古文書による 1801（享和元）年の鳥海山の噴火の様子
資料：中「大焼之図」右「鳥海山煙気之図」

融雪による火山泥流・降灰・土石流について
火山泥流や土石流は、岩石の混じった泥水が時速数十～10 数ｋｍの高速で川に沿って流れ下った後、下流の平野部で広く氾濫する危険な現象です。
雪の多い時期に噴火が起きたとき、熱い噴出物が火口周囲の大量の雪を溶かし、溶けた水と土砂、岩石が一体になって流れ下るのが 融雪による火山泥
流です。
一方、雪の少ない時期に噴火が起き、火口周囲や斜面に積もった火山灰がその後の雨によって回りの土砂や岩石をまきこみながら流れ下るものが土石流
です。
鳥海山では、噴火の際にこれらの現象が発生する可能性があります。
なお、一回の噴火で図に示した全ての範囲に氾濫するわけではなく、想定した 火口ゾーンのどの位置で噴火するかによって、火山泥流や土石流の発生す
る渓流は異なりますので、噴火時には気象庁や県・市町村から正確な情報を得て、適切に 行動することが大切です。

雪の多い時期に噴火で雪が溶けて融雪により火山泥流が発生します（想定）
雪の少ない時期に噴火で火山灰が斜面にたまり、雨で土石流が発生します。

鳥海山ハザードマップの想定条件
雪の多い時期

融雪による火山泥流

雪の少ない時期

土石流

過去数百年間の記録にみられる噴火のうち、爆発的な水蒸気爆発が発生した場合に考えられる災害として、雪の多い時期には噴火で火口周辺の雪が一気に
融ける可能性があるため火山泥流を、雪の少ない時期には噴石や火山灰はそのまま斜面に積もり、その後の雨で流れ出すと考えられるため土石流を想定し
ています。いずれも 1801 年の噴火(マグマ水蒸気爆発)と同程度の規模を想定しています。
溶 岩 流
鳥海山では、溶岩流は過去数百年間には発生していません。
しかし、871 年噴火のように発生する可能性も否定できないため､過去の実績から１回当りの平均的な溶岩量を対象に想定しています。
想定火口位置（火口ゾーン）
鳥海山の火口は１ヶ所だけではありません。過去の実績をみてみると、現在の山頂付近から猿穴付近にかけて西北西－東南東方向に火口位置が分布するの
が分かります(右図参照)。そのため火口位置を１つではなく、ある程度の範囲(ゾーン)として想定しています。
想定火口位置（火口ゾーン）
ハザードマップに示していないその他の噴火現象として｢火砕流｣や｢岩屑なだれ｣などが考えられますが、鳥海山での過去の発生実績や発生頻度を考慮すると
これらの現象は、他の噴火現象よりは、近い将来に起こる確率は小さいと考えられます。

溶岩流が流れ出したら（推定）

溶岩流は噴火活動が大規模になった場合に起こる可能性があります。
鳥海山がもし噴火したときには、上図に示したような「融雪による火山泥流」「（降灰の後の雨による）土
石流」の発生が予想されます。
しかし、もし鳥海山の噴火が始まり、その活動が大規模なものに移行していった場合、地質調査など
から推定される過去の実績から、溶岩流が流れ出す可能性も考えられます。
実際に、三代実録という古文書に、西暦 871 年(貞観年間)に「山の上に火があがり、焼けた土石が雷
のような音で出た」、「川が泥水であふれ、死んだ魚がたくさん浮いた」、「大きな二つの蛇(有両大蛇)が
流れ出た」と噴火時の様子が記されています。この記載にある「大きな二つの蛇」は現在の山頂付近、
荒神ヶ岳の北側にみられる溶岩流地形に対応するものと考えられています（右下写真の赤い矢印）。

溶岩流は１回だけでなく火口から何度も流れ出す
場合もあります。

左のマップは、このような溶岩流が想定火口ゾーンのどこか（マップで
は仮に５地点を設定）から流れ出した場合を想定して作成しています。
右写真：西暦 871 年に荒神ヶ岳付近から流れたと考えられる溶岩流地
形(赤矢印が、記録にある｢有両大蛇｣と対応すると考えられる部分) 9

噴火現象の説明
火山が噴火すると様々な発生します。噴火活動の規模により、ここに示す以外にも「地殻変動」「地震」「地震に伴う地盤の液状化」
「火山ガス」「空振（建物の窓ガラスが割れる事もあります）」などの災害が起きる可能性があります。
融雪による火山泥流

融雪による火山泥流

噴火によって雪が一気に融け、地面を削り取りな
がら、多量の 土砂や岩石を巻き込み、高速で 流
れ下る現象です。谷を流れる 速度は時速数十
km に達します｡ 平野部では谷から溢れ出て広い
範囲に氾濫し、橋や家を押し流したりします。1926
年十勝岳で発生した火山泥流では 144 名の犠牲
者がでました。

噴火によって火口から噴石や火山灰が放出されま
す｡噴石は主に火口から数 km 以内に落下します。
時には直径 1ｍ以上の岩塊が飛ぶこともあります。
火山灰は、上空の風に流され､風下側に降り積もり
ます。
通常は西風が強いため山体の東側への影響が大き
くなりますが、季節や天候によっては風向きが大きく
変わることもあるので注意が必要になります。

