に崩落する現象。駒ヶ岳では、寛

永 17 年（1640 年）の噴火によって発生し、崩落した土砂・岩石は海にまで達し、

津波が発生して、内浦湾(噴火湾)沿岸で 700人余りが溺死した。 

 

津波 

 火砕流や岩屑なだれが海や湖に流れ込んだりした場合、津波が発生する。 

 

(3) その他の火山現象 

その他の火山現象について簡単な説明を示す。 

 

噴煙 

 火山ガス・火山灰・軽石などが火口から噴出し生ずる煙。噴火の際には、火口の

上空に「噴煙柱」が形成される。 

 

噴気 

 火口や山腹の割れ目から立ち上る火山ガスや水蒸気など。水蒸気が水滴となって

白い煙のように見えることが多い。 

 

空振 

 爆発的な噴火や連続的な噴煙活動によって発生する空気の振動。空振によって窓

ガラスが破損することもある。 

 

火山性地震 

 火山体またはその周辺で発生する比較的震源の浅い地震で、マグマや火山ガスの

移動などの火山活動等で起こる。 

火山性地震の中で、震動の周期が比較的長いもの（ふつうの地震と比べてゆっく
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り揺れる）を低周波地震と呼ぶ。低周波地震は、噴火の直前に地下の浅いところで

マグマの動きによって発生したり、噴火とは直接関係無く、深いところのマグマの

動きなどによって起こる場合もある。 

 

火山性微動 

 火山で発生する震動のうち、地震と異なり不明瞭な波で連続的に発生する震動で、

地下のマグマや熱水の動きに関係する場合や噴火に伴って発生する場合（噴火微

動）がある。 

 

地殻変動 

火山活動に伴い土地が上下・水平方向に変動する現象である。土地の変動量が大

きい地域では、建物などが破壊され、道路には段差ができ、通行ができなくなる。 

 

火山ガス 

噴火口・噴気孔・温泉湧出孔などから噴出する気体である。大部分は水蒸気だが、 

・硫化水素（H2S:卵の腐ったような臭い） 

  ・二酸化硫黄（SO2:マッチを擦ったときのようにツンとした強い刺激臭） 

  ・二酸化炭素（CO2:無臭） 

など有毒な物質が含まれることがあり、死亡事故に至ることもある。二酸化炭素は

臭いが無いので、気づかないうちに酸欠状態となる。 

 これらの有毒ガスは空気より重く、 

 ①くぼ地や低地、谷筋などガスがたまったり集まったりしやすい地形や 

 ②風が弱くガスがよどみやすい気象条件のとき 

には、ガス中毒事故が発生しやすいので特に注意が必要である。 

 

溶岩ドーム（溶岩円頂丘） 

 粘性の大きい溶岩が噴火口上に盛り上がってドーム状の山体を形成したもの。駒

ケ岳では安政３年(1856年)の噴火で小型の溶岩ドームが形成されたが、その後の噴

火で破壊された。 

 

(4) 一般的な火山用語 

 

マグマ 

 地下に存在する岩石が融けたもの。高温。これが地表に現れたものを、溶岩と呼

ぶ。 

 

火山灰 

 火口から放出される細粒の噴出物で、直径 2mm以下のもの。噴火時の上空の風向

きにより降下域は異なる。 
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軽石 

 マグマが発砲して固まった多孔質の噴出物。 

 

溶岩 

マグマが地表に現れたもの。冷えて固まったものも溶岩と呼ぶ。溶岩の粘性（粘  

り気）が大きい場合には流れ出ないで溶岩ドームを形成する。逆に粘性が小さい場

合には溶岩流が生ずる。 

 

カルデラ・馬蹄形カルデラ 

 大規模な噴火によって、山頂部が吹き飛ばされたり、陥没したりしてできる山頂

部の凹地（ただし、直径約２km 以上のもの）。駒ヶ岳では、寛永 17 年（1640 年）

の噴火によって、山頂部が東方向へ崩落し、東側に直径約２kmの馬蹄形の火口がで

きた。これを馬蹄形カルデラと呼ぶこともある。 

 

 

参考文献（詳しく調べたいひとのために） 

「新版 地学辞典」地学団体研究会 編 

「火山に強くなる本」下鶴大輔 監修 
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3.3火山情報と避難広報 

(1) 火山情報の種類 

平成19年12月に気象業務法が改正されたことに伴い、５段階の噴火警戒レベルが

導入された。また、これまでの火山観測情報、臨時火山情報、緊急火山情報に代わ

り、法律上の警報にあたる噴火警報等が発表されることとなった。 

噴火警報及び予報の名称、発表基準、噴火警戒レベルについては、表3.3.1のとお

りである（火山に関する情報や資料の解説は、本編「第１節火山情報の伝達」の「２．

火山情報の伝達」を参照）。 

表3.3.1 噴火警報・予報の名称、発表基準、噴火警戒レベル等の一覧表 

（噴火警戒レベルが運用されている火山の場合） 

名称 対象範囲 発 表 基 準 等 

噴火警戒 

レベル 

(警戒事項等) 

特 

別 

警 

報 

噴火警報 

(居住地域) 

又は 

噴火警報 

居住地域及びそ

れより火口側 

居住地域に重大な被害を及ぼ

す噴火が切迫している状態と

予想される場合 

レベル５ 

(避難) 

居住地域に重大な被害を及ぼ

す噴火が発生する可能性が高

まってきていると予想される

場合 

レベル４ 

(避難準備) 

噴火警報 

(火口周辺) 

又は 

火口周辺警報 

火口から居住

地域近くまで

の広い範囲の

火口周辺 

居住地域の近くまで重大な影

響を及ぼす噴火が発生すると

予想される場合 

レベル３ 

(入山規制) 

火口から少し

離れた所まで

の火口周辺 

火口周辺に影響を及ぼす噴火

が発生すると予想される場合 

レベル２ 

(火口周辺 

規制) 

噴火予報 火口内等 

火山活動は静穏。火山活動の

状態によって、火口内で火山

灰の噴出等が見られる。 

レベル１ 

(活火山であ

ることに留

意) 
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(2) 避難広報の種類 

 避難広報には以下の種類がある。 

拘束力 
避難広報 

の種類 
内  容 根拠となる法律 

 

弱い 

 

 

 

 

 

 

 

強い 

 

自主避難 

安全のため、住民、観光客等に対して自発的

な避難を呼びかけるとともに、災害弱者等避

難が困難な方に事前の避難を勧めるもの。 

なし 

避難勧告 住民、観光客等に対し避難を勧め促すもの。 
災害対策基本法 

第60条にもとづく 

避難指示 
避難勧告より拘束力が強く避難のため立退

きを指示するもの。 

災害対策基本法 

第60条にもとづく 

警戒区域 

の設定 

住民の生命または身体に対する危険を防ぐ

ため警戒区域を設定し、警戒区域への立入り

を制限・禁止し、警戒区域からの退去を命じ

るもの。最も拘束力が強い。 

災害対策基本法 

第63条にもとづく 

※「避難命令」というものは、法律上設定されていない。 

※  避難広報を出す基準は、法律上設定されていない。 

 

3.4火山防災に関する機関 

 市町村の首長が防災対応を考える上で、様々なアドバイスを提供してくれる機関が

ある。その２つを以下に紹介する。 

 

(1) 北海道防災会議 地震火山対策部会 火山対策専門委員会 

 北海道内における地震火山に係る災害防止について、地震火山災害特有な専門的事

項を調査するとともに、災害時における迅速かつ適確な応急対策活動の実施の確保を

図るため、北海道防災会議に地震火山対策部会が設置されている。部会は、防災会議

構成員のうち、地震火山対策推進に特に関係ある機関の委員から構成されている。 

部会には専門委員がおり、大学教授や地震火山防災対策関係者等の学識経験者が選

任されている。北海道地域防災計画によると、部会の任務は以下のとおりである。 

① 地震及び火山防災計画に関する事項 

② 地震及び火山災害応急対策に関する事項 

③ 地震及び火山防災対策に関する調査 

④ その他 

 

(2) 火山噴火予知連絡会 

火山噴火予知連絡会は、気象庁が事務局を担当しており、委員は学識経験者及び関

係機関の専門家から構成されている。北海道では北海道大学大学院から３名の委員が

選出されている。 

 火山噴火予知連絡会は年３回定例会を開催し、全国の火山活動について総合的に検
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討を行う他、火山噴火などの異常時には、臨時に幹事会や連絡会を開催し、火山活動

について検討し、必要な場合は統一見解を発表するなどして防災対応に資する活動を

行っている。 

また、特定の火山や地域の活動判断をするためのワーキンググループや部会が設置

されることもあり、有珠山の2000年噴火では有珠山部会が設置された。 

 火山噴火予知連絡会の統一見解等の総合判断結果は、気象庁から「火山の状況に関

する解説情報」として発表される。 
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4 駒ヶ岳火山の地形・地質 

4.1 概説 

駒ヶ岳は、最近400年間に４回のプリニー式噴火(軽石噴火)を起こしている。内浦

湾(噴火湾)の南端(渡島半島南東部亀田半島)に位置し、国内でも有数の爆発的な噴火

を繰り返す活火山である。同じく活動的な有珠山と内浦湾(噴火湾)を挟んで対峙して

いる。 

駒ヶ岳は、北西側から南西側にかけて新第三系の堆積岩・火山岩からなる山地に囲

まれており、南側には第四紀火山の横津岳が位置している。駒ヶ岳は、数万年前には

富士山のような円錐形の成層火山を形成し、その高さは1,700mに達していたと考えら

れている。その後現在までに少なくとも３回以上の山体崩壊と９回のプリニー式噴火

(軽石噴火)を起こしている。 

山体は、主に安山岩質の溶岩、溶結火砕岩、降下軽石堆積物、火砕流堆積物、岩屑

なだれ堆積物、泥流堆積物から構成されている(図4.1.2)。山頂部には溶岩が露出し

ており、山麓は厚い火砕流堆積物や降下軽石堆積物、岩屑なだれ堆積物に覆われてい

る。南麓には岩屑なだれ堆積物によって堰き止められて形成した大沼・小沼・じゅん

さい沼などの湖沼群がある。 

 

 
図4.1.1 駒ヶ岳周辺地図 



- 巻末 4-2 - 



- 巻末 4-3 - 

 

図4.1.2 北海道駒ヶ岳火山の地質図 

（勝井・他(1989)を改変） 
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4.2 火山地形 

(1) 山頂部 

駒ヶ岳は円錐形の頂上部が失われた形をした成層火山で、火山体の基底直径は17km

である。頂上部には、北側の砂原岳(1,113m)、西側の剣ヶ峯(1,131m)、南側の隅田盛

(892m)の３つのピークが存在している(図4.2.1)。これらのピークは、山体が崩壊し

た際に残った成層火山の一部で、駒ヶ岳が眺める方向によって異なる形状に見えるの

は、幾度も山頂部が崩壊したためである。溶岩は、砂原岳の下部と剣ヶ峯にのみ露出

している。隅田盛は、現在1929年の降下軽石堆積物に厚く覆われてその内部を見るこ

とができないが、加藤(1909)により、以前は北側の壁に溶岩が露出していたと報告さ

れている。 

これら３つのピークに囲まれた範囲には、直径約２kmの火口原があり、東側が大き

く欠けている。この火口原の中央には、1929年(昭和４年)噴火によって形成された昭

和4年火口が存在し、その東側に同じく1929年に生じたヒサゴ形火口とマユ形火口が

ある(図4.2.2)。1942年(昭和17年)噴火時には、火口原を横断する延長約1.6kmにおよ

ぶ割れ目(昭和17年大亀裂)が開いた。大亀裂の北北西端に近くのやや大きく開口した

部分を昭和17年火口と呼んでいる。 

1996年３月の噴火の際には、1929年火口の南側にほぼ南北に長さ約200m、幅１～２

mの割れ目火口(96年南火口列)が形成された。1996年以降の小噴火は、昭和4年火口の

内部に小さな火口を形成して、小噴火を繰り返している。1929年の噴火前には、昭和

４年火口とほぼ同じところに安政火口(直径200m、深さ30m)があり、その中に小さな

溶岩ドームが存在していた(加藤，1909；田中館，1930；図4.2.3)。また剣ヶ峯と砂

原岳を結ぶ鞍部の北西側には、北西に開いた押出沢爆裂火口が存在し、剣ヶ峯と隅田

盛を結ぶ鞍部(通称馬の背)の南西側に、不明瞭であるが1640年噴火で山体が崩壊した

ときに生じた馬蹄形の崩壊地形がみられる。 

 

(2) 山体斜面 

山体斜面のほとんどは、火砕流堆積物や降下軽石堆積物で厚く覆われている。西～

北側の斜面には、先歴史時代の火砕流堆積物が厚く堆積し、その上を歴史時代の降下

軽石堆積物が覆っている。南と東の斜面には、1929年や1856年の噴火の堆積物が厚く

堆積し、表面には火砕サージのデューン地形(波状の地形)がみられる。また山体斜面

には、複数の凸地形が存在する。いずれもその内部構造は不明だが、西円山、東円山、

赤禿山については側火山であると考えられている(勝井・他，1989)。 
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図4.2.1 各方向から見た駒ヶ岳 

 繰り返し起きた山体崩壊のため、見る角度によって異なる形状を示す。写真E：山頂部にみられ

る３つのピークは左から隅田盛、剣ヶ峯、砂原岳。この３つのピークに囲まれる範囲が直径約２

kmの火口原となっている。 
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図4.2.2 火口周辺の地形 

 火口原の中心には1929年(昭和４年)火口が存在し、北北西－南南東方向に1942年(昭和17年)の

亀裂が開いている。1996年の噴火では1929年火口の中と南側に火口および火口列を形成し、そこ

から噴火した。 
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図4.2.3 1929年以前の火口の様子(A: 加藤，1909; B: 田中館，1918) 

1929年以前の火口原は現在より200m程度低かったと考えられる。安政火口(昭和４年火口とほぼ

同じ位置)内には小規模な溶岩ドームが存在する。 
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(3) 山麓部 

山麓部は一般に厚い火砕流堆積物や降下軽石堆積物によって覆われており、山体の

崩壊によってもたらされた岩屑なだれ堆積物や泥流堆積物なども広く分布している。           

山麓では岩屑なだれ堆積物の特徴の一つである数～数十m規模の小丘が密集した流

れ山地形が発達している。このような流れ山地形は、大沼付近の南麓一帯および鹿部

町付近の東麓一帯で明瞭に見られ(図4.2.4、図4.2.5)、西麓の森町の姫川から東山の

間の地域や北西麓の砂原町の松屋崎、イラ沢上流部にも存在する。 

大沼および鹿部にあるものは、1640年の噴火の山体崩壊によって生じた岩屑なだれ

堆積物である。大沼周辺の湖沼は、岩屑なだれ堆積物によって河川を堰止めたために

生じたものであり、大沼に浮かぶ小さな島々も流れ山の一つである。 

大沼および鹿部以外の地域は、いずれも火砕流堆積物や降下軽石堆積物に厚く覆わ

れているため地形が明瞭ではないが、岩屑なだれ堆積物が存在している。松屋崎や出

来澗崎といった岬は、いずれも岩屑なだれ堆積物によって形成されたものである。 

 

 

図4.2.4 大沼周辺の空撮 

 大沼やその周辺には無数の小さな丘がみられ、流れ山と呼ばれる。流れ山は火山体の一部が崩

壊して流れ下った堆積物の表面地形の特徴であり、大沼周辺の流れ山は1640年の噴火でできた。

大沼などの湖沼は、山体崩壊の堆積物によって旧折戸川がせき止められてできた堰止め湖である。 
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図4.2.5 鹿部周辺の空中写真 

 白い矢印の先にある凸凹した地形が流れ山である。鹿部周辺にも無数の流れ山がみられる。1640

年の噴火で崩れた山体は、大沼と鹿部の２つの方向に流れ下った。出来澗崎は、鹿部側に流れた

崩壊物によって作られた岬である。黒い矢印で示した白っぽい部分は1929年と1856年の火砕流が

堆積しているところで、出来澗崎の西側では海にまで火砕流堆積物が到達している。 
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4.3 駒ヶ岳の活動史 

(1) 先歴史時代噴火と歴史時代噴火 

駒ヶ岳の活動は、爆発的なプリニー式噴火を起こしては山体を崩壊させることを繰

り返す特徴がある。その活動は先歴史時代噴火と歴史時代噴火の大きく２つに区分さ

れる。駒ヶ岳の噴火活動史を図4.3.1に示す。また、各噴火の噴出量を積算した積算

噴出量階段図を図4.3.2に示す。 

以下に駒ヶ岳の噴火活動の概略を示す。 

 

①駒ヶ岳が誕生 

駒ヶ岳はおよそ32,000年前よりも以前に溶岩・火山砕屑物を噴出し、円錐形の成層

火山を形成した(図4.3.1)。現在山頂に露出する剣ヶ峯溶岩、砂原岳溶岩、砂原岳溶

結凝灰岩は、先歴史時代の活動初期すなわち成層火山を形成していた時期の噴出物で

あると推定されている(勝井・他, 1989)。 

 

②山体の崩壊とプリニー式噴火の繰り返し 

駒ヶ岳は円錐形の成層火山を形成した後、その山体の一部を崩壊させ、北東から東

側の山麓(松屋崎～トドメキ川付近)に岩屑なだれを堆積させた(図4.3.3)。その後、

プリニー式噴火(Ko-j)を起こし、再び山体の一部が崩壊し、北東～東側山麓(松屋崎

～尻無川付近)に岩屑なだれを堆積させた。 

引き続き、約32,000年前(Ko-i)、約17,000年前(Ko-h)には、火砕流を伴うプリニー

式噴火を起こしている(図4.3.4、図4.3.5)。これらの堆積物は南東～北～北西にかけ

て厚く分布している。 

約17,000年前(Ko-h)の噴火を最後に、駒ヶ岳は静穏になる。 

 

③濁川カルデラが噴火 

駒ヶ岳が活動を休止していた期間に、駒ヶ岳の北西側に位置する濁川カルデラが大

規模な噴火を起こした(約12,000年前)。その堆積物は駒ヶ岳一帯を覆っている。 

 

④活動が再開し、プリニー式噴火が繰り返す 

約10,000年後、活動を再開し、約6,000年前(Ko-g)、約5,500年前(Ko-f)に火砕流を

伴うプリニー式噴火を繰り返した(図4.3.5)。Ko-gは駒ヶ岳全域に分布し、Ko-fは南

東方向に分布主軸を持っている。Ko-fの火砕流は歴史時代のものに比べ規模が大きく、

主に北側に分布している。 

約5,500年前(Ko-f)の噴火を最後に、駒ヶ岳は再び静穏になる。 

 