土石流

土石流

噴火によって斜面や谷の上流に火山灰が積もっ
たとき、その後の雨によって土石流が発生しやすく
なります。土石流が谷を流れ下る速度は時速 10
～数十 km に達します。巨礫や流木を含むため、
平野部などの氾濫区域では家屋や田畑などに大
きな被害が生じる危険な現象です。

マグマが火口からあふれ出て流れたものが溶岩
流です。
一般に流下速度が遅く徒歩で逃げることもできま
すが高温のため溶岩流の通過する場所は全ての
ものが焼きつくされ埋積されてしまいます。

その他の現象（ハザードマップには範囲を示していません）
火砕流

山体崩壊・岩屑なだれ

火口から出た高温の火山灰・溶岩片・火山ガスなど

噴火や地震が引き金となり山体の一部が一気に崩壊

が混じり合い一気に斜面を流れて下る現象です。高
温・高速（時速 100km 以上）で破壊力が大きく、とて
も危険な現象です。火砕流が通過したところは家屋
は焼かれ土砂に埋もれます。1991 年の雲仙普賢岳
の噴火では火砕流で 43 名の方が犠牲になりまし
た。

する現象です。崩壊した土砂や岩石は岩なだれとな
り、時速 100km 以上で流れ下ります。発生頻度はそ
れほどおおくなりません。

もし噴火がはじまったら
気象庁が発表する噴火警報に注意しましょう。

噴火警報
噴火予報

■

■

■

■

避難する場合は…

できるだけ高台に非難しましょう。

１．戸締まり、電気、ガスの元栓を確認しましょう。
２．貴重品は忘れずに持参しましょう。
３．あわてず落ち着いて行動しましょう。
４．お年寄り、赤ちゃん、体の不自由な人、外国人など言葉の分からない人の避難を助けましょう。
５．市街地では車は使わず徒歩で避難しましょう。

普段から災害に備えて

■

■

非常持ち出し品（短期非難用）
衣類など

家族構成にあわせて準備しましよう！
食料・水

□ 着 替 え
・長そで上着､Ｔシャツ
・ズボン､下着､くつ下など
□ ヘルメット(防災ずきん)
□ 手ぶくろ・軍手

救急薬品・常備薬

貴重品

その他

□ ゴーグル
□ マ ス ク
□ か さ・カッパ
□ リュックサック
□ 毛 布・タオル

赤ちゃんがいる場合

お年寄りがいる場合

□ 非 常 食
・水（３ﾘｯﾄﾙ以上）
・乾パン､もち､缶詰､
レトルト食品､アメ､チョコなど

火山活動の状況によっては避難生活が
長期化する可能性もあります。

□ 常備くすり､救急箱
□ 現 金・小 銭
□ 預金通帳・印鑑
□ 健康保険証
□ 携帯電話
□ ラ ジ オ(予備電池)
□ 懐中電灯(予備電池)
□ ろうそく・ライター
赤ちゃんがいる場合
□ ほ乳ビン､ミルク､おむつ
お年寄りがいる場合
□ お年寄り用常備薬 など

鳥海山の噴火の歴史
1974（昭和四十九）年の噴火
マグマ水蒸気爆発・小規模泥流






1974(昭和 49)年 3 月 1 日に噴煙が確認されました｡(約 150 年ぶり噴火)
新山を通る東西方向の割れ目上に並んだ複数の火口からのマグマ水蒸気爆発という噴火が数ヶ月間続きました。
火山噴出物が積雪を融かして小規模な火山泥流が何回か発生しました。特に３月から５月にかけて小規模な泥流が数回発生しています。
泥流が流下した白雪川(秋田県側)では、河川水の濁りが認められたものの、火山泥流本体は到達せず幸いにも直接的な被害はありませんでした。
推定総噴出物量は約 10 万立方メートル。この時の噴火規模は鳥海山の噴火としては最小規模といえます。

1974 年（昭和 49）年 4 月の噴煙と小規模泥流

火山灰をかぶった大物忌神社

活発に噴煙をあげる鳥海山

1801（享和元）年の噴火
マグマ水蒸気爆発・新山溶岩ドームの形成








荒神ヶ岳付近の東西方向に延びる割れ目からマグマ水蒸気爆発がおこりました。
1800 年 12 月の弱い噴気に始まった活動は 1801 年に入ると激しくなりその年の 7 月には最も激しい噴火活動となりました。
このとき噴火の状況を見にいった 11 名のうち８名が噴石により命を落としています。
噴煙活動が一旦穏やかになる 4 月までの間に、火山灰の降灰により山麓で河川が濁ったり、小規模な泥流が発生したりしました。
7 月 4 日に火山活動が再び激しくなり 6 日正午頃にやや大きな規模の噴火が起こり溶岩が噴出して新山(溶岩ド-ム)が形成されました｡
一週間後の 7 月 15 日に大雨のため白雪川で大規模な降灰後の土石流が発生しています。
この時の流下物は氾濫しながら河口にまで達し約 30ha の田畑に被害を及ぼしたそうです。また、流れ込んだ土砂のために港が使用できなくなり、河川水
の汚濁