⑤歴史時代の噴火 

約5,000年間後、西暦1640年からはじまった歴史時代噴火の活動は、再び山体崩壊

からはじまり、それ以来現在までプリニー式噴火を繰り返している。 

歴史時代の噴火は、大小合わせて十数回の噴火が記録されており、その中でも1640
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年、1694年、1856年、1929年の噴火は火砕流を伴うプリニー式噴火である。 

これらの歴史時代の噴火では、特に噴火の規則性(周期)は見つけられない。しかし、

長期的な視点からみると活動が集中する時期(たとえば約6,000年前～5,500年前の時

期や1640年～現在)が存在する(図4.3.2)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4.3.1 駒ヶ岳の噴火活動史 

駒ヶ岳の活動は山体崩壊と爆発的なプリニー式噴火を繰り返す特徴を持つ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4.3.2 積算噴出量階段図 

 最近300年間で1km3近くのマグマを噴出している。 

活動期 噴火年代 14CAge 堆積物 活動 体積(km3) マグマ量 (km3)

1942 AD 1942

降下火山

灰・火砕

サージ

0.002~0.003* 0.001

1929 AD Ko-a
降下軽石・

火砕流
0.52** 0.2

1856 AD Ko-c1

降下軽石・

火砕流

・溶岩ドーム

0.21** 0.1

1694 AD Ko-c2
降下軽石・

火砕流
0.36** 0.1

1640 AD Ko-d

山体崩壊・

降下軽石・

火砕流

2.9*** 1

6.3 cal ka 5.5 ka# Ko-f
降下軽石・

火砕流
> 1 > 0.3

6.5-6.3 cal ka 5.7-5.5ka
$

P1 火砕流 < 0.1 < 0.05

6.5-6.3 cal ka 5.7-5.5ka
$

P2 火砕流 < 0.1 < 0.05

6.8 cal ka 6 ka$ Ko-g
降下軽石・

火砕流
2~4## > 1

12.8 cal ka 11 ka$ P3 火砕流 < 0.1 < 0.05

14.8 cal ka P4 火砕流 < 0.1 < 0.05

17.4 cal ka P5 降下軽石 > 1 > 0.3

17.7 cal ka P6 降下軽石 < 0.1 < 0.03

19 cal ka P7 降下軽石 > 1 > 0.3

20 cal ka 17 ka** Ko-h
降下軽石・

火砕流
> 1 > 0.3

39 cal ka 33.6 ka### Ko-i
降下軽石・

火砕流
> 1### > 0.3

? ? NJD 山体崩壊

? ? P8 降下軽石

? ? MTD 山体崩壊

? ?
剣ヶ峰溶岩

砂原岳溶結凝灰岩

溶岩流・降

下火砕物

ス
テ
ー
ジ
Ⅳ

歴
史
時
代

ス
テ
ー
ジ
Ⅲ

ス
テ
ー
ジ
Ⅱ

ス
テ
ー
ジ
Ⅰ
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図4.3.3 鹿部町本別の海岸線でみられる約32,000年以前の岩屑なだれ堆積物とKo-j

降下軽石堆積物(年代不明)  

ゴツゴツとした岩石がみられる部分が山体の一部が崩壊して流れ下ってきた岩屑なだれ堆積物。

２つの岩屑なだれ堆積物を覆うように約32,000年前の噴火で降り積もったKo-i降下軽石が堆積し

ている。その上位に見えているのは1640年噴火で流れてきた岩屑なだれ堆積物。 

 

 

図4.3.4 鹿部町尻無川河口から南200～300ｍ地点の鹿部化石林の露頭 

 この露頭では下から岩屑なだれ堆積物、Ko-i降下軽石堆積物、Ko-i火砕流堆積物が堆積してい

る。白い矢印の先の黒いものが約32,000年前の噴火で炭化した樹木。降下軽石堆積物中の炭化し

た樹木は立っていて、火砕流堆積物中では横倒しになっているのが観察できる。これらの立木は

軽石が空から降ってきて堆積したことを、横倒しになった木は流れてきた火砕流によってなぎ倒

されたことを意味している。 
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図4.3.5 歴代の降下軽石堆積物と濁川カルデラの噴出物 

A:森町白川のゴルフ練習場の裏。下位から岩屑なだれ堆積物、約32,000年前のKo-i降下軽石堆積

物、約17,000年前のKo-h降下軽石堆積物、約12,000年前の濁川カルデラの噴出物、約6,000年前

のKo-g降下軽石堆積物、1640年のKo-d降下軽石堆積物。 

B:鹿部町の旧ゴミ処分場。下位から約12,000年前の濁川カルデラの噴出物、約6,000年前のKo-g

降下軽石堆積物、約5,500年前のKo-f降下軽石堆積物、1640年の岩屑なだれ堆積物とKo-d降下軽

石堆積物、1929年のKo-a降下軽石堆積物。 
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(2) 濁川カルデラの噴火と白頭山(中国)の噴火 

 

①濁川カルデラの噴火 

駒ヶ岳山麓では、約17,000年前(Ko-h)と約6,000年前(Ko-g)の降下軽石堆積物の間

に、角閃石を含む安山岩質の降下軽石堆積物・降下火山灰堆積物・火砕サージ堆積物

がほぼ一定の厚さで堆積している(図4.3.5A、図4.3.7A)。これらは約12,000年前に駒

ヶ岳の北西に位置する濁川で大規模なカルデラ噴火が起こり、その噴出物が駒ヶ岳一

帯を覆ったものである(図4.3.6)。 

濁川カルデラの活動は、最初、火砕サージが発生し、続いて降下軽石、火砕サージ

を交互に繰り返し噴出した。そして噴火活動は、白色軽石を主体とする火砕流、外来

岩片を多く含む火砕流へと変化し、この時カルデラを形成した。後カルデラ活動とし

て火砕サージ・火砕流に続いて、火砕サージ・降下火山灰が交互に続き活動は終了し

た。火砕流堆積物は駒ヶ岳山麓に到達していないが、鷲ノ木あたりで見ることができ

る。 

 

 

図4.3.6 濁川カルデラから噴出した降下火山灰の厚さ(単位:cm) ハッチ部は火砕流 

（町田・新井(1992)を改変） 

 

②白頭山(中国)の噴火 

山麓では約5,500年前(Ko-f)もしくは約6,000年前(Ko-g)の降下軽石と、1640年の降

下軽石(Ko-d)の間に厚さ40～50cm程度(厚いところでは70cm)のクロボク土(黒土)が

発達している。そのクロボク土層の上から３～５cm部分に、赤褐色から灰褐色の火山

灰層が、一様な厚さ(約５cm)で堆積しているのが観察される(図4.3.7B)。この火山灰

層は、カリ長石を含み、火山ガラスはバブルウォール型である。 

この火山灰は白頭山苫小牧火山灰(B-Tm火山灰)と呼ばれ、道南から道央にかけて広

く分布しており(図4.3.8)、中国と北朝鮮の国境にある白頭山火山の約1,000年前の大

規模噴火によるものである。 

濁川カルデラや白頭山に由来する火山灰層は、駒ヶ岳の噴出物を対比する際の指標

として活用されている。 

濁川 

駒ヶ岳 

洞爺 
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図4.3.7 駒ヶ岳に堆積する駒ヶ岳以外の火山起源噴出物(砂原町砂崎) 

A：約12,000年前の濁川カルデラ噴火の噴出物。 

B：約1,000年前に噴火した中国と北朝鮮の国境にある白頭山の降下火山灰。 

 

 

図4.3.8 白頭山苫小牧火山灰の分布 町田・新井(1992)を改変 

白頭山起源の火山灰は東北から北海道にかけて広く分布している。     

白頭山 

A 

B 
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4.4 歴史時代の噴出物 

歴史時代の活動は、5000年来の活動休止期を経て、1640年に再開した。その活動は、

現在まで爆発的なプリニー式噴火と小規模な噴火を繰り返し行っている。これらの噴

火は、古文書や噴出物の研究から、1640年、1694年、1856年、1929年に大規模な噴火

が、1942年に中規模な噴火が起こり、その噴出物は駒ヶ岳全域を覆っていることが分

かっている。 

これらの大噴火の特徴は、いずれも火砕流を伴っていること、数時間から数日と比

較的短時間で噴火のクライマックスが終了すること、またその噴出量は0.1-3km3とき

わめて大きいことである。また記録からは、顕著な前兆現象と思われる記述はなく、

詳細に記録されている1929年の噴火でさえも前兆現象と呼べるものは少ない。近年で

は1929年の直前に小噴火が頻発していることが、大噴火への前兆であるという見方も

ある。 

将来的に起こるかもしれない大噴火に対し、これまでの噴火の経過、様式、噴出物

の分布（被害範囲）などを理解しておくことが重要である。ここでは４回の大噴火と

1942年の噴火についての経過と堆積物について簡単に述べる。噴火の継続時間、噴出

物などの特徴は表4.4.1にまとめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考「駒ヶ岳の岩石」 

駒ヶ岳のほとんどの噴出物は、普通輝石紫蘇輝石安山岩であり、一部にかんらん

石を含むものがある。歴史時代噴出物には、かんらん石を含むものはなく、すべて

普通輝石、紫蘇輝石、斜長石、磁鉄鉱の斑晶をもつ安山岩質である。二酸化ケイ素

(SiO2)量は全噴出物を通して 57-63wt%で、斑晶量は珪長質(SiO2量の多いもの)なも

ので 20-45%、苦鉄質(SiO2量の少ないもの)なもので 10%以下となっている。 

歴史時代噴出物には、4種類の産状の本質物質(白色軽石、灰色軽石、スコリア、

縞状軽石)が確認されており、その大部分は白色軽石である。 
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表4.4.1 歴史時代の噴火の概要 

年 
噴火 

日時 

噴火継続 

時間 

大噴火後

の小噴火

活動 

堆積物 

堆積物の 

体積

(km3) 

災害 前兆現象 

1640年 7月31日 3日間 70日間 

岩屑なだれ堆積物（大沼） 0.3 700名，船100隻  

ともに津波 

？ 

岩屑なだれ堆積物（鹿部） 1.4～

1.72 

岩屑なだれに伴う 

火砕流堆積物 
0.04 

Ko-d 降下軽石堆積物 2.3 

火砕流堆積物（軽石噴火） 0.6 

1694年 7月11日 ？ ？ 
Ko-c2降下軽石堆積物 0.26 ？ ？ 

火砕流堆積物 0.1 

1856年 9月25日 8-9時間 30日間 

Ko-c1降下軽石堆積物 0.2 死者20数名， 

焼失家屋17戸 

磯舟12艘 

 

火砕流堆積物および 

火砕サージ堆積物 
0.1 

溶岩ドーム ？ 

1929年 6月17日 

小噴火 

約9時間30分 

大噴火 

約14時間 

3日間 

Ko-a降下軽石堆積物 0.38 死者2名、負傷者4

名、全焼全壊家屋

365棟、半焼半壊半

埋没家屋1550棟、 

家畜・耕地・山村・

漁場被害大 

2日前に鳴動 

1日前に無感地

震2回 

火砕流堆積物および 

火砕サージ堆積物 

0.14 

1942年 11月16日 40分 2日間 

1942降下火砕堆積物 0.002～  

0.003 

被害無し 4，5日前に鳴動 

火砕流堆積物および 

火砕サージ堆積物 
？ 
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(1) 1640年噴火 

①噴火の記録 

1640年の噴火は北海道内で記録に残っている最古の噴火であり、駒ヶ岳の歴史時代

噴火で最大規模の噴火である。この噴火は、「新羅之記録」、「松前年々記」、「紀事弘

賢覚書」など多くの史料に噴火の様子が記録されている。これらの史料から以下のよ

うな噴火活動の推移が読みとれる。 

 

西暦1640年７月31日(旧暦６月13日)に山体が突如崩れ、海に流れ込み、津波が発生

した。この津波は対岸の有珠の善光寺の如来堂まで到達し、内浦湾(噴火湾)では100隻

あまりの船が破壊され、700名あまりの人が溺死した。噴火はその後激しい降灰へと移

行し、降灰は松前、津軽、越後地方にまでおよび、空振は津軽地方にまで及んだ。激

しい噴火活動は、８月２日朝８時頃になって衰退し、大規模な噴煙が収まった。翌３

日も少量の降灰があった。噴火活動はこの年の秋(旧歴８月22日)、開始以来約70日後

に終了した。 

噴火の前兆らしいものは、記録されておらず、津波発生以前に、著しい山鳴りがあ

ったことが記録されている。 

 

②噴出物 

この噴火の山体の崩壊による堆積物は、クルミ坂岩屑なだれ堆積物と呼ばれ、大沼

付近の南麓一帯および鹿部町付近の東麓一帯に明瞭な流れ山地形を作って広く分布

する(図4.4.1、2)。鹿部町側では海岸線に沿って堆積物が露出している(図4.4.3)。

大沼周辺に堆積した岩屑なだれ堆積物と鹿部周辺に堆積した岩屑なだれ堆積物は、そ

の構成物や本質物質の有無から異なる崩壊によってもたらされたと考えられている

(吉本・宇井，1998)。 

大沼側のものは、剣ヶ峯と隅田盛を結ぶ鞍部(通称馬の背)の南西側が崩壊したもの

であり、鹿部側のものは、砂原岳、剣ヶ峯、隅田盛の３つのピークに囲まれた当時の

山頂部を含む東側が崩壊したものである。各々の体積は、大沼側が0.3km3、鹿部側が

1.42～1.70 km3(うち陸上部が0.5km3)と見積もられている(吉本・他, 2003)。南東麓

では岩屑なだれ堆積物の凹凸を埋めるように平均層厚数十cm、最大200cmの広義の火

砕流堆積物(ブラスト)が直接覆っている(図4.4.2)。この堆積物は、1980年アメリカ

のセントヘレンズ火山の山体崩壊の際に観測されたブラストに類似するものである。

その上位にはKo-d降下軽石堆積物が火砕流堆積物を直接覆っている。 

降下軽石堆積物の分布主軸は北西方向に伸びているが、他の歴史時代噴火の降下軽

石と異なり、分布範囲が山麓全域に及んでいる。森町付近では1mの層厚をもち、その

体積は2.3km3と見積もられている。降下軽石堆積物は大きく３つのユニットに区分さ

れている(図4.4.4)。火砕流は２番目のユニット時に複数回発生し、北麓から北東麓

を除く全方位に分布し最大層厚は20m程度である。その体積は0.6km3と見積もられてい

る。 
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図4.4.1 1640年噴火堆積物の分布図 

 降下軽石堆積物は北西方向に分布主軸を持ち、火砕流は山麓のあらゆる方向に流下した。山体

崩壊による岩屑なだれ堆積物は大沼方向と鹿部方向に2方向に分布している。 
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図4.4.2 1640年噴火の噴火堆積物 

A:鹿部町出来澗崎。鹿部方向に流下した岩屑なだれ堆積物の流れ山。岩屑なだれ堆積物は山体を

構成していたものがあまり混ざらないで流れてくるため、流れ山や堆積物の断面では山体を構

成していた溶岩や降下軽石、火砕流堆積物などがパッチワークのような形態をして堆積してい

る。流れ山の上位には歴史時代の４つの降下軽石が堆積している(図4.4.7A)。 

B：森町鷲ノ木の海岸。1640年降下軽石堆積物と山体の崩壊したものが海に流れ込んだ際に発生し

た津波の堆積物。白色の降下軽石の下に円形の礫が並んでいるところが津波堆積物。 

C：鹿部町留の沢中流部。下位から岩屑なだれ堆積物、山体崩壊にともなって発生した火砕流(ブ

ラスト)堆積物。薄い降下軽石。噴煙柱が崩壊して発生した火砕流堆積物。最上位は1856年の火

砕流堆積物。 

D：森町塵芥処理場。火砕流堆積物は降下軽石の間に挟まれており、軽石が降下している最中に火

砕流堆積物が発生していることがわかる。火砕流堆積物の層厚は10m。降下軽石の層厚は下位が

２m、上位が１m程度。 
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図4.4.3 1640年山体崩壊により鹿部方向に流れた岩屑なだれ堆積物の海域での分布 

(吉本・他(2003)を改変) 

下の図は音波探査によるA-B区間の海底地形。凸になっている部分が流れ山。 
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③噴火の推移 

古記録および火山学的な調査から推定できる1640年の噴火の推移を図4.4.5に示す。 

はじめに山体の南西側が崩壊し、南麓の大沼周辺に岩屑なだれ堆積物を堆積させた。

その後、マグマの貫入によって山頂部を含む南東側が崩壊し、東麓の鹿部方向に岩屑

なだれを流下させた。崩壊物の一部は海に流入し、津波を発生させた。ほぼ同時に山

体崩壊に伴う火砕流が発生し、引き続きプリニー式噴火に移行した。プリニー式噴火

の最中には噴煙が部分的に崩壊し、火砕流が発生した。大規模なプリニー式噴火は３

日間継続し、その後断続的に小噴火が起こり、約70日後に噴火は終結した。 

 

 

 
図4.4.4 1640年噴火の模式柱状図 
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図4.4.5 1640年の噴火の推移 

はじめに大沼の方向に山体が崩壊し、引き続いて鹿部の方向に山体が崩壊した。鹿部方向の崩

壊ではマグマを伴っており、引き続いて火砕流を発生させた。その後噴火は大規模なプリニー式

噴火へと移行し、火砕流を発生させた。 
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(2) 1694年噴火 

1640年大噴火の54年後、駒ヶ岳は再び大噴火を行った。駒ヶ岳の東麓の海岸線に厚

く堆積するKo-c2降下軽石堆積物は、近年まで勝井・石川(1981)、 徳井(1989)、早川

(1991)、古川・他(1997)によって、その噴出年代についての議論がなされてきた。古

川・他(1997)は、徳井(1989)の示した道東での駒ヶ岳、有珠山、樽前山起源の火山灰

層序を再確認し、駒ヶ岳の近傍の噴出物と対比させた。さらに勝井・石川(1981)の示

した古文書とは異なる記述を見いだし、Ko-c2降下軽石堆積物が1694年噴火の噴出物

であることを明らかにした。 

 

①噴火の記録 

1694年噴火は、「津軽藩御国日記」、「松前蝦夷紀」に噴火が起こったことが記録さ

れている(勝井・石川，1981、古川・他，1997)。これらの記録には、先年駒ヶ岳で寛

永17年大津波を伴う噴火があり、さらに、元禄７年７月４日朝より６日まで噴火し、

地震・火山灰を伴ったことが記されている。 

 

②噴出物 

駒ヶ岳の東麓では、Ko-d降下軽石堆積物の上位に腐植層を挟まず、Ko-c2降下軽石

堆積物が被覆している(図4.4.6)。Ko-c2降下軽石堆積物は、東方に分布し、東麓で層

厚200cmに達する。火砕流堆積物は、北西および北東山麓で確認されている(図4.4.6)。

その噴出物の量は、おおよそ降下軽石0.26km3、火砕流堆積物0.1km3である(勝井・他，

1989)。しかし、降下軽石堆積物分布域の大部分は東方海域にあり、その噴出量は上

記の値よりも多いと推定される。 

Ko-c2降下軽石堆積物は、上部と下部の大きく２つのフェイズに分けられる(図

4.4.8)。両層とも最下部に発砲の悪い黒灰色のスコリアの降下堆積物をもち、その上

部に降下軽石堆積物が存在する。降下スコリア堆積物中には、最大粒径20cmの火山弾

が含まれる。降下軽石堆積物は、下部がほとんど灰色軽石からなり、徐々に白色軽石

の量が増え、最上部は白色軽石だけになる特徴を持つ。降下軽石堆積物中には、火山

灰と軽石の混在した層が確認され、軽石の降下と同時に火砕流が流下していたと考え

られている。 

出来澗崎海岸では、上部と下部の境界に斜交層理の発達した砂礫層が挟まれている。

この砂礫層中には、駒ヶ岳起源の風化した軽石が混在している。また砂礫層は、層厚

が一定ではなく、高所では薄く、十数m内陸に入ったところでは層厚が減少する。こ

のような砂礫層は、高波による堆積物と考えられ、上部と下部の間には時間間隙があ

ったことが示される。 

 

③噴火の推移 

この噴火では、初め火山弾およびスコリアを放出するような噴火から始まり、大規

模なプリニー式噴火に移行した。噴火は一旦収束し、再び火山弾をおよびスコリアを

放出するような噴火からはじまり、大規模なプリニー式噴火に移行した。プリニー式

噴火では途中、噴煙が部分的に崩壊して火砕流が発生している。 
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図4.4.6 1694年噴火堆積物の分布図 

 降下軽石堆積物は東北東方向に分布主軸を持ち、海岸線付近で200cmほどの層厚を持つ。1640

年の崩壊によってできたカルデラ壁のため火砕流は特定の方向に流下した。 
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図4.4.7 歴史時代の降下軽石堆積物と火砕流堆積物 

A：鹿部町出来澗崎、図4.4.2Aの流れ山の上部の拡大写真。下位から1640年、1694年、1856年降

下軽石、1929年の降下軽石は最上部の黒色土壌中に点在している軽石。1640年と1694年の層

の間には腐植層が観察できない。1640年の噴火は駒ヶ岳全体を覆い尽くしたため通常より植

生の回復が遅く、54年間では土壌が生成されなかったと推定できる。また1694年と1856年の

層の間には２cm程度の黒色土壌が挟まっている。 

B:鹿部町本別漁協裏。下位から1640年噴火後の泥流堆積物、1694年降下軽石堆積物、1856年火

砕流堆積物。 

C:森町尾白内押出沢。1694年・1856年・1929年の火砕流堆積物が観察できる。 
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図4.4.8 1694年噴火と1856年噴火の模式柱状図 

 この２つの噴火はいずれも黒色のスコリアの噴火からはじまり、次第に白色軽石の噴火に移行

した。 
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(3) 1856年噴火 

①噴火の記録 

1856年の大噴火については、「北遊乗」・「協和私役」・「観国録」・「蝦夷地土産」等

の数多くの史料に噴火の記録がかなり詳細に残っている(勝井・他, 1975)。これらに

よると、1784年(天明４年)の小噴火から72年後、1856年９月25日(旧暦安政３年８月

26日)の早朝、山麓で地震が頻発し、午前9時頃、爆発的な噴火がはじまり、火砕流が

発生した。噴火は８～９時間継続し、激しい噴火は当日の夕方までにほぼ終息した。

その後約１ケ月間は、小噴火がたびたび起こった。この噴火での被害は、東麓で降下

軽石によって２名の死者、17軒の家屋が焼失した。また南麓の留の沢では火砕流が流

下し、１～２名を除く湯治客20数名が犠牲となった。 

 

②噴出物 

駒ヶ岳東麓では、Ko-c2降下軽石堆積物の上位に約２cmのクロボクを挟んで、Ko-c1

降下軽石堆積物が厚さ約60cm堆積している(図4.4.8)。噴火当時も十勝付近で降灰が

記録されたが、現在もKo-c1火山灰は道東や国後島でも確認することができる。 

Ko-c1降下軽石堆積物は、東麓で３～５ユニットに細分され、降下軽石堆積物の中

に火砕流堆積物が挟まっている(図4.4.8)。分布は駒ヶ岳と東麓の出来澗崎を結ぶ線

を主軸とし、その両側では急激に層厚が減少し、鹿部町市街以南、トドメキ川以北で

はほとんど見られない(図4.4.9)。Ko-c1降下軽石堆積物の量は約0.11km3であるが、か

なりの部分は東方海域に降灰している。また火砕流堆積物は、東麓～南麓に厚く堆積

し、多くの部分で高温酸化により赤色を呈する。東麓では海に到達している。南東麓

の留の湯付近では、記録どおり折戸川沿いに流下し、河床から高さ数mの低い火砕流

台地をつくっている。また、南西麓では火砕流堆積物の下位に黒色のスコリアや縞状

の軽石、火山弾を含む非常に淘汰の悪い降下堆積物と火砕サージ堆積物が混合した層

が存在する。東山腹では、火砕流に伴った火砕サージが、明瞭なデューン地形を作っ

て分布している。火砕流堆積物の総量は、約0.1km3と推定されている。この噴火で、

山項に安政火口(直径200m)を生じ、さらにその中に小規模な溶岩ドームが作られた

(図4.1.5)。 

 

③噴火の推移 

この噴火の推移は、1856年９月25日の早朝、山麓で地震が頻発し、午前９時頃、爆

発的な噴火(降下物と火砕サージ)から始まった。その後、降下軽石→火砕流→降下軽

石→溶岩ドームという形で噴火が推移した。爆発的な噴火は８～９時間継続し、当日

の夕方までにほぼ終息した。その後、約1ヶ月間は小噴火がたびたび起こり、溶岩ド

ームが形成されたと推定できる。 
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図4.4.9 1856年噴火堆積物の分布図 

降下軽石堆積物は東方向に分布主軸を持ち、鹿部町本別付近で50cmほどの層厚を持つ。1694年

同様、1640年の崩壊によってできたカルデラ壁のため火砕流は特定の方向に流下した。また火砕

流堆積物の一部は海岸まで到達している。 
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(4) 1929年噴火 

昭和4年(1929年)６月17日、駒ケ岳は安政の大噴火以来73年ぶりに大規模なプリニ

ー式噴火を行った。噴火直前の1888～1924年までの間には小噴火活動を続け、1924年

以降５年間の小噴火が治まり大噴火に至っている。このような小噴火の活動、活動の

休止、規模の大きな噴火というパターンは1942年にも同様なパターンが見られる。 

この噴火は小噴火からはじまり、連続して大噴火に移行した。その間たったの10時

間であった。噴火はほぼ１日で終結し、南東麓の鹿部に多量に軽石を堆積させ、山麓

周辺には火砕流を流下させた。 

この噴火については、神津ほか(1929、1932)、Tsuya et a1.(1930)、赤木(1929)、

根本(1930)、勝井ほか(1975)、勝井ほか(1986)などをはじめ多数の研究報告があり、

また災害については「駒ヶ岳爆発災害誌」(北海道社会事業協会,1937)に詳しく述べ

られている。勝井・他(1975)は、この噴火の推移を図4.4.10のように模式化した。 

 

①噴火の推移 

噴火直前、約１年前の昭和３年６月の根本(1930)の踏査では、噴気活動がむしろ衰

徴しており、極めて静穏であった。噴火の前兆としては、噴火の２日前の６月15日に

鳴動があり、６月16日11時25分と同日13時51分の２回にわたり、函館測候所で無感地

震が記録されたことがあげられる。 

６月17日０時30分頃から鳴動とともに小噴火が始まり、噴火開始から９時間30分間

断続的に継続した。朝までに鹿部では１cm以下の降灰が記録されている。９時53分、

噴火は小噴火からプリニー式噴火へと移行し、この時、函館測候所では、９時53分38

秒から、３分30秒間継続して振動を記録した。噴煙は高度13.9kmに達し、南東方向に

軽石を降らせた。12時の時点で鹿部では20cm以上の軽石が堆積した。12時30分頃から

噴火はさらに激しくなり、小規模の火砕流が流下し始めた。14時における噴煙高度は

13.1kmであった。14時30分頃から噴煙柱より降下する軽石が増え、火砕流が頻繁に発

生し、山麓に流れ下った。火砕流の一部は海中に流入した。鳴動、空振、雷光がいち

じるしく、夜になって火柱がみえた。20時頃から再び降下軽石が激しくなり、21時～

23時、鹿部方面で降下軽石が激しく堆積し、多数の家屋が倒壊した。約14時間にわた

って継続したプリニー式噴火は、24時頃急激に衰え終息に向かった。18日0時15分函

館測候所の地震計は脈動が停止、18日３時には降灰が収まった。のち軽微の鳴動が間

欠的に起ったが６時に終了した。19日は、降雨により沼尻方面に降雨型泥流が発生し

た。19日～21日の間、断続的に小噴火が継続した。 

噴火後、山頂の地形は一変し、安政火口は埋積され、ヒサゴ形火口、マユ形火口、

および多数の割れ目が生じた。 

噴火災害の大部分は、降下軽石と火砕流によるものである。この噴火による死者は

２名、負傷者は４名、家屋の全焼・全壊365戸、半焼・半壊1550戸のほか家畜・耕地・

山村・漁村に大きな被害をもたらした。 
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図4.4.10 1929年噴火の推移の模式図 

              (勝井・他, 1986) 

 

表4.4.2 1929年噴火の被害一覧表 

                           (森町地域防災計画より) 

     町名 

種類 
森 町 砂原町 鹿部町 南茅部町 七飯町 合 計 

死亡者     2名     2名 

負傷者     4名     4名 

家 

屋 

全焼・全壊     335棟   30棟 365棟 

半焼・半壊・半埋没     515棟 1,035棟   1,550棟 

家 

畜 

馬   3頭 60頭   30頭 93頭 

牛   3頭 20頭   20頭 43頭 

耕 

地 

田     17.Oha   2.5ha 19.5ha 

畑 230.1ha 37.7ha 151.2ha 788.Oha 5.0ha 1,212ha 

牧場   110.0ha 1,629.8ha     1,739.8ha 

原野   4.7ha 1,035.0ha 1,442.0ha   2,481.7ha 

山林 4,220.0ha 3,237.0ha 7,706.2ha 14,981.0ha 1,000.0ha 31,144.2ha 

注） 家財及び職業用具、宅地、海産干場、水産関係、道路・橋梁等に大きな被害がある。 
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図4.4.11 1929年の噴火の写真 

A：森町から見た1929年噴火。 

B：1929年６月17日17時頃(森町の桟橋より)。尾白内方向に火砕流が流下している。 

C：駒ヶ岳駅付近から見た噴火。 

D：室蘭から見た1929年噴火の三松正夫氏によるスケッチ。(三松正夫氏は壮瞥町で1929年噴火

を目撃し、その様子を６×３尺の作品に仕上げた。その作品は東北大学に寄贈されたが、戦

中空襲で焼失した。これは、寄贈前に撮影した写真のコピーである。) 
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E：函館水電小川第二発電所付近の被害状況。 

G：鹿部村小川小学校の被害状況。 

I：大沼電鉄・留の沢停車場付近の状況。 

K：鹿部の海岸線に堆積した降下軽石。 

 

F：鹿部村の降下軽石による被害状況。 

H：鹿部村小川消防番屋の被害状況。 

J：鹿部村市街地の降灰状況。 

L：尾白内付近の火砕流堆積物。 
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②噴出物 

降下軽石 

駒ヶ岳南東麓では、Ko-c1降下軽石堆積物の上位に約１cmのクロボク土を挟んで、

地表面に1929年噴火で堆積したKo-a降下軽石堆積物が存在する(図4.4.15)。Ko-a 降

下軽石堆積物の分布主軸は南東方向にあり、下位からKo-a1～a5の５ユニットに分け

られる(図4.4.14、図4.4.15、図4.4.16)。降下軽石堆積物は、南東麓の折戸で154cm(現

在100～120cm)、鹿部町市街地で106cm(現在70cm)堆積し、その噴出量は約0.38km3と見

積もられている(鈴木・勝井，1982)。また火口原には、1929年の軽石噴出物が厚さ100m

あまり堆積している。火口原の縁では一部に火砕サージ状の堆積物も挟在する。 

1942年噴火で火口原にNW－SEに横断する延長1.6kmの割れ目が開き、堆積物の断面

がよく観察される。勝井・他(1975)によると、堆積物の下部は溶結し、上部にいくに

したがって非溶結となっている。火口原にはこのような多量の軽石が急速に堆積する

ことによって、ここに一時的な軽石丘が生じたと考えられている(勝井・他，1989)。 

 

火砕流堆積物・火砕サージ堆積物 

火砕流堆積物は、山頂を中心にほぼ放射状に分布し、複数のユニットが識別できる。

また、東麓に流下した火砕流は海岸に達しており、海岸付近で火砕流が海に流入した

ときに起こした海中二次爆発の堆積物が確認されている(鈴木・勝井，1989)。火砕流

堆積物の被覆面積は22.5km2、体積は約0.14km3と推定されている(勝井・他，1989)。 

火砕サージ堆積物は、南西～南および東山腹に広く堆積し、デューン地形が発達し

ている。勝井・他(1989)では、分布面積を4.0km2、平均の層厚を1mとし、体積約0.004km3

とした。この推算から火砕サージ堆積物は、降下軽石堆積物や火砕流堆積物に比べ極

めて少ないことがわかる。 
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図4.4.12 1929年噴火堆積物 

A:鹿部町留ノ沢中流域。1929年降下軽石堆積物。軽石の粒の大きさが変化しているのが観察でき

る。 

B: 鹿部町留ノ沢中流域。降下軽石堆積物中に挟まれる火砕流堆積物。火砕流が軽石の降下してい

る間に発生していることがわかる。 

C:森町尾白内押出沢。1929年火砕流堆積物が幾重にも重なっている。塊状の部分から軽石が濃集

している部分までが1つの流れの単位(フローユニット)。 
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図4.4.13 1929年噴火堆積物の分布図(神津・他, 1932) 

 

降下軽石堆積物は南東方向に分布主軸を持ち、鹿部町市街に数十cm堆積している。火砕流は1694

年、1856年の噴火でカルデラ内部のかなりの部分が埋積されたため、山麓の全方向に流下してい

る。また火砕流堆積物の一部は海岸まで到達している。 

 

 

 

図4.4.14 1929年降下軽石堆積物の分布図(神津・他, 1932) 
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図4.4.15 1929年降下軽石(Ko-a)の柱状図(勝井・他，1986に加筆) 

 

図4.4.16 1929年降下軽石と火砕流の噴出時刻(勝井・他, 1986に加筆) 
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(5) 1942年噴火 

駒ヶ岳は、1937年の小噴火の5年後、1942年11月16日朝に中規模な噴火を起こし、

山頂火口原に約1.6kmの大亀裂を形成した(図4.4.17)。この噴火については石川・橋

本(1943)、森町観測所(1944)、高橋・他(2004)によって、噴火の推移が報告されてい

る。この噴火はこれまでマグマを伴わない水蒸気爆発であると考えられてきたが、高

橋・他(2004)の岩石的研究からマグマが関与した噴火(マグマ水蒸気爆発)であること

が明らかになった。 

 

①噴火の推移 

1942年噴火の前兆現象としては、噴火の４、５日前の11月11日、12日に山麓および

山頂で、「ドーンドーン」という音が聞かれている。４日後の11月16日、午前８時頃

に「ゴーゴー」という鳴動とともに噴火が開始した。８時10分頃に噴煙が上昇し始め、

８時18～20分頃にはやや強い爆発地震を伴って噴煙は上昇した。８時20～23分頃には

強い空振が感じられ、雷光や雷鳴が目撃されている。南麓の登山口付近から、山頂に

２本の火柱が立ち上り、噴石が放出されるのが目撃されている。目撃証言から噴石は、

火口上100m以上も噴き上げられたことになる。８時20分頃には山麓各地で目撃され、

噴煙が上昇するのと同時に、火砕サージ(流下する噴煙)が南、南東、東南東の３方向

に流下した。噴煙は８時40分には白色に変わり、８時50分頃には噴煙高度は約500～

1,000mになった。噴煙上昇の約５分後から降灰があり、鹿部では夕方まで降灰が続い

た。鹿部町市街での降灰の厚さは２cm以上である(図4.4.18)。南から南東麓では昼過

ぎまで降灰が続いた。この噴火によって、火口原には長さ1.6kmの北西南東方向の割

れ目火口が形成した。この後、11月18日の午前10時51分には再び小噴火を起こし、６

分後には北西方向(森町方面)に降灰があった。11月20日の時点で、新亀裂の南端およ

びその東側で小規模な泥流が観察されている(石川・橋本, 1943)。 

 

           表4.4.3 1942年噴火の推移      高橋・他(2004) 

月 日 時 刻 状      況 

11月12日  山頂、山麓で“ドーンドーン”という音を聞く。 

噴煙の高さは火口上約200m。 

11月16日 8時頃 鳴動とともに噴火活動開始。 

8時10分 噴煙が上昇し始める。火砕サージの発生。 

8時18－20分 噴煙が高く上昇(最高8000m)。山頂に2本の火柱が確認された。 

噴煙は東南東方向にたなびく。 

8時20－23分 南－南東麓で強い空振を感じる。雷光と雷鳴が確認される。 

8時40分 噴煙は黒煙から白煙へと変わる。 

8時50分 噴煙高度が500～1000m程度となる。 

東南東方向の鹿部では夕方まで降灰が続いた。 

11月18日 10時51分 小噴火を起こす。 

10時57分 北西方向の森町に降灰。 
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図4.4.17 1942年噴火の写真 

A：大沼電鉄・鹿部停車場前から見た噴火の状況。写真の下側中央から右手の方に流れる火砕サ

ージが写っている。 

B：大沼周辺から見た噴火。 

C：大沼周辺から見た噴火。 

D：鹿部村市街地に降下してきた噴出物。 

E：大沼電鉄電車の降灰除去作業。
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②噴出物  

この噴火の噴出物については高橋・他(2004)により詳しく解析されている。 

1942年噴火堆積物は、鹿部町で数cm程度堆積したと記録に残っているが、山麓にお

いて現在識別することは困難である。火口付近では最大約60cmの厚さで堆積しており、

これらの堆積物は３つのユニットから構成されている。 

下位のユニット１は、比較的淘汰のよい暗褐色の火砕物で、1929年火口南方から東

方に広く分布、平均層厚は５cmで堆積し、層厚が不規則に変化する。中間のユニット

２は、淘汰の悪い黄褐色の火砕物で、火口の南側にのみ存在する。最大層厚は20cmで、

層厚が一定ではない。上位のユニット３は、淘汰の悪い赤褐色の火砕物で、層厚一定

で最大層厚38cmである。南東方向に分布軸を持つ。これらの堆積物中には、軽石、安

山岩質溶岩、溶結火砕岩、強変質した火砕岩が含まれている。軽石には赤褐色と白色

のものがあり、その岩石学的特徴から前者は1929年の噴出物で、後者は1942年噴火の

マグマ物質である。また分布の特徴からユニット１、２は噴火初期の堆積物であり、

ユニット３は最盛期の噴出物であると結論づけている(高橋・他，2004)。 

地質学的調査から推測される噴火の推移は、初めに山頂火口原の表層近くのマグマ

水蒸気爆発により割れ目火口が形成し(噴火初期前半)、その後、火口は1929年火口に

収束しマグマ水蒸気爆発を起こし(噴火初期後半)、同時に火砕サージを流下させた

(噴火最盛期)。噴火は、急速に衰え噴火開始から20分後には水蒸気爆発に移行し(噴

火末期)、終結した(高橋・他，2004)。 

 

 

図4.4.18 1942年降下火山灰の分布図 

(石川・橋本，1943、森町観測所，1944を基に作成) 
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図4.4.19 1942年降下火山灰の柱状図 (高橋・他，2004) 

 

図4.4.20 1942年降下火山灰の露頭写真 (高橋・他，2004)
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4.5 歴史時代の小噴火 

前述の大規模および中規模噴火の前には、小噴火の活動が多数記録されている。

1856年以前は詳細な記録が残っていないため、小噴火が集中するような活動があった

かどうか不明であるが、1929年と1942年の噴火の10年から数年前には小噴火を繰り返

し、その後５年間は噴火がなく大規模な噴火に至っている(図4.5.1)。 

このような小噴火の活動が大規模噴火の前ぶれである可能性は否定できない。最近

では1996年に1942年以来54年ぶりに活動を再開し、2000年までに計８回(気象庁の記

録では６回)の小噴火を繰り返している。1996年から2000年にかけての活動は、1929

年や1942年の前に繰り返された小噴火の活動と非常に似ているといえる。 

このように小噴火は、それ自体それほど大きな被害をもたらすものではないが、大

噴火を予測する上で重要な要素であると考えられている。ここではこれまで記録に残

っている小噴火についてその活動の内容を紹介する。 

 

 
図4.5.1 過去200年の噴火の履歴 1929年、1942年の噴火前には小噴火が頻発している。 

 

 

(1) 1694年～1856年間での小噴火 

明和２年(1765年)噴火 

1694年(元禄７年)の噴火後、1765年(明和２年)に噴火があったと簡単に記述されて

いるが、それらの噴火に対応する噴出物は確認されていない。 

明和２年(1765年)の噴火に関する簡単な記述は、安政3年(1856年)の噴火記録の中

にみられる。「蝦夷地土産」(安政四年巳三月二十七日菴原 斎著)には、「…明和二酉

年前に炎上せるよし古老伝説にして…」とあるが、約70年後に初めて記録されたもの

であり、記述が簡単すぎるため、どのような噴火であったかは不明である。また、こ

の記述は伝聞されたものを記載したものであり、この噴火に関する記述が少ないこと、

また対応する噴出物が見つかっていないことから、この噴火が非常に小規模なもので

あったか、もしくはこの噴火の存在自体は極めて疑わしいものである。 

よってこの噴火の存在についてはなお検討を要する。 
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天明4年(1784年)問題 

これまで勝井・他(1975)は天明４年(1784年)の噴火について、明和２年(1765年)活

動の19年後の天明4年(1784年)にも駒ヶ岳が噴火したという簡単な記述が、北海道志

に残されているとしている。しかし、北海道史(北海道庁, 1918)では北海道志の記述

は誤りであり、「松前年歴捷径」に記録されている『月浦山』という山は駒ヶ岳では

ないと報告されている。また、北海道志には出典が記載されていないが、おそらく「松

前年歴捷径 天、地」を解釈したものであろう。「松前年歴捷径 天、地」には寛永17

年(1640年)の噴火も記録しており、そこでは駒ヶ岳のことを『内浦岳』と書かれてい

ることからも『月浦山』が駒ヶ岳ではないと考えられる。 

よってここでは北海道史(北海道庁，1918)の主張を支持し、1784年の噴火は存在し

なかったと結論づける。以下に「松前年歴捷径 天、地」、「北海道志」、「北海道史」

の記述を掲載する。 

 

「松前年歴捷径 天、地」 

甲辰(天明)四 正月十九日夜半月浦山焼亡 

(北海道付属図書館北方資料館所蔵写本旧記) 

 

「北海道志」 

天明4年正月十九日(1784年２月８日)夜内浦嶽噴火ス。(大森、日本噴火志) 

 

「北海道史」 (第一 P.413.北海道庁，1918) 

北海道志および村尾元長筆記に、天明四年正月十九日内浦岳(即ち駒ヶ岳)噴火の

事を記せしは、誤りならん。安ずるに、松前年歴捷径に「正月十九日夜半月浦山

焼亡」とあり。月浦山は福山宗圓寺の山號なるを、誤りて内浦岳となしゝこと疑

いなし。
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(2) 1856年～1929年までの活動 

1856年の大噴火以降、約30年間は噴火が起こったという記録は残っていない。1888

年までの火口の様子はBridgford(1874)およびMilne(1886)によって報告されている。 

1872年には６箇所の小火口があり、そのうち一つが活動的であった。また1877年に

は、直径100m、深さ20mの火口があり、噴気が目撃されている。1918～1919年には、

楕円形火口内の中央に安政３年の噴火で生じた直径東西315m、南北70m、深さ60mの安

政火口があり、この火口内には推定直径100m、比高30mの溶岩ドームが存在していた。 

さらに安政火口の南には幅約20m、長さ約200mの明治38年火口が形成し、その南側に

は水を湛えた小火口が確認されている(田中館, 1918；今村, 1919；根本, 1930)。 

1856年の大噴火から32年後の1888年には、再び活動が活発化し、1929年の大噴火の

５年前まで断続的に小噴火を繰り返した。1888年に１回(４月14日)、1905年に５回(８

月19日、21～23日、25日・31日夜、９月１日)、1919年に５回(６月17日、24日、７月

２日、19日、26日)、1923年に２回(２月27日、３月15日)、1924年に１回(７月31日)

の計14回の噴火が記録されている。1922年５月22日については火山活動に異常があっ

たことが記録されているが、噴気異常か小噴火かは定かではない。 

 

明治21年(1888年)(神保, 1892；大森, 1918) 

明治21年(1888年)４月14日午後1時過ぎ、駒ヶ岳は32年ぶりに噴火を起こした。

この噴火は小規模なもので、噴煙は1時間ほどで終息し、被害はなかった。 

神保(1892)によると当時の楕円形火口内には、２つの火口があり、一つは中央の

安政３年の噴火で生じた火口で、もう一つは安政火口の北西に位置する直径250mの

火口である。明治21年４月14日の噴火は後者から起こったと考えられている。しか

し、勝井・他(1975)は大正４年測量の陸地測量部地形図では、安政火口の北西側に

は駒ノ背との間に爆裂火口らしい地形は描かれておらず、明治21年火口は、安政火

口の北西側には存在せず、別の位置で起こった可能性を指摘している。 

 

明治38年(1905年)(大森, 1918) 

明治21年の小噴火の17年後、明治38年(1905年)８月17・18日に雷鳴があり、19日

の朝に噴火が起こった。安政火口の南側に新しく火口が開き、噴煙高度は火口から

200～300mに達した。21日から23日にかけて２回目の噴火がおこり、噴煙高度は火

口から1,000mに達した。８月25日・31日夜、９月１日早朝にも噴火し、その後次第

に衰えていった。 

噴出物は非常に少なく、主に楕円形火口および押出沢火口付近に堆積し、森町を

中心とする北西山腹側へわずかな降灰があった。押出沢では大雨で降雨型泥流が発

生し、畑に若干の被害が確認されている。 
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大正8年(1919年)(今村, 1919；北海道社会事業協会, 1937) 

明治38年(1905年)の14年後、大正８年(1919年)に活動が活発化した。大正８年

(1919年)の活動は６月16日午後３時54分より１分22秒間、函館観測所において微震

動が観測され、同日午後５時半頃、西麓で鳴動がおこり、17日に噴火に至った。24

日午前１時頃にも大沼駅や鹿部村で鳴動が聞かれ、降灰が確認されている。さらに

７月２日午前３時、19日午後５時頃にも鳴動があり、噴煙があがった。７月２日の

噴煙高度は火口から650mである。７月26日午前10時には、微震動と鳴動を伴って噴

煙が火口から1,000mほど上昇した。前兆現象は認められなかった。 

 

大正11年～大正13年(1922～24年) (北海道社会事業協会, 1937；根本, 1930) 

大正11年(1922年)５月22日については火山活動に異常があったことが記録され

ている。翌年の大正12年(1923年)２月27日午前7時頃、突然噴火し、西麓に少量の

降灰があった。同年の３月15日午後2時10分頃にも噴火があった。 

さらに翌年の大正13年(1924年)７月31日午前8時頃より鳴動し、同時30分頃小爆

音と共に噴煙を上げ約250mに達した。午後６時に至って鳴動止み、噴煙も12時には

僅少となった。 

いずれも、小規模な水蒸気爆発と考えられ、ごく少量の降灰をもたらした程度で、

被害はなかった。噴火は頂上の楕円形火口内で行われた。この後５年間、1929年ま

で小噴火の記録は残っていない。 

 

(3) 1929年～1942年までの活動 (中村・他, 1939；石川・橋本, 1943) 

昭和4年の大噴火ののち、駒ヶ岳はしばらく静穏であったが、昭和９年９月29日、

昼から夜にかけて数回にわたり鳴動が記録されている(中村・他, 1939)。 

昭和10年７月８日、多量の噴気がみられたが著しい変化がなく、同年10月15日再び

噴煙が上昇し、剣ヶ峯と昭和4年大火口との間に亀裂の増加がみられた(石川・橋本, 

1943)。 

昭和12年３月17日および19日、小噴火があり、留の沢方面に降灰があった。昭和４

年大火口底は吹き飛ばされて桶状となり、火口底への降下が困難となった。火口付近

には降灰が60cmぐらい雪の上に積った。(中村・他, 1939)。 

翌13年２月から４月頃に、小地震が頻発し、砂原岳中央下の噴気孔が活気を呈し、

ナマコ山付近に噴気孔が生じた。1937年以降1942年までの５年間、小噴火は観測され

ていない。
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(4) 駒ヶ岳火山の最近の活動 

駒ヶ岳は1942年以降静穏であったが、54年ぶりの1996年の噴火以降1998年、2000年

と小噴火を繰り返している(表4.5.1、図4.5.2)。2000年の噴火以降は、2001年の１月

17日に継続時間34秒の火山性微動が観測されたが、それ以降目立った活動はない。こ

れらの噴火は、火山灰中に新しいマグマ由来の新鮮な急冷したガラスを含んでおらず、

いずれもマグマ物質を伴わない水蒸気爆発(噴火)であると判断されている。 

1929年の大噴火や1942年の中噴火の数年前には、小噴火が頻発している傾向にある。

1996年から2000年にかけての活動が、これらの小噴火と同様な活動である可能性が高

い。噴火の活動度を示すと考えられている火山灰付着性成分のCl/S比(図4.5.3)は、

1996年や1998年噴火に比べ2000年噴火の方が高くなっており、マグマ由来の高温火山

ガスの影響が増大していたことが指摘されている(中川・他，2001)。 

1996年から2000年の活動に関しては、宇井・他(1997a)、宇井・他(1997b)、中川・

他(2001)、広瀬・他(2002)に詳しく述べられている。 

 

         表4.5.1 1996年以降の火山活動    (中川・他(2001)を一部修正) 

 年  日時 活動 
火山性微動 

の継続時間 

火山性微動の 

最大振幅 

(μm) 

 降灰 
 総降灰量 

（トン） 
 特記事項 

1996 3/5, 18:10 噴火 6分22秒 ～ 8.3 大規模 1.2×105 
54年間の休止期

後の噴火 

 3/6, 14:53 微動 1分54秒 ～ 1.1 なし    

1998 10/25, 09:12 噴火 5分47秒 ～15.9 大規模 5×104  

1999 3/1, 08:23 微動 1分19秒 ～ 0.8 なし    

2000 3/12, 16:43 微動 33秒 ～ 0.7 なし    

 3/23, 13:49 微動 56秒 ～ 1.7 なし    

 9/4, 22:14 噴火 9分47秒 ～ 3.4 大規模 約105* 岩塊を放出 

 9/12, 22:12 噴火 3分 8秒 ～ 1.1 小規模 微量  

 9/28, 13:56 噴火 7分38秒 ～ 1.4 中規模 不明  

 10/24, 00:02 噴火 2分38秒 ～ 1.0 小規模 微量  

 10/28, 02:44 噴火 8分55秒 ～ 2.9 大規模 >3×104** 
横なぐり噴煙の

発生 

 11/4, 06:03 微動 2分 2秒 ～ 7.4 なし    

 11/8, 07:38 噴火 9分 9秒 ～ 2.4 中規模 >2×103** 
横なぐり噴煙の

発生 

2001 1/17, 13:30 微動 34秒 ～ 1.7 なし     

（降灰：大規模(>104トン）；中規模(104～103トン）；小規模(<103トン）
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図4.5.2 1996年～2000年噴火写真 

A：1996年3月5日噴火の降灰状況。 

B：1996年3月5日噴火。昭和4年火口の南側(右手)に新しい火口列を形成した。 

C：1998年10月25日噴火。 

D：1998年10月25日噴火。 

E：2000年9月4日噴火。この噴火では尾白内方向(北の方向)に降灰が確認された。 

F：2000年10月28日噴火の降灰状況。
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図4.5.3 1996年噴火以降の降下火山灰の付着水溶性成分の比(中川・他，2001)  

一般にCl/S比が高いとマグマ性のガスの寄与が大きいと考えられている。 

 

 

①平成８年(1996年)の噴火 

1996年３月５日午後６時10分過ぎ、駒ヶ岳南山腹の気象庁A点で最大振幅は8.3マイ

クロメートルの連続微動が観測された。その２時間後には地元住民から降灰の情報が

もたらされた。降灰は南南東に分布主軸を持ち、火口から南南東30kmの地点でも確認

された(図4.5.4、図4.5.5)。 

この噴火では昭和４年火口内部に新火口を形成したほか、昭和４年火口の南200ｍ

の地点からほぼ南北に200m長の新しい火口列(96年南火口列)が形成された。７日の時

点では、昭和４年火口内部南側の新火口(96年主火口)が最も勢いよく噴煙を上げてい

た。降灰量は山麓部のみの見積もりで30,000トン、火口近傍を含めたもので約12万ト

ンと見積もられている。
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図 4.5.4 1996 年噴火の 

降灰分布図 

(宇井・他,1997b) 

図 4.5.5 1996 年噴火の火口

近傍の降灰分布図

(宇井・他,1997a) 
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②平成10年(1998年)の噴火 

1996年３月以降、地震回数は月に０～５回程度と静穏な状態が続いていた(札幌管

区気象台, 1999)。約２年７ヶ月ぶりに1998年10月25日９時12分から５分47秒間にわ

たり、最大振幅16マイクロメートルの連続微動が、昭和４年火口の西南西約4.1kmの

気象庁A点の地震計で観測された。噴火直後、噴煙は火口から約1,200mに達し、東麓

の鹿部町ではごく少量の降灰が観測された。火口は昭和4年火口の内部に、96年主火

口とは別に新しい火口(98年火口)が形成された。 

降灰は東から東南東にかけて分布し、火口から10kmのところまで確認されている

(図4.5.6)。降灰量は山麓部のみの見積もりで3,000トン、火口近傍を含めたもので約

５万トンと見積もられている。火口近傍では火山灰は最大70cm以上の厚さで堆積して

おり、火口北側500mの地点において直径数十cm～1mの噴石が確認されている。降下火

山灰の鏡下観察の結果、新鮮な急冷ガラスは確認されず、マグマ物質を伴わない水蒸

気爆発であると判断されている。 

 

 

図4.5.6 1998年噴火の降灰分布図(広瀬・他, 2002) 
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③平成12年(2000年)の噴火 

1998年の噴火以降、1999年１月に継続時間１分の火山性微動が発生し、2000年の３

月にも継続時間１分以下の火山性微動が２回発生した。その後９月から11月にかけて

継続時間２分から９分の火山性微動が7回発生し、そのうち６回は噴出物が確認され

た。いずれも昭和４年火口内部の火口から噴火を行っている。降下火山灰中には新鮮

な急冷ガラスは確認されず、いずれも水蒸気爆発であった。気象庁では９/12、10/24

については噴出物がごく微量であったため噴火として扱われていない。 

 

9月4日の噴火 

22時14分から昭和４年火口の西南西約4.1kmの気象庁A点の地震計で、火山性微動が

約10分間継続した。微動の最大振幅は３マイクロメートル程度で、噴火に伴うと考え

られる最大振幅約４パスカルの空気振動が、４日22時15分頃に観測された。翌日の５

日５時の時点で、昭和４年火口から噴煙高度火口上500mの白色の噴煙が確認されてい

る。降灰は西北西に分布主軸をもち(図4.5.7)、火口近傍を含む噴出量は10万トンと

見積もられている。火口近傍では約40cmの最大層厚を持っており、火口北側700mでは

人頭大の噴石が確認されている。この噴火以降は、９月12日22時12分頃に再び火山性

微動(継続時間約３分)が観測された。 

 

9月28日噴火 

13時56分頃から約７分30秒間火山性微動が継続した。微動の振幅は９月４日の1/3

ほどであった。南南東約10kmの地点で降灰が確認されたが、分布の詳細は不明である

(図4.5.7)。火口近傍でも層厚は２cm以下であり、噴出量は1,000トン以下である。 

 

図4.5.7 1998年10月25日および2000年９月４日、28日噴火の降灰分布図(中川・他，2001)
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10月28日噴火 

２時43分頃から約９分間微動が継続し、複数回の噴火が遠望カメラに捉えられてい

た。微動振幅は約３マイクロメートルで、約２パスカルの空振も観測され、噴煙は火

口から2,000mに達していた。降灰分布は北東と東南東の二つの軸を持ち、複数回の噴

火が複合した分布を示す(図4.5.8)。火口近傍では、デューン構造や火口側だけに堆

積物がへばりついた岩塊が認められ、横なぐり噴煙の堆積物が確認されている。山麓

部のみの分布から見積もられた噴出量は３万トンである。 

 

11月8日噴火 

７時38分頃から約９分間微動が継続し、降灰は南東方向に主軸を持ち、火口から

12kmのところまで確認された(図4.5.8)。火口近傍では、10月28日と同様の横なぐり

噴煙の堆積物が確認されている。噴出量は山麓部のみで約2,000トン程度と見積もら

れている。 

 

 

図4.5.8 2000年10月28日、11月８日噴火の降灰分布図(中川・他，2001)
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5 駒ヶ岳の火山災害危険予測図 

5.1 噴火の特徴 

(1) 噴火規模とその概略 

駒ヶ岳の歴史時代における噴火は、小規模な場合には水蒸気爆発、大規模な場合に

は火砕流を伴うプリニー式噴火(軽石噴火)を起こしている。1942年には、小噴火と大

噴火の中間規模の噴火があり、マグマ水蒸気爆発を起こした。 

各規模の特徴を簡単に示す。 

 

●小噴火 

小噴火では、多少の降灰を見る程度であったが、噴火後、降雨型泥流(土石流)が

発生した。 

●中噴火 

中噴火は、1942年に１回発生しただけである。この噴火では、マグマ水蒸気爆発

による火砕サージが発生し、山腹まで到達した。 

●大噴火 

大噴火では、多量のマグマが軽石、火山灰となって放出され、火砕流が発生した。 

 

(2) 噴火間隔 

駒ヶ岳の歴史時代における噴火間隔と規模には、特に一定の規則性はみることがで

きない。 

図5.1.1には過去400年間の噴火の時系列及び規模図表を示した。この図を見ると、

1929年噴火の前20年間に小噴火が頻発していることがわかる。このことは1996年、

1998年、2000年の小噴火が今後起こりうる大噴火の前兆である可能性を示している。

1640年、1694年、1856年の大噴火の前には小噴火の古記録が存在しない。しかし、小

噴火は記録が残っていない可能性が大きい。 

 

図 5.1.1 過去 400年間の時系列及び規模図表 
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(3) 噴火の場所 

駒ヶ岳は、山麓での側噴火を起こしておらず、噴火地点はいずれの噴火も山頂噴火

であった。 

 

(4) 各噴火現象の特徴 

●火砕流・火砕サージ 

火砕流は、大噴火の時に発生し、火砕サージを伴う。火砕流は山腹部で谷沿いを

流下し、山麓部で谷をあふれ、うすく広がって停止する。火砕サージは、山腹を広

く覆う。中噴火では、火砕サージや場合によっては火砕流を発生させるが、規模は

大きくない。 

 

●噴石 

駒ヶ岳では、噴石(火山弾など)の落下についての記録もいくつか見られ、1929(昭

和4)年噴火では馬の背外壁８合目付近に大きな岩塊が落下したほか、昭和17年噴火

でも火口上100mまで岩塊が噴き上げられているのが目撃されている。噴出岩塊は山

頂付近にのみ落下する。 

 

●降下火砕物 

上空の風によって運ばれ、風向きによって積もる場所が変わり、風下側に厚く堆

積する。大噴火では、軽石が厚く堆積し、山麓で100cm以上に達する。小噴火・中

噴火では、山麓で火山灰が数mm～数cm程度堆積する。 

 

●降雨型泥流(土石流) 

規模の大小にかかわらず、ある程度の噴出物が山腹に堆積した場合には、その後

の降雨によって降雨型泥流(土石流)が発生する危険性がある。 

 

●融雪型泥流 

積雪期に噴火した場合、積雪上に高温の火砕物が載って一気に融雪し、泥流が発

生する危険性がある。 

歴史時代の大規模な噴火は冬期に起きておらず、また、昭和17年噴火では新雪が

積もっていたが、融雪型泥流は発生していない。 

 

●溶岩流・溶岩ドーム 

駒ヶ岳の溶岩は粘性が高く、溶岩流として流下することはないが、1856(安政３)

年噴火のように、火口に溶岩ドームを形成することがある。 

 

●岩屑なだれ 

規模がきわめて大きい噴火(例えば1640年噴火)になると岩屑なだれが発生する

危険性がある。駒ヶ岳の周囲には広く岩屑なだれ堆積物が広がり、約10万年の間に、

少なくとも４回の岩屑なだれが発生している。 
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ただし、岩屑なだれが数百年の間に繰り返されることはまれであり、地形的にも

崩れやすい山体の多くはすでに崩れてしまっているため、現在のところ岩屑なだれ

発生の可能性は小さいと思われる。 

 

(5) 前兆現象 

1856(安政３)年、1929(昭和４)年、1942(昭和 17)年の大中規模噴火では、いずれも

前兆現象があったと証言するものがいた。また、1905(明治 38)年、1919(大正８)年な

どの小噴火でも前兆が指摘されている。一方、1996年、1998年および 2000年の小噴

火では、いずれも前兆現象が認められず、噴火が始まった。 

前兆現象は、いずれも鳴動あるいは震動である。噴火の数時間前～数日前に起きて

いる。これらの前兆現象は、いずれも人の感覚によって察知されたものであるが、近

年は、観測網が整備されているので、前兆現象をいち早くとらえることが可能ではな

いかと期待される。 

しかし、必ずしも前兆現象を的確にとらえられるかどうかは、現在のところわから

ない。したがって、突然に噴火が始まり、破局的な噴火に至るまでに避難を行わなけ

ればならない事態になることも考えられる。 

 

表5.1.1 駒ヶ岳火山噴火の前兆現象の記録年表 

西暦(邦暦) 規模 噴火に伴う前兆現象の記録 

1640年(寛永17年) 大噴火 山鳴り著し 

1694年(元禄７年) 〃 記録不明 

1765年(明和２年) 小噴火 記録不明 

1856年(安政３年) 大噴火 2日前から鳴動、数時間前から震動を感じ、少量の降灰

あり 

1888年(明治21年) 小噴火 特になし 

1905年(明治38年) 〃 2日程前から鳴動を感じ、小爆発がおこり2～3日後やや

大きな爆発となる 

1919年(大正８年) 〃 噴火の前日午後に駒ヶ岳付近で地震及び鳴動あり 

1923年(大正12年) 〃 特になし 

1924年(大正13年) 〃 約30分前から鳴動あり 

1929年(昭和４年) 大噴火 2～3日前から鳴動、10～13時間前に地震あり小爆発にい

たる。小爆発開始後9時間30分で大噴火が始まる 

1937年(昭和12年) 小噴火 2日前からときどき鳴動や少量の降灰あり 

1942年(昭和17年) 中噴火 4～5日前にドーンという音響を聞く、30分前に小地震を

記録する 

1996年(平成８年) 小噴火 特になし 

1998年(平成10年) 〃 特になし 

2000年(平成12年) 〃 特になし 
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(6) 噴火継続時間 

駒ヶ岳の歴史時代の噴火における一回の噴火継続時間は、他の火山に比較して、短

い。 

大噴火の破局的な活動の継続時間は、１～３日間ぐらいである。これは、駒ヶ岳の

マグマの性質によって、短時間の破局的な噴火となるためである。ただし、小規模な

活動を１～２ヶ月継続することはある。 

小噴火の継続時間は、1996 年から 2000 年の小噴火の事例を見ると、長くても 10

分程度、中噴火の継続時間は、1942年の事例をみると１時間程度である。 
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5.2火山災害危険区域予測図の内容 

駒ヶ岳の火山災害危険区域予測図は、「平成６年度駒ヶ岳火山噴火災害危険区域予

測図作成業務報告書」に基づき作成されたものである。以下は報告書の内容を抜粋（一

部修正）したものである。 

 

(1) 想定した噴火 

主に 1929(昭和４)年噴火規模の噴火現象を基本において危険区域の区分を行った。 

 

※岩屑なだれ・津波は、1640(寛永 17)年の噴火で生じたものであり、これは 1929(昭和４)

年噴火規模よりも更に大きい規模であるため、その危険度区分は他の火砕流や降灰など

の発生確率よりも小さいため、同等の危険度区分とはとらえるべきではない。 

 

(2) 想定した火口位置 

駒ヶ岳の歴史時代の噴火はすべて山頂噴火であるため、山頂噴火のみを想定し、 

以下の項目について危険区域を予測した。 

● 火砕流・火砕サージ 

● 降下火砕物(降灰・軽石・噴石) 

● 降雨型泥流・融雪型泥流 

● 岩屑なだれ・津波 

※融雪型泥流は、泥流・土石流の中で扱うこととした。 

※溶岩流は扱わなかった。駒ヶ岳では、歴史時代に溶岩流を流したことはなく、また、歴史時

代以前の堆積物にも溶岩流を確認することはできない。駒ヶ岳の溶岩は流動性が極めて小さ

いために、溶岩流を流す危険性はほとんどない。 

 

(3) 作成図面 

 作成した図面は以下の４種類である。 

・ 火山災害危険区域予測図(火砕流・火砕サージ・岩屑なだれ・津波) 

・ 火山災害危険区域予測図(降下火砕物) 

・ 火山災害危険区域予測図(降雨型泥流・融雪型泥流) 

・ 火山災害危険区域予測図(岩屑なだれ・津波) 

 次ページ以降に各危険区域予測図の詳細を示す。 
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5.3 火砕流・火砕サージの火山災害危険区域予測図 

火砕流・火砕サージの危険区域を以下の３つの段階で区分した。 

火砕流・火砕サージ危険区域A 
1942(昭和17)年噴火規模で火砕サージによって災害が発生

する危険性がある 

火砕流・火砕サージ危険区域B 
1929(昭和４)年噴火規模で火砕流堆積物によって埋積され

る危険性がある 

火砕流・火砕サージ危険区域C 
1929(昭和４)年噴火規模で火砕流・火砕サージの熱風で災害

が発生する危険性がある 

 

火砕流・火砕サージ危険区域の設定理由は次のとおりである。 

◆危険区域A 

① 昭和17年噴火における火砕サージは東方および南方へ延びた。 

② それぞれの最長到達点における「火口との標高差」と「距離」の比から計算される角度が

約８度、９度であった。 

③ 以上からカルデラ壁の高さから各方位への火砕サージの最長到達点における「火口との標

高差」と「距離」から形成される角度の値を適当に与え区域を設定した。 

 

◆危険区域B 

① 駒ヶ岳火山噴火地域防災計画における軽石流流下予想区域 

② 過去の噴火での火砕流堆積範囲から危険区域Aと同様の手法による範囲 

③ ①と②の区域を合体して区域とした 

なお、駒ヶ岳火山噴火地域防災計画における軽石流流下予想区域に示されていた駒ヶ岳北東

方面海岸部の小さな非流下予想区域は、火砕流が海面まで到達した場合には二次爆発による危

険性を被る可能性があるため、危険区域に含めた。 

 

◆危険区域C 

・危険区域Bの外側に、その範囲の山頂からの距離の1.3倍の範囲 

雲仙普賢岳の噴火により観察された火砕流本体の流送距離と熱風部のそれの比１：1.3を適用

して区域を設定した。 

 

■コメント 

・ 規模の大きな噴火では火砕流が発生する可能性は高い。噴火開始後、数時間以内に火砕流

が発生することも予想される。 

・ 火砕流は山頂付近で100km/時ほど、山麓部でも40km/時ほどの高速で斜面を流下する。 

・ 火砕流が大量に海などの水域に流入するとそこで二次爆発を起こす危険性もある。 

・ 火砕流の危険性は谷部ほど高いが、火砕流堆積物が谷を埋め、地形をかえてしまい、異な

る流路をたどる場合も多い。 
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図 5.3.1 火砕流・火砕サージの火山災害危険区域予測図 
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5.4 降下火砕物の火山災害危険区域予測図 

降灰・軽石・岩塊等の降下火砕物についての危険区域を以下の４つの段階で区分し

た。 

噴石降下危険区域A 

（半径５km） 

直径1.5m、初速度250m/秒の噴出岩塊が到達する危険性のある範囲 

噴石降下危険区域B 

（半径10km） 

1929(昭和４)年噴火規模で直径15cmほどの岩片がまれに到達する危険

性のある範囲(降下速度は時速200kmにも達する) 

降灰(軽石)危険区域C 

（半径15km） 

1929(昭和４)年噴火規模で１m以上の降灰が堆積する危険性のある範囲 

ただし、風下方向の範囲に限る。火災が発生する危険性がある。 

降灰(軽石)危険区域D 

（半径60km） 

1929(昭和４)年噴火規模で10cm以上の降灰が堆積する危険性のある範

囲。ただし、風下方向の範囲に限る。 

 

降下火砕物の設定理由は次のとおりである。 

◆危険区域A 

駒ヶ岳における噴出岩塊の初速度は計測されていない。ここでは、噴出岩塊の大きさ、初速度

ともに、国土庁防災局(1992)を参考とし、井口・加茂(1984)の方法によって、噴出岩塊の到達範

囲を計算した。 

 

◆危険区域B 

危険区域Bは、1929(昭和４)年噴火での鹿部における実績から推測したものである。 

① 根本(1931)によれば火口から11～12kmの鹿部では最大直径45cmの軽石がみられた。 

② 同じ落下速度の岩片は鈴木(1990)より、直径14cmであると推算できる。 

③ したがって、風下方向では火口から10kmの範囲でまれに直径15cmの岩片が落下したと推測

できる。 

 

◆危険区域C 

火口からの距離15km以内とした。 

① 1929(昭和４)年噴火および1640(寛永17)年噴火実績(勝井ほか, 1989)において、降灰の堆

積した厚さが100cmとなった火口からの距離15kmを用いて、火口からの距離15km以内の範囲

とした。 

② 1929(昭和4)年噴火規模では火口から15km以内における風下方向では軽石および火山灰の

堆積した厚さが100cmを超えるところがあると予想される。 

 

■コメント 

・ 堆積した火山灰等の厚さが100cmを超えるとほとんどの木造建物が倒壊する。 

・ 風下方向からやや外れた方向でも、かなりの降灰があったところでは火災が発生する危険

性がある。 

・ 危険区域Cへの降灰の開始時刻は噴火後20分以内と考えられ、直径６cmの軽石の冷却時間20

分と同じ程度であり(鈴木,1990)、軽石の熱で火災が発生する危険性があると予想される。 
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◆危険区域D 

火口からの距離60km以内とした。 

① 1929(昭和４)年噴火および1640(寛永17)年噴火実績(勝井ほか,1989)において、降灰の堆積

厚が10cmとなった火口からの距離60kmを用いて、火口からの距離60km以内の範囲とした。 

② 堆積厚10cm以下の降灰区域は危険区域Dのさらに遠方まで達する危険性がある。 

 

■コメント 

いずれも、1929(昭和4)年規模の噴火があった場合に、危険区域を示す円内全域に渡って厚さ1m

以上あるいは10cm以上の降灰堆積に見舞われるというものではない。 

 

 

 

図 5.4.1 噴石・降灰の火山災害危険区域予測図 
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5.5 降雨型泥流・融雪型泥流の火山災害危険区域予測図 

  降雨型泥流・融雪型泥流の危険区域を以下の３つの段階で区分した。 

泥流・土石流危険区域A 

(降雨型泥流) 

1929(昭和４)年規模の噴火で泥流・土石流が発生する危険性の

大きい範囲 

泥流・土石流危険区域B 

(降雨型泥流) 

1929(昭和４)年規模の噴火で泥流・土石流が発生する危険性の

小さい範囲 

泥流・土石流危険区域C 

(融雪型泥流) 

積雪期に1929(昭和４)年規模の噴火があった場合には融雪泥

流に襲われる危険性のある範囲 

 

降雨型泥流・融雪型泥流の危険区域の設定理由は次のとおりである。 

① 北海道函館土木現業所・砂防地すべり技術センター(1993)の土石流・融雪泥流のシミュレ

ーション結果を参考とした。 

② ただし、同資料は発生範囲を限っていることおよび、メッシュデータにおける計算である

ため、流路を正しく上流から下流へと追跡しきれてない部分もあるため、同資料の傾向を

大きく参考として1/25,000地形図から危険な渓流を抽出しなおした。 

③ 危険区域A、Bについては、抽出した渓流の谷の出口、傾斜遷緩線または傾斜10度の地点か

ら氾濫を開始し、傾斜３度の地点で氾濫を終わるように範囲を定めた。 

④ 火口から、馬蹄形カルデラの開口方面には３km、その他の方面には２km、それぞれ以内に

発生する渓流、および災害実績のある渓流の危険度を土石流危険区域Aとし、それ以外を土

石流危険区域Bとした。 

⑤ 土石流危険区域Cは融雪泥流のシミュレーション結果を参考にした。 

 

■コメント 

なお、大量の火砕流や降下火砕物が堆積した場合には地形が大きく変わり、ここで示した危険

区域A、Bなどの谷部以外で土石流・泥流が発生するようになる可能性も十分に考えられる。 
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図 5.5.1 降雨型泥流・融雪型泥流の火山災害危険区域予測図 
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5.6 岩屑なだれの火山災害危険区域予測図 

岩屑なだれの危険区域を以下の３つの段階で区分した。しかし、住民配布用の防災

ガイドブックなどには、これらの区域を統合した範囲のみが掲載されている。 

岩屑なだれ危険区域D 岩屑なだれが発生する危険性は小さく、あくまで

も相対的な危険度を区分したもの 岩屑なだれ危険区域E 

岩屑なだれ危険区域F 

 

岩屑なだれ危険区域の設定理由は次のとおりである。 

駒ヶ岳の山頂部は、1640年の噴火により東方および南方に崩落したため、現在、そ

の崩落から残された北方の砂原岳および西方の剣ヶ峯付近が比較的不安定となって

いる。そのため、岩屑なだれの危険性は山頂から北方および西方の危険性が比較的高

い。 

◆危険区域D・危険区域E 

① 日本国内の火山の岩屑なだれ堆積物において、流走距離に対する山頂から堆積域下限まで

の比高の比は0.2～0.06の値をとる(Ui et al., 1986)。また、駒ヶ岳においては、岩屑な

だれの堆積物の同比は0.08以上となっている。 

② 岩屑なだれの危険性が比較的高い北方および西方において、火口からの距離に対する山頂

からの比高の比が0.2以上になる範囲が、最も岩屑なだれの危険性が高いと考え、危険区域

Dとした。 

③ それ以外の方向における同比が0.2以上になる範囲と、北方および西方における同比が0.08

以上になる範囲を危険区域Eとした。 

 

◆危険区域F 

北方および西方における同比が0.06以上になる範囲およびそれ以外の方向における同比が0.08

以上になる範囲とした。 

北方および西方において0.06という値を用いた理由は次の通りである。 

① 岩屑なだれの危険性が比較的高い北方および西方においても、同比が0.08未満の範囲には

岩屑なだれの土砂等が到達する可能性は極めて低い。 

② しかし、爆風等は土砂等の到達範囲よりも遠くまで広がる。どの程度遠くまで広がるかは

参考となる資料がないが、火砕流の本体の到達距離と熱風部のそれとの比を1:1.3として、

火砕流・火砕サージの危険区域Bから危険区域Cを定めたのを大まかの目安として参考とす

る。 

③ 火砕流と岩屑なだれの流動の性質は異なるが、北方および西方において岩屑なだれの危険

区域Eを定めた流走距離に対する山頂から堆積域下限までの比高0.08を1.3で除した値0.06

を用いて、北方および西方において岩屑なだれの爆風が到達する可能性の考えられる範囲

として危険区域Fを定めることとした。 
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■コメント 

また、これらに加えて、大量の火砕流あるいは岩屑なだれが海に流入した場合発生する危険性

のある津波の伝播予測図として、西村ほか(1993)が駒ヶ岳北および東から流入した場合の津波の

伝播の様子を予測した図を示している。 

 

 

 

図5.6.1 火山災害危険区域予測図(岩屑なだれ) 
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【駒ヶ岳北から流入した場合】 【駒ヶ岳東から流入した場合】 

津波伝播 等時間線(単位は分) 

 

津波伝播 等時間線(単位は分) 

 

                           図5.6.2 津波伝播予測図       

  （西村・他(1993)による） 

 ※大量の火砕流あるいは岩屑なだれが海に流入した場合には津波が発生する。 

  この図は、駒ヶ岳の北及び東から流入した場合の津波の伝わる様子を予測したものである。 
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6 北海道駒ヶ岳火山防災協議会および啓発事業の歩み 

6.1 駒ヶ岳火山防災会議協議会の発足 

 駒ヶ岳の防災事業は、今から約20年前の1980年に始まった(表6.2.1)。なぜ駒ヶ岳

が静かであったこの時期に防災事業が始まったのか、その理由は、駒ヶ岳の噴火の特

性と1977年の有珠山の噴火にある。駒ヶ岳の噴火の特徴は、有珠山と異なり、以下の

３つの難しい問題がある。 

 

①目立った前兆がないため、噴火が起こってから初動体制を取らなければならない 

②小噴火開始から大噴火に至るまでの時間が非常に短い(数時間)ことから、噴火が

起これば速やかに避難しなければならない 

③すべての小噴火が大噴火になるわけではないので避難を判断するタイミングが

非常に難しい 

 

駒ヶ岳が噴火を開始した場合には、迅速な防災対応を行う必要があり、そのために

は事前に入念な準備を必要とする。また駒ヶ岳は、３町（当時は４町）にまたがって

いるため避難経路・避難場所などを考える上で、周辺市町村の協力・連携が必要とな

る。有珠山の1977年噴火では、避難などを行う際に、周辺市町村が協力して広域的な

防災対策がとられ、駒ヶ岳周辺市町村にとっては良い教訓として受け止められた。 

こうした背景を受けて、1980年に駒ヶ岳周辺の５町(森町・砂原町・鹿部町・南茅

部町・七飯町)は、駒ヶ岳火山防災会議協議会を作り、広域的な防災事業を進めるこ

ととなった。平成２７年７月の活動火山対策特別措置法の改正により、新たな組織と

して「北海道駒ヶ岳火山防災協議会」が平成２８年３月に設置されたことに伴い、こ

れまで５町（その後、市町村合併等を経て七飯町・鹿部町・森町の３町となる）によ

る駒ヶ岳火山防災会議協議会は、平成２８年８月をもって解散となった。 

 

6.2 駒ヶ岳火山噴火地域防災計画制定と日本初のハザードマップ 

駒ヶ岳火山防災会議協議会発足後の1983年、駒ヶ岳火山噴火地域防災計画が制定さ

れた。この計画の巻末資料には、学識経験者の指導のもとに作成された防災計画図が

添付された。防災計画図は、1929年噴火と同規模の噴火を想定し、同噴火の災害実績

を基に作られた。この防災計画図は日本初のハザードマップと言われることもある。 

1994年には、1991年度の国土庁の「火山噴火災害危険区域予測図作成指針」にもと

づき駒ヶ岳火山噴火災害危険区域予測図作成検討会が設置された。そして1995年には、

新たに災害危険区域予測図が作成されている。この災害危険予測図は、1980年から

1995年までに行われた研究の成果も取り込まれており、駒ヶ岳で起こる確率の高い火

山現象(火砕流・火砕サージ、岩屑なだれ、降雨型泥流・融雪型泥流、降下火砕物、

津波)ごとに1929年噴火の被害規模を想定して作成された。災害危険予測図の詳細に

ついては、第５章に示した。 
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表6.2.1 北海道駒ヶ岳火山防災協議会および啓発事業の歩み 

年月日 内    容 

1977年～78年 有珠山噴火 

1980年10月8日 駒ヶ岳火山防災会議協議会設立 

1983年11月30日 駒ヶ岳火山噴火地域防災計画書及び防災計画図を作成(A2判、2種類) 

1984年11月1日 
防災ポスター「駒ヶ岳の火山噴火にそなえて」を作成、全戸配布 
ただし災害予測図の掲載はなし 

1985年8月23日 
防災関係資料「駒ヶ岳昭和4年6月17日大噴火の記録」の作成、 
防災関係機関へ配布、500部作成 

1986年9月2日 防災ポスター「駒ヶ岳の火山噴火にそなえて」を作成、全戸配布 

1989年1月10日 「防災ハンドブック・駒ヶ岳」を作成、全戸配布 

1990年9月6日 
「みんなの防災ハンドブック・こまがたけの火山ふんかにそなえて」の
作成、全戸配布 

1992年10月6日 
防災ポスター「駒ヶ岳火山噴火地域防災計画図－駒ヶ岳の火山噴火に備
えて－」の作成、全戸配布 

1994年10月 駒ヶ岳火山噴火災害危険区域予測図作成のための検討会発足 

1995年3月31日 

駒ヶ岳火山噴火災害危険区域予測図の作成(学術的マップの改訂) 

「みんなの防災ハンドブック－こまがたけの火山ふんかにそなえて－」
の作成、全戸配布 

火山防災ビデオ「駒ヶ岳が怒ったとき－備えあれば憂いなし－」制作、
防災関係機関・学校・図書館に配布、520円で実費頒布(現在までに4,000
本作成) 

1996年3月5日 駒ヶ岳が小噴火。54年ぶりの噴火 

1997年2月28日 
「防災ハンドブック 1996年3月5日の小噴火から1年－こまがたけの火
山ふんかにそなえて－」の作成、全戸配布 

1998年8月24日 

駒ヶ岳火山防災ハンドブック「火山科学と防災を知る。」の作成、防災
講演会開催時に配布等 

防災関係資料「駒ヶ岳火山噴火地域防災計画図(昭和4年6月17日大噴火
の記録)」の作成、防災関係機関に配布、2,000部作成 

1998年10月25日 駒ヶ岳が小噴火。2年ぶりの噴火 

2000年 9月 4日 
2000年 9月28日 
2000年10月28日 
2000年11月 8日 

駒ヶ岳が小噴火。9月4日に2年ぶりの噴火が起こり、その後２ヶ月の間
に4回の小噴火が発生 

2000年3月20日 
北海道駒ヶ岳火山噴火災害危険予測図「行政資料型ハザードマップ及び
関係資料」の作成、防災関係機関に配布、3,000部作成 

2001年3月31日 
北海道函館土木現業所「駒ヶ岳レリーフマップ」を作成 
立体災害予測図 

2002年3月31日 
駒ヶ岳火山防災ハンドブック「火山と防災を知る。」改訂版の作成、全
戸配布 

2002年9月30日 駒ヶ岳火山防災教育用CD-ROMの作成と配布、50枚作成 

2004年3月30日 
駒ヶ岳火山噴火地域防災計画書を改訂し、「駒ヶ岳火山噴火町相互間地
域防災計画」及び「駒ヶ岳火山噴火時初動マニュアル」を作成 

2010年3月 駒ヶ岳火山防災ハンドブック「保存版」の作成、全戸配布 

2014年3月31日 
駒ヶ岳火山噴火地域防災計画書を改訂し、「駒ヶ岳火山噴火市町相互間
地域防災計画」を作成 

2016年3月22日 
北海道駒ヶ岳火山防災協議会設立 
駒ヶ岳火山防災会議協議会で実施してきた事務事業及び「駒ヶ岳火山噴
火市町相互間地域防災計画」を承継 

2019年8月 
駒ヶ岳火山噴火市町相互間地域防災計画を改定し、「北海道駒ヶ岳火山
避難計画」を作成 
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6.3 住民配布用の「防災ポスター」と「防災ガイドブック」の作成 

災害予測図を作っただけでは防災対策ができるというものではない。それらを地域

住民に公表し、またそれを使う住民がその中身をよく理解し、噴火のときに使えるも

のでなければならない。特に駒ヶ岳の噴火の特性上、避難には迅速性が求められるこ

とから、住民の理解と協力が必要不可欠となってくる。そのため、駒ヶ岳では早くか

ら観光地という地域でありながらハザードマップの公表が行われている。その防災活

動の取り組みは以下のとおりである。 

最初の公表は、災害予測図が完成してから３年後の1986年に、防災ポスターとして

行われた。このような住民啓発型の広報マップは、火山学者用の学術的マップや防災

担当者が使う行政資料型マップをわかりやすく表現したもので、現在までに数年おき

に防災ポスター３種類・防災ハンドブック6種類が発行されている。 

 

○防災ポスター 

災害予測図・避難場所などが掲載されており、A2からA3判で壁などに貼るようになっている。 

○防災ハンドブック 

Ａ４判で構成され、地域住民に火山一般のことまた駒ヶ岳のことを知ってもらうことを目的

としている。その内容は、災害予測図や災害実績図以外に、火山一般のこと、駒ヶ岳に関する

ことや避難に関することなどが掲載されている(表6.5.1)。駒ヶ岳の噴火史については子供でも

読めるように簡単に書かれたページを盛り込むなど様々な工夫が行われている。またハンドブ

ックを作成する際には、火山学者と協力し、最新の研究成果が盛り込まれるような配慮も行わ

れている。 

 

これらハンドブックは、駒ヶ岳の活動に応じても作り替えられている。たとえば

1997年発行のハンドブックでは、1996年噴火の情報が入ったものを作成した。2002年

に発行された最新のハンドブックでは、有珠山2000年噴火でとられた災害対策の反省

から、避難カード(自主的な避難者の確認ができるように玄関に貼ってもらうための

カード)を最終ページに組み込むなどの工夫が施されている。 

 

図6.3.1 防災ポスターおよび防災ハンドブック 
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6.4 そのほかの啓発活動 

駒ヶ岳周辺町村では、防災関係者や地域住民が火山の知識を身に付けることが最大

の防災であるという理念のもとに、災害予測図や防災ハンドブック作成事業以外にも

様々な防災及び啓発事業が行われている。 

 

○防災関係機関用資料の作成 

1985年と1998年に、駒ヶ岳の噴火をよりイメージしやすいように1929年噴火の推移や災害

実績が詳細に記述された資料が作られている。2000年には、交通規制の箇所や避難場所とそ

の収容人数・ヘリコプター離発着可能場所などの避難に関する詳細な情報が記載された行政

向けの資料が作られている。2001年には、駒ヶ岳火山防災会議協議会の協力のもと、北海道

函館土木現業所により立体型のハザードマップという画期的なものが作成されている(図

6.4.1)。このような立体型のマップは、地形的な特徴が視覚的にとらえられるため、災害の

発生しやすさを実感できる特徴がある。このマップは、道路・防災施設が記入されたべ一ス

マップに、災害危険予測区域だけが色付けされた透明なマップを上から被せるというもので

ある。透明なマップの災害危険予測区域は、火山現象ごとに分けられている。 

 

○住民啓発事業 

火山学者や防災担当者によって防災講演会が毎年開催されている。1995年には、防災教育

の一環として防災ビデオ(図6.4.2)を作成した。1998年には、駒ヶ岳の噴火の歴史や噴火に

よってどのようなことが起こるかを直に知ってもらおうと、学校施設のそばに噴出物の露出

した断面を保存し(図6.4.3)、その解説書を作成している。また、2002年には小中学校を対

象とした駒ヶ岳火山防災教育用CDを作成した(図6.4.4)。そのほか、一般住民を対象に駒ヶ

岳の地質巡検も開催されている。 

 

以上のように駒ヶ岳周辺地域では北海道駒ヶ岳火山防災協議会を中心に、常に噴火

というものを意識し、火山をよく知ることによって自分たちの身を守るための努力が

日々行われている。 
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図6.4.1 立体型のハザードマップ 

北海道函館土木現業所作成 

 
 

図6.4.2 防災ビデオ 

 

図6.4.3 火山地層断面 

 

図6.4.4 防災教育用ＣＤ 
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6.5 古くて新しいハザードマップ 

火山災害の防災・減災にとって、地域住民がより高い防災意識と火山に対する正し

い知識をもつことが重要である。防災マップや防災ガイドブックはそのための有効な

ツールであるが、一度作ったらそれでいいというものではなく、あらたな知見や情報

を入れ、よりわかりやすいものへと絶えず更新をしていかなければならない性格のも

のである。 

他火山の災害事例や、世の中の変化を駒ヶ岳にあてはめ、その時代にマッチした防

災ハンドブックを作成し続けていくことが重要である。 

表6.5.1に、防災ポスターおよび防災ハンドブックの掲載内容の変遷を示した。今

後、防災ハンドブックなどを作成するときの参考にされたい。 

 

表6.5.1 防災ポスターおよび防災ハンドブックの掲載内容の変遷 

        種類 

        年 

        サイズ 

掲載項目 

防災ポスター 防災ハンドブック 

1984 1986 1992 1989 1990 1995 1997 1998 2002 2010 

A2片面 A3片面 B2両面 A4冊子 A4冊子 A4冊子 A4冊子 A4冊子 A4冊子 A4冊子 

火山及び火山災害一般           1～4 5,6 7,8 

火山の異常現象 ○ ○ ○ 7 11 15 15 5 7 7,8 

火山情報の種類と流れ         15 15  9 13,14 

火山用語の説明         8 12 12 11 9 

火山災害の心得     ○  7      

駒ヶ岳の概要     ○ 2 1 1 9 6 2 1,2 

噴火史     ○ 2 2 2  7,8 3 3,4 

噴火史(子供用)     ○  3 3 10  4  

駒ヶ岳周辺地図     ○  5,6   9,10  1,2 

災害実績図         7,8 11,12 11,12 10,11 5,6 

災害危険区域予測図   ○ ○ 3  6,9,10 13,14 13,14 12,13 10,11,12 

防災施設         5  15,16   

観測体制     ○  4 4  17,18 8 13 

協議会の活動について           19   

避難の方法と心得 ○ ○ ○ 3,4 8 11,12 3,4  14,15 17 

避難場所と集合場所 ○ ○   5,6 9,10 13,14 5,6,7  16,17 15,16 

非常時持出品リスト       4 7,8 12 1,2  18 18 

電話帳          8  19 19 

避難カード            20 19 

数字は掲載ページ 
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7 噴火の記録 

 

噴火の記録については、加藤(1909)や大森(1918)などにより古くから文献調査が行

われている。勝井・他(1975)は、さらに詳細な文献調査を行い、加藤や大森らのもの

とあわせて駒ヶ岳の噴火記録を多数収録している。その後、勝井・石川(1981)や古川・

他(1997)によって1694年に関する文献調査が行われた。 

ここではこれらの研究をまとめて原文のまま掲載する。 

7.1 寛永17年(1640年)の噴火 

「新羅之記録 下巻」 

(寛永十七年)同六月十三日松前之東内浦之嶽俄尓焼崩勢滄海動揺而□［さんずい

に方に米に田］(ルビ：つなみ)滔来百餘艘之昆布取舟之人少所引□［さんずいに方

に米に田］而□［にんべんに水］(ルビ：おぼれる)死畢有内浦之北方宇志之入海在

其所慶廣朝臣之令善光寺如来之御堂然此日之□［さんずいに方に米に田］雖上御堂

之後山御堂者更無恙可謂奇特事也此時内浦之嶽焼崩硫黄之灰降満虚空國中一日一

夜不見日月之光影天地之振動無間公廣朝臣令始阿吽寺之快玄法印衆徒等於八幡宮

之拝殿讀誦人王般若妙典之驗國中之振動止天晴是亦可謂般若不思儀也 

(高倉, 1969：新北海道史) 

 

内浦之嶽：駒ヶ岳 

俄尓焼崩勢滄海：突然山が崩れて海に流れ込んだ 

硫黄之灰：火山灰 

 

「松前年々記」 

(寛永十七年)六月十三日午時内浦ヨリ下マテ津浪打、商船ノ者共井蝦夷人共ニ人

数七百餘死、同時ニ内浦嶽焼崩、打浦ヨリ松前上之国夷地マテ焼灰フリ、クラヤミ

同十四日ヨリ十五日マテクラヤミ入、辰ノ時少宛晴ル、十五日十六日マテハ少ツヽ

降、右ノ焼灰松前ニテ見候雲ノ様子丑寅ヨリ紫雲色々出、其雲四方エチリ頓而少宛

灰フル、其前松前ニテハ海ノ様子少宛塩ノ差引有之、蝦夷ノ国ニテハ津浪前ニ事之

外山鳴無程津浪打毛虫ナドモフル。 

(榎森, 1974：松前町史) 

 

「松前年歴捷径 天、地」 

庚辰 (寛永) 十七 夏六月内浦岳發火動山海蒼海水溢人夷溺死者甚多人里破

壊船一百餘隻十四日自早旦封彊近里不異黄昏雨硫黄及白灰天地震動毛降或蟲降至

十五日天漸晴日月見 

(北海道付属図書館北方資料館所蔵写本旧記) 
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「福山旧記」(天保五年編) 

十三日午時ヨリ内浦ヨリ東夷地マテ津波商船夷舶夷船人数七百餘人溺死同時内

浦岳焼崩レ松前上ノ国迄焼灰降ル。 

(大森, 1918：日本噴火志) 

 

「紀事弘賢覚書」 

十七年庚辰夏六月十三日癸亥、陸奥松前蝦夷地、天暗不辯咫尺、迄十五日乙丑禺

中、面僅識人面、及日午始明、同時距松前行八日路程宇知浦、大濤起、壊山襄陵、

十里間山壑発火、炎飛空、人死者七百餘、馬牛魚鳥復亡無算、灰燼埋池丈七尺許、

至秋八月鳴動未熄、焦土入海、竟生一大島。 

(大森, 1918：日本噴火志) 

 

「津軽一統史」 

津軽一統史 巻之九 

松前津浪及江刺岳振動 

 附相御預並二年飢饉の事  

(寛永)同十七年庚申年松前上の国津浪あり江刺岳焼け出し六月十三日より同十

六日まで同地暗夜の如く晝(昼)も燈火を用ゆ其燃灰當地及び越後地まても降りし

が當地も三日間日光を見す灰降りて六七寸に積もれり同十四日大地震ありて晝夜

二十度震動せしか岩木山亦鳴動して十五日より灰を降らす三日にして積灰三寸及

ふ…。 

(相坂・伊東, 1906：津軽一統史) 

 

「津軽一統史付録 津軽秘鑑」 

・(寛永十七年六月)松前アサシ嶽噴火焼灰降りて當國到り震動激烈。 

(相坂慶助, 1906、津軽一統史) 

・(寛永十七年六月)松前エサシ嶽噴火焼灰降リテ當國到リ震動激烈。 

(大森, 1918：日本噴火志) 

 

「日本災異志」 

六月十三日茅部郡内浦嶽駒ケ岳噴火、山峯焚頽而堕干海木石飛散、海嘯大起、死

者千人許、松前城下、小石堆積三尺、是日巳時、蝦夷地及陸奥国、一天俄暗、経三

日物色始鮮明、噴火凡□［しんにゅうに台］八月二十二日而熄。 

(大森, 1918：日本噴火志) 

 

「松前累世ノ家譜」 

・寛永一七年六月十三日亀田ヨリ十勝二至ルマデ逆浪陸地ニアフル。人家悉ク漂

流ス。人命及アイヌノ溺死者七百。(勝井ほか, 1975) 

・寛永十七年六月十三日東蝦夷地自戸勝(十勝)至亀田村逆波溢陸地人家悉漂流人

民□蝦夷等数七百餘溺死同日内浦嶽焼崩其灰(充？)満虚空自十四日巳刻至十五日
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午刻島中□闇夜(北海道庁文書館所蔵写本) 

 

「北海道志」 

内浦嶽今駒ケ嶽卜云噴火シ飛灰空ニ満チ晝暗キコト二日。 

(大森, 1918：日本噴火志) 

 

7.2 元禄７年(1694年)の噴火 

1694年の噴火の記録は少なく、現在見つかっているのは以下の２つのみである。 

 

「津軽藩御国日記」 

元禄7年(1694年)７月11日 

「去頃松前山焼侯に付青森町奉行党書差出之記 

一。松前山うちうちの嵩と申侯而松前より五日路余下り国に卸座侯、先年寛永十

八年従六月十三日焼、松前並南部にても大つなみにて人死有之由申侯、其節舌森浜

塩二十間程沖江引申侯由、 

一。右うちうら嵩先年の焼残、去四日の朝より六日迄焼震動電有之由。(後略)」 

(勝井・石川, 1981) 

 

*寛永18年は寛永17年の誤記 

 

「松前蝦夷記」 

「内浦嶽ト申山廿四年以前焼申候由而ニ大キ成焼山也、焼跡洞見ユル」 

(榎森, 1974：松前町史) 

 

焼跡洞：噴火の余韻を残した火口の様子を示している 

 

「松前蝦夷記」は享保2年(1717年)に幕府巡見使一行が松前藩領内を見聞した記

録。享保２年から24年目は1693にあたり、「津軽藩御国日記」とは１年ずれている。

しかし「津軽藩御国日記」の方が、噴火とほぼ同時に書かれたと考えられるため信

頼性が高いと考えられる(古川・他, 1997)。 



- 巻末 7-4 - 

7.3 明和２年(1765年)の噴火 

1694年(元禄７年)の噴火後、1765年(明和２年)に噴火のあったことが簡単に記述さ

れているが、それらの噴火に対応する噴出物は残されていない。明和２年(1765年)に

噴火をしたという次のような簡単な記述が、安政３年(1856年)の噴火記録の中にみら

れる。 

 

「蝦夷地土産」(安政四年巳三月二十七日菴原 斎著) 

駒嶽といへるは一名内浦ケ嶽又の名は茅部山などと呼び内浦のうちかげかやぺ

ないといへる場所において有名の霊山なり、明和二酉年前に炎上せるよし古老伝説

にして今年迄焼出たる事なし然るに安政三丙辰年八月廿六日暁いづくともなく震

動する事夥し・・・ 

 

この記述に「…明和二酉年前に炎上せるよし古老伝説にして…」とあるように、

約70年後に始めて記録されたものである。記述が簡単すぎて、どのような噴火であ

ったかは不明である。この記述は伝聞されたものを記載したものであり、またこの

噴火の記述が少ないことからもこの噴火の存在は極めて疑わしいものである。よっ

てこの噴火の存在についてはなお検討を要する。 

 

7.4 安政３年(1856年)の噴火 

安政３年の噴火は、比較的多くの古文書に記録されている。勝井ほか(1975)から以

上のうち、いくつかを原文のまま以下に収録する。 

 

「北遊乗」：安政三・四年(1856〜1857年)姫路の儒者 菅野潔の紀行録 

安政三年七月二十三日前略既還津館、闔街騒然有屋傾者、有壁壊者、忽有人走叫

日、海嘯至、老弱相扶狂呼犇駭、男婦負家什而走、須□［臼のあいだに人］海潮果

上岸一進一退如嘘吸者、衝戸凡八至夜始定、聞奥山東潮上平地五尺許、人人乗屋避

之、屋小者随漂□［風へんに易］、尚酸典矣(津館トハ函館ナリ)。烟同八月二十六

日在越払内(今ノ大津)日巳映黄烟蔽空、沙下如雨頃之飛砂梢疎、継以白灰、愈下愈

密、戸庭間積巳寸餘、四面模糊如雪、白日瞑黒不辯咫尺、蓋時未到□［日へんに甫］

也、命点燈燭、命日天変至此海嘯或起、急命晩餐、餐畢電光一射、窓紙欲破、声随

而度、如迅雷之破耳、大愕、出戸探之、硫臭衝鼻、炎気如煦、始知西方火山怒脈方

発。 

一内浦嶽随方変態、宿野辺路上望之、如驕馬之仰空嘶(土俗呼日駒ケ岳正指其前

面也)在砂原之如覆盆状、内浦湾航中望之峰山如芙蓉。 

一九月二十四日至二十七日在毛呂闌、風雪□［拾に廾］戸、峭寒守爐、内浦岳在

南奥山直面、宿雲帽頂、但夜間微吐□［焔］、紅光灼雲、館人日嶽経硫災昼間噴煙、

夜間発火、地常微動、近嶽人家恟々不妥、又日、嶽麓有温泉、(地属鹿部)火脈方発、

震響如巨煩高崖応響而頽、泉槽随破浴者二十八人皆圧死、埋没不獲、實八月二十六
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日也、聞者莫不酸鼻。 

(加藤, 1909) 

 

「協和私役」：安政三年(1856年)佐倉藩士窪田子蔵著、漢文蝦夷地紀行日記 

(安政三年八月二十六日十勝大津ニテ)二十六日大風雨海岸ユクべカラズ西天二

雲起ルソノ色黄黒通常ノモノニアラズ コレハ推レ出レ忽チ天ヲオオ フ初メ細

砂次二焼砂、白灰又継テトビ来リ天色マスマスクラレ 只東南天卜水卜連ナル所ノ

ミカシカニ明ニ見ユ(中略)日クル忽飛雷空中ニヒラメク如ク室内コトゴトク明ナ

リ 皆オドロキテコレヲ見ル 忽チ又雷トドロキ耳ロノシ心鎮ス衆人皆去リテ室

中ニ入ル ギロンフンプン雷ナリトシ山焼ノ声ナリトシ巳ニシテ声ナシ 衆因テ

山ノ焼出ノ声トナス サレドコレ何山ナルカヲ知ラズ ウスナリトイヒ又タルマ

イナリトイヒリ 二十七日白灰フリテ止ム平地ツモルコト六七分」 

(九月七日 白老ニテ)九月七日 勇払ヲ出デ白老二連ス 七十以上ノ老人ニキ

ク コノ人ハ七月中勇払マデ案内セルモノナリ 此人ハ佐原山(駒ケ岳)ヤケノ件

(八月二十六日)其日ハ西風ナレバ佐原ノ方ヨリ黒雲吹キ起り直チニ酉(西)ノ方二

至ル此地風脇ナレバ砂フルコト少シ 申(西南西)ノ方ハ三四寸地上ニ積リタリ 

彼ノ申ノ方ニ吹キオクレシ雲ノ中電光オビタダシク雷声又ハナハダシ其后ツグル

モノアリ 駒ケ岳ノ東一ノ瘤山アリコレハ二十年来新二吹キ出セル山ナリ(有珠山

と思われる) 年々大ニ長ジスレバ土人皆怪有ノ思ヲナセシニ果シテ此ノ如キコト

ニ及ベリ(即チ噴火セリ)シカべハ灰燼ニ埋没シ ホンベツハ人家コトゴトク焼石

ニ打クダケ且火起リテソレヲモヤキホロポセリ 又山ノ南ニ留ノユトイフ温泉ア

リ来浴セルモノ二八人 内父子二人ノガレ去ル 其他皆圧死セラル。(後略) 

(九月ト四日鷲ノ木ニテキク)(中略) 

「ポンべツノ人橋ノ下ニノガルモノ四十余人皆全シ トミノ湯(留ノ湯)ニ来浴

スルモノ二十八人コノ中頭髪ヲヤキテニゲタルモノー人ナリ余ハ皆圧死ス」「此日

朝山ノ方ニ当リ五色ノ雲起リシトゾ 来浴スルモノ目出度シト思ハルレバ盟嗽シ

テコレヲ拝セリ コレ山ヤケノ始 硫黄炎出ヅル烟ナリ 知ラザルコハアワレナ

リ 巳ニシテ山ヤケ出ン山ノ頂上ノ内抜ケ出デ物ノフタヲトリタル如ク飛ンデ留

ノ湯浴室ノ上ニ落ツ サレバニグルモ走ルモ成間敷ニヨキモ運ツヨキモノナレバ

コソー人ニガレ走ルヲ得タルナレ」 

其后コレヲ堀出サントー丈余ホリ下ゲケレド死骸出デズトイフ 佐原岳ノ北ハ

変化ナシ サレド土人コトゴトクノガレテワシノ木ニ至ル 南部陣屋話ノ人モ亦

ノガレ去ル 陣役志村源作下役福田某ノミ止マリテ去ラズ 函館ヨリ使来リテ去

ラシム 二日ヲ経テ鷲ノ木ニ立去レリ 職ヲ守ルモノ此ノ如クアリタキコト 

(河野常吉の筆記を田中館秀三が写した手記。括弧内勝井ほか(1975)により加

筆)(勝井・他、1975) 
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「観国録」安政三・四年備後福山藩士石川和助が藩命にて蝦央地を探険せし時の日記 

(安政三年八月)二十五日夕ヨリ暴風雨嗽翌日モ止マズ 未ダハレズ午后三時黄

雲西ヨリ起ル物ハ皆黄色ニ見ユ 月蝕ノ如シ次ニ細砂ハ下レリ 草木ノ春雪ノツ

モレル如シ 室内ハ暗淡トシテ物色分明ナラザル故燈火ヲツケタリ 四時ニハ黄

色ハ漸クウスクタ方消エナレド四面迷濠トシテ灰フルコト闌(夥)シ 夜天ハレタ

リ庭上ノ積厚五六分 海面ハ波タカク怒濤ハ門前ニ至ル 

九月二十九日噴火灰半腹以下ニツミ皚相ツミ新雪ノ如シ 深サ三丈ニ至ル所ア

リ 

(河野常吉の筆記を田中館秀三が写した手記。括弧内勝井ほか(1975)により加

筆)(勝井・他, 1975) 

 

「蝦夷地土産」：安政四年(1856年)三月二七日奇堂主人庵原□(□くさかんむりに函)

斉著(全文) 

駒嶽といへるは一名内浦ケ嶽又の名は茅部山などと呼び内浦のうちかげかやぺ

ないといへる場所において有名の霊山なり、明和二酉年前に炎上せるよし古老伝説

にして今年迄焼出たる事なし然るに安政三丙辰年八月廿六日暁いづくともなく震

動する事夥し鹿部本別亀とまり辺或はとめの温泉に浴せる人々何れも箱館大地震

ならんなどと餘所事の様に思ひ居たりしに昼九時頃駒嶽の方に当雷鳴の如く大ひ

なる響あり忽ち黒煙吹出し鹿部ホンべツ辺居小屋の屋根へ焼石飛来り硫黄の火降

觸るゝ所へ焼付たる故防がんとすれば吹散らず焼石に頂を打れ手足を損し防ぺき

手便もなく逃出けるに猛火降来大石を吹出所々ヘ散乱す其上風烈しくうづまき出

る黒煙を吹掛け闇夜の如く眼闇み寸歩も行事能はず家に居れば火炎吹込戸外へ出

れば頭上へ大石当り気絶せるもの多く幼児を背負老父母をいたはり逃迷ふいづく

も同じ事なれば肩背へ火燃付くゝり上げたる裳へ焼込難儀いふ斗なしよりて人々

樽をかぶり或は盥を笠とし筑摩の祭にあらねども鍋を冠り釜を戴き心々種々さま

ざまに工夫して逃たリける一同つかれ果ポンベツ橋下にて暫く凌ぎ居たり幸ひな

るかな川水一滴も流れず是不審なり乍去橋下に彳む事を得たり此事はとめの湯の

条に委しかくて此所に集れるもの共評議して此体にては中々佐原の方へ行がたし

臼尻川汲の方へ行べしとて立出けるに頭上へ硫黄の火降掛り衣服へ流れながら燃

える故防ぐ事能はず多くは着類を打捨裸躬になり灼傷し大石に手足を損じ歩行捗

取らず又々鳴動して焼抜折節西南風烈敷鹿部の方へ進む事能はず別而此處は風下

故煙はさらなりまた本別の方を見れば焼石砂に火交散乱家々は火移り暫時に不残

焼失す其後聞けば無難の家二軒あり此柾屋に入りて多人数凌ぎたりとぞ茅部の方

も所々へ火燃付二軒焼失其餘は幸にして消留たり。 

一、野飼馬数頭荷物運送の牛馬数しれず斃る。 

一、鹿部ポンベツ両所にて家数三十五軒人別百八十二人焼失家十七軒内十五軒本

別分明小屋物置納屋板蔵都合十二ケ所船小屋七ケ所磯船持府船都合十二艘焼死二

人一人は八十四一人は七十三何れも隠居同様子供存命せり迫々臼尻川汲の方へ逃

去り少々づゝ疵受ざる者なし乍去一同恙なし川汲に詰合たる官吏臼尻へ出張して

怪我人をいたはり村□［にすいのない凛］を開ひて窮民の夫食となさしむ依之一同
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安堵し官の御仁恵を歓びける。 

一、とめの温泉に湯治せるもの凡二十二人前条の如く火の付たる石礫土砂疾風に

急雨雹霰を送るが如く飛来暫時の間に堆事三丈餘其土崖崩れ沸騰せる湧ロ二三ケ

所出来せり如斯焼石土砂にて山も野も河も平一面の崔鬼と変じ大沼より流来泉脈

を堰留しばらく水も流れずこゝにおいて前条橋下にて凌げるもの共幸を得たり

迫々水衝湛へ近辺に又沼を生ず其降埋たる焼石土砂の上を打越して流るゝ故熱湯

川をなす事なればうなぎ雑魚の類皆死して流れたりといふ一二宿を経ぬれば彼の

橋下など中央は熱湯汀の方は程よき加減にて入湯自由を得たりとぞ 

一、石松と云ものゝ女房眼病故召具して湯冶せるに廿六日は朝より風もなく日和

もよければ幼児を背負て石松は大沼へ釣に行たりしに九時頃俄に駒ケ嶽動揺し振

動移夥大雷頭上に落かゝる如く響渡り黒煙吹出石を飛し砂を降らし暫時に黒闇と

変じたれば逃出るに方角を失ひしが峠の方を志し足に任せて走り行難なく峠下村

へ着たり前条の如く温泉場は焼土砂大石小石降埋め山崩れ其場に居合たるもの共

十九人程死亡せる事なれど石松は其変事を見ながら道遠ければ妻を救ふ事能はず

幼児を背負て箱館へ立戻り妻の菩提を弔ひける。 

一、ヱトロフ島の支配人越前屋卯兵衛邸は外一(口一)と呼て福有のものなりしが

古疾を冶せん為め女房飯炊外に一人供して湯治して居たりしに此変災に出会四人

共其行へをしらず定て皆死亡せる事なるべし。 

一、湯治場より川を隔山趾に木伐り居たるものあり数千の大雷落かゝる如き響あ

りし故其儘逃出けるが東西を取失ひ迷ふうち忽ち焼砂四五寸積りたれば其中を歩

行故灼焼して進みがたく無餘義大沼の汀を行事一里許風穏になりたれば格別石砂

飛来らず漸々陸へ揚り峠下村を打過一の渡村へ来り知るべの方へ立寄たれば安心

せる故か灼傷腫痛み一歩も行事能はず此所に止り養生して居たりける以上湯冶場

に居合たるもの共凡二十三人程其内二三人生残り餘は不残死亡せり 

一、鮎田村の喜七と云ふものかやべより買荷連送のため馬六七頭に駄し率来りし

にスクノッペを打過沼の傍を通りけるに大雷の如く鳴動せり是又箱館大地震なら

んと思ひつゝ馬を進めて行程に大なる響して山抜け黒煙突出大地轟きトントンゴ

トゴトと大なる鳴音聞え脇の中央へ焼たる大石降来る事雨足より甚し池中沸騰し

て蒸気遥の空に昇り其形鱈の雲腸の如く突亢として大山の湧出せるに似たり桃色

薄紫薄紅浅黄白など色取にひとし至て美事なり依之川汲臼尻其外大野一の渡のも

の共此蒸気を見て村翁老婦は御来迎なりとて合掌し拝しけるとぞ追々スクノツペ

より婦女子共逃来り馬に乗せて救ひ給へと云何れも見知たる人々故いなみもなら

ず荷を打捨乗らしめ大野迄連行しとぞ 

一、亀とまりといへるは鹿部の入口にして家数十軒程あり前は海後ろは山にて温

泉湧壺二口あり冷熱僅に隔つ傍に小屋ありて見守其所に住す臼尻より湯治に来居

たる幼女廿六日の朝米を洗に流しへ行たりしに灰降来りし故其米を打捨あわたゞ

しく帰り来り如斯々々定て駒ケ嶽焼出すべしわらはゝ臼尻へ戻るなりと徒跣にて

逃出しける温泉見守の老父場治せる人々に申しけるは去廿四日より今廿六日朝迄

三日間駒ケ嶽折々鳴動せり定て焼出可申私儀は年老の歩行捗取らず若者共を残し

置御世話可為致なれども各方にも疾く逃袷へ今女子のことば如何にも不審なり
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かゝる幼婦の日上とも思はれず定て神ののりうつりいましめ給ふなるべしと云捨

て足早に駈出ける是を見て思ひ思ひに逃散臼尻さして浜伝ひ走り行たり箱館よリ

来れる商人宿り居たりしが其抜子を聞て荷物を捨置同じく駈出たるに火降所々へ

燃付ければたまり兼ねむぢりを(半天の事なり)打梢々々走りけるあはてゝ消した

る事故火気残り背中より燃出し髪悉く焼たりとぞ如斯追々逃出しければ防ぐもの

なく遂に此温泉場も焼失せり 

一、同所昆布稼に行たりし者あり老父母をいざなび妻と幼児一人を引具し丸小屋

を取建稼居たりしに最早昆布も干乾し終り荷造日和を待出船せんと心がけけふは

風もなく澄晴なれば浜へ出て諸仕舞して居たるに雷鳴の如く大なる鳴音聞へ程な

く黒煙巻上り焼石土砂を吹散す事雹靄の如し直さま小屋へ庚り夫は着替入たる柳

骨折を背に掛け妻は子を抱て逃出るに父母見へざれば怪んで立戻り丸小屋を見れ

ど不居合呼立れど音信なしされば疾く逃去り給ふならんと跡を追ふて浜伝ひ走り

けれぱ焼石飛来て夫の左手の甲に当りぐさとさす角先掌へ抜出たるを振捨て血出

るをも厭はず手拭もて包み逃来れる由其道連になりしものゝ物語にて聞たりとぞ 

一、東地登りの船エリモ岬を廻り沖掛りし夫より段々走り来南部の尻矢岬を見な

し蝦夷地方を二十里餘り隔たる沖合走りけるに焚石数多飛来船の矢倉へ落たりと

ぞ遠方へ飛行しものとは間えし此間に村落あらば悉く焼失すべし 

一、小安村の何某と云もの熊とまりといふ所へ昆布稼に行て浜辺へ丸小屋を掛け

稼居たるに此変災に逢ふて取ものも取あへず妻子引連いたぎと云所へ逃来り一宿

を経て帰り見れば住家に一物なく悉く盗賊に逢しとぞ此あたり茅部ポンベツのも

のども素より善悪邪正はあるならひなれども難破船などあれば救はせて却て荷物

等押隠し金子など分捕するの癖ありて小倫を好めり去年ポンベツのもの共破船の

荷物盗取山へ持行柄の長き鎌を以切とき箱に餘る金銀奪取多くの人に難義を掛け

剰其所業を異見せし善人をうとみ村所を追払などせる報にやこたびかゝる変災に

逢ひ家蔵雑具船飼馬迄も悉く焼失ひ殆ど生活の道尽果ぬるは何さまゆへよしもあ

りぬべし 

一、風呂敷包を背負て来れる嫗あり其包より煙立昇り火燃出んとする故かたへの

もの怪んで老婦をして其包を捨しむ果して火燃出打捨たる処の垣四五尺焼て其儘

消へ近傍の家におよぼさず見る人驚き嫗の恙なきにの差なきを歓びけり其後聞け

ば老婦の子川汲の者なるが親類へ行て去暮ポンベツにて破船のありし砌黄金もゝ

を奪去り多くの人に難儀を掛けし其報ひならんと人々指さしていひあへり 

右は巷談街説取るに足らずといへども淵源なきにあらず天に口なくしていはし

むる諺周易に日積善の家には有餘慶積不善の家には餘殃あり実に懼るべき事共な

り 

一、佐原懸り澗尾白内毛利の四ケ所は皆駒ケ嶽の山趾なれば此変事を聞て悉く鷲

の木へ逃集南部家勤番人数も佐原へ詰合たれば是も同じく鷲の木へつぼみけるが

何れも無別条風の間に間に灰降りたるのみなり九月朔日は風もなく静かなる日和

なりしがタ景北風吹出し灰を飛し上湯の川亀尾辺へも灰降り木葉白くなり草刈な

どの草鞋かけ悉く真白に変してゴソゴソと強張たり 

追て勢穏になりたれどもむかしの如く火炎山になりたりける追々硫黄を産すべ
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し但火薬の内硝石は天造と人工と両種あり灰は素より木草の茎は天工にして灰と

なすは人造なり硫黄においては天造のみにして土産なきときは殆ど差支る事有べ

し蝦夷洲は火炎山所々にありて尽る期あるなしといへどもこたび又一つの火炎山

を増し武備第一の品を産出す天幸といふべし目出度かりける事共也。  

(田中館, 1930) 

 

「堀織部正届書」 

(安政三年八月)廿六日ノ巳下刻(午前十一時)鳴ド一ハグレ中蜂ヤケノケ烟吹キ

出レ中天ヲオオヒ北西風ハゲシク火石トビ人家ハ四ケ所炎立ゲニツキ支配向差遺

見分吟味ツカマツラセ候。オモムキ左ニ申シテ執風(疾風？)ニテ焼失屋十七軒鹿べ

本別トモ外大破ソン家十五軒右ノ外空小屋物オキ船小屋漁船数多焼失イタシ候。焼

死鹿部ニテ二人石ニウタレ火ヲカブリケガ人数多出来タレド何レモ少シキヅニ候。

行衛不明者十五人ハ温泉ニ居リシモノナラン。留ノ湯ハ三丈程埋マリソノ上湖水ト

ナリ死者ヲホリサガス手段ナケレドモ皆コレ等ハ死セルナラン。サハラ、カヽリマ、

ワシキノ地内ノ森尾白内ノ者共居室ヲステヒナンセリ。后一ケ月ニテモ未ダ烟吹キ

出シ風ニヨリテハヤケ土フリカヽル故マダ帰来セズ故米ヲ下ゲソノ上小屋ガケ料

カシワタセリ鹿部越ノ所大木ハサケ又根ガヘシ其上ヤケ地大石ニテ道ヲ埋メタリ。

漸ク此節人馬通行シ得又宿野辺ノ山道ハ無難ナリキ。  

(河野常吉の筆記を田中館秀三が写した手記。括弧内勝井ほか(1975)により加

筆)(勝井・他, 1975) 

 

「平沢豊作日記 探蝦録」 

函館ヨリ見ル二十五日大風雨。二十六日雨フリ五ツドキ天気九ツ半ニ寅ノ方ニ雲

起リ未申ノ方ヘ行キ北ノ方駒ケ嶽ギワヨリ又小雲見エタリ。クレ方マデ色水アサギ

色ニシテ綿ヲ散ラセル如ク見ユ。八ツ半時函館地シン。翌二十七日ニコマガタケ噴

火ノコトヲキヽタリ。 

九月八日ノ夜五ツ半地震九日八ツ時地震。十二日明六ツ半二地震昼又地震。 

(河野常吉の筆記を田中館秀三が写した手記)(勝井・他, 1975) 

 

「泰平年表」(探蝦録) 

八月二十七日奥州箱館駒ヶ嶽焼出、熱湯涌出、多人死亡有之卜云。 

(大森, 1918：日本噴火志) 

 

「東久世長官日録」：明治２年(1869年)開拓使長官任命以来同四年(1871年)九月に至

る日誌  東久世通嬉著 

明治三年八月十二日 十年前噴火今ナホ烟ヲ見ル  

(河野常吉の筆記を田中館秀三が写した手記)(勝井・他、1975) 

 

「北海道志」 

八月二十六日駒嶽(又一名左原嶽)震動シ噴火ス鹿部本別等ノ村石降ル雹ノ如ク
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廬舎焼ケ人畜多ク死シ、□［石へんに鬼］磊野ヲ埋メ堆テ三丈二及ブ。 

(大森, 1918：日本噴火志) 

 

以上の文献のほかに下記の文献にも記録が残されている(田中館, 1930)。 

「大宝恵」安政元年(1854年)より明治初年(1868年)に至る函館尾山家日記 

「公私日記」嘉永元年(1848年)より安政六年(1859年)六月に至る迄の木村源吾重直

日記 

「新羅之記録」正保三年(1646年)の松前家系諸を訂正増補したもの。 

「簡約松浦武四郎伝」、「松前累世の家諸」 

 

7.5 明治21年(1888年)の噴火 

安政３年の大噴火のあと明治21年(1888)４月14日、駒ケ岳は32年ぶりに活動を行っ

た。このときの噴火は小規模なもので被害はなかった。この噴火に関しては以下のよ

うな記録が残されている。 

 

「官報明治二十一年五月二日発行」 

二十一年四月十四日茅部郡駒ヶ岳噴火ス。爆発ノ箇所極メテ小ナリ。噴火ノ際突

然砲声ノ如キヒビキ二回アリ。当日午后一時スギ噴火シ凡ソ一時間計り噴烟ヲ望ム。 

 

「日本噴火志」(大森, 1918) 

明治二十一年小噴火 

火口内ニハ二個ノ小坑アリテ一ハ中央ニアリテ楕円形ヲ為シ長径1050尺餘、短径

八九○尺餘。深サ凡二百尺アリテ安政ノ初硫泥ト浮石ヲ噴出セリ。他ノ一個ハ此坑

ノ少シク西北ニ当リテ其直径凡八三○尺二達シ明治二十一年ノ小噴出ハ此坑ニ起

レリ、現今ハ其周囲 硫黄ヲ含ミタル泥土ノ堆積アリテ其深サハ坑内濃煙アルヲ以

テ量リ知ルベカラズ。(明治二十一年西山氏実見神保博士北海道地質報文ニヨル) 

 

以上の他、「函館新聞」(明治21年4月15日発行)にも、当時の記録が残されている。 

 

7.6 明治 38年(1905年)の噴火 

明治21年の小爆発の17年後、駒ケ岳は明治38年(1905年)8月に再び小爆発を行った。

この噴火については大森(1918)によって次のような記述が収録されている。 

 

「日本噴火志」(大森, 1918) 

「北海道庁 噴火調査ニヨル」 

八月十七日ヨリ十八日ニ亘り小鳴動アリ十九日朝ニ至リ爆発ス、続テ二十一日ヨ

リ二十三日迄ハ爆発最モ烈シク岩塊及灰砂ヲ噴出シ黒煙ノ高サ三千尺ニ達ス降灰

ハ火ロヨリ二千里半以内ノ地ニシテ東ハ本別、西ハ宿野辺、北西ハ森、北ハ砂原ニ
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達シ其面積約十万里ニ達セルモ降灰量僅少ニシテ被害ナシ。 

 

「震災予防調査会報告第六十二号」(加藤, 1909) 

十六七日ノ頃多少其兆ヲ呈シ十九日朝稍々顕著ナル爆発ヲナンタルモノノ如シ、

安政ノ火孔ノ南隣ノ新噴火礼ヨリ盛ニ無煙ヲ吐キツヽアリテ直上少ナクトモ二三

百米ニ達シタリト云ヘリ、第二回ノ爆裂ハ二十一日ヨリニ十三日ニ亘リテ黒煙噴騰

直上千米ニ達セシト云フ、其他二十五日、三十一日夜、九月一日暁等ニ於テモ甚シ

キ噴煙アリタレドモ、要スルニ迫々ト其活動力ヲ減ジタルモノノ如シ、当時東風ナ

リシヲ以テ灰ハ西麓森村及ビ尾白内村地方ニ飛散シタシレドモ小量ニシテ大ナル

損害ナシ、然レドモ此火山灰ハ楕円形火口及ビ押出沢火ロニハ可ナリノ厚サニ堆積

死シ特ニ押出沢ニ於テハ当時ノ大雨ノ為メニ出水シ此灰卜岩塊トハ流水ノ為メニ

下流ニ押出サレ海岸近ク迄ニ及ビ畑地ニ多少ノ害ヲ与へタリ。 

 

森村報告要領 昨日(二十日)午後ヨリ天少コシク曇リ南東ノ疾風起リ稍々冷涼

ヲ覚エ今朝(二十一日)ニ至り天候陰濛トナリ益々冷気ヲ感ゼリ而シテ風力モ亦

益々強キヲ加フルト同時ニ四面晦暗ノ異状ヲ現シ火山灰ノ飛降スルヲ認ム且ツ大

気自ラ臭気(恰モ少量ノ硫黄ヲ燻スルガ如シ)ヲ含メリ今其見聞スル所ヲ挙グレバ

左ノ如シ 

一)大字尾白内ノ現象  昨夜(二十日)九時頃ヨリ灰飛降シ人ノ面ニ触ル午前二

時頃戸外ニ出デ観測シタルニ駒ケ岳頭上ヨリ黒煙、上騰スルヲ認メ且ツ鳴動(汽車

ノ進行ノ如キ音響ナリト云フ)セルガ如キ感ヲ起シタリト云フ又本日(二十一日)降

灰ヲ検セルニ南瓜ノ葉面ニ堆積セルモノ毎葉約二勺程アリシト云フ而シテ降灰今

猶止マズ 

二)大字森村ノ現象 本朝(二十一日)迄ハ何人モ気付カズ天候益々不穏ノ状態ヲ

現ハシタルニ至リ初メテ降灰セルヲ認メタルガ如シ之ヲ尾白内ニ比スレバ其量甚

ダ少ナシ而シテ今猶ホ降灰中 

三)大字宿野辺村ノ現象 天候ハ前二村卜同様ナルモ今朝(二十一日)迄ハ降灰ヲ

認メザリシト云フ。 

 

森警察分署報告ノ要点 駒ケ岳ノ噴火ロハ東南ニ面スル山腹ニンテニ十一日以

来引キ続キ灰黒色ノ濛煙ヲ盛ニ昇騰ンツヽアリシガ同日午後九時頃ヨリ十時迄約

一時間尾色白内村及掛澗村等ニハ大風ノ吹キ起ルガ如キ鳴動アリタリ然レドモ其

当時ハ何等日異状ナカリシモ二十二日午前三時頃ニリ俄然駒ケ岳ノ西北ニ面セル

山腹ヨリ岩石混交ノ泥土湧出シテ尾白内村ニ流走スルニ至リシ処中途ニ稲生川ア

ル為メ泥土ハ総テ此ノ川に注入シテ村落ニ害ヲ及ポサザリシガ農作物ニハ被害ア

リ其泥土ノ奔流セシ延長約一里幅二十間至七十間餘ニ亘リ午前十一時頃ヨリ一時

流出止マリタリ去レト今後々如何ナル変動ヲ来スヤモ計リ難ク附近住民ハ恟々ト

シテ避難準備ヲ為スモノアルノ実況ナレバ分署ニテハ総員挙テ非常ヲ警戒中ナリ。 

 

砂原村報告 本月二十一日午前十時頃ヨリ掛澗村ヨリ尾白内方面山麓ニ渉リ一
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分餘ノ降灰堆積セリ日々曇天ニテ山上ヲ望見スル能ハザルモ不取敢右及報告候也。 

 

鹿部村戸長河野孝忠報告 本月十九日ヨリ駒ケ岳南方半腹ニ於テ黒煙ノ著シク

噴騰スルヲ認メタルニ同日午前一時頃本村字小川及字本別民等ハ該火山方面ニ音

響アリタルヲ聞キシモノ有之旨申出之趣有之右報告ニ及候也 

 

「日本噴火志」(大森, 1918) 

「震災予防調査会報告欧文紀要第二巻」 

降灰ハ年末迄デ多少継続セリ。 

 

7.7 大正８〜13年(1919、1922、1923、1924年)の小噴火 

明治38年(1905年)の小噴火の14年後、駒ケ岳は大正8年(1919年)から大正13年(1924

年)にかけ小噴火を繰り返し行った。これらの活動はいずれも、小規模な水蒸気爆発

と考えられ、ごく少量の降灰をもたらした程度で、被害はなかったとされている。こ

れらの噴火の記録については駒ヶ岳爆発災害誌(北海道社会事業協会、1937)、今村

(1919)、根本(1930)に次のように記録されている。 

 

(1)大正８年(1919年)６月17日 

今村(1919) 

６月17日ヲ第１回トシ、其後同24日、７月2日、同19日、同26日ニ噴火ス。前兆

トシテ著シキ現象ナカリシモ、微震動並ニ鳴動ヲ伴ヒ、黒烟ハ頂上ヨリ1000米内外

ノ高サニ昇レリ、７月２日ニ於ケル噴煙ハ、頂上ヨリ650米内外ノ高サニ昇騰セリ。 

 

駒ヶ岳爆発災害誌(北海道社会事業協会, 1937) 

６月16日午後3時54分より１分22秒間、南北部比較的大なる微震動の地震を函館

測候所に観測し、また同日午後５時半頃、西麓宿野辺村にて遠雷の如き鳴動を聞き

遂に16日＊噴火となった。次いで24日午前1時頃、大沼駅にて雷鳴の如き音響を聞

き、鹿部村にてもまた同時刻頃大鳴動を聞き降灰あり、城部沢方面山林に降灰稍著

しく、尚７月２日午前３時、同19日午後５時頃鳴動と共に噴煙し、同26日午前10時

にも可なりの噴煙があった。 

 

＊ 恐らく誤記で17日と思われる(勝井ほか, 1975) 

 

(2)大正11年(1922年)5月22日 

駒ヶ岳爆発災害誌(北海道社会事業協会, 1937) 

多少火山活動に異状を呈せる程度であった。 
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(3)大正12年(1923年)２月27日・３月15日 

駒ヶ岳爆発災害誌(北海道社会事業協会, 1937) 

２月27日、午前7時頃突然噴煙し、砂原村に於ては鳴動を聞き、山麓西方に小量

の降灰かあった。 

３月15日、午後２時10分頃、遠雷の如き音響を発すると共に黒烟を上げた。 

 

(4)大正13年(1924年)７月31日 

験震時報 駒ヶ岳爆発噴火調査報告 (根本、1930) 

同日午前８時頃より□［尸に婁］々鳴動し、同時30分頃小爆音と共に黒煙を吐き

高さ７、８百尺(約250m)に達した。然し午後６時に至って鳴動止み、噴煙も12時に

は僅少となり、翌日は写真技師田中某登山せりと云われている。 

 

7.8 昭和 4年(1929年)の噴火 

昭和4年(1929年)６月17日、駒ヶ岳は安政の大噴火以来73年ぶりに大きな活動を行

った。この噴火については、神津ほか(1929、1932)、Tsuya et a1.(1930)、赤木(1929)、

根本(1930)、勝井ほか(1975)、勝井ほか(1986)などをはじめ多数の研究報告があり、

また災害については駒ケ岳爆発災害誌(北海道社会事業協会,1937)に詳述されている。 
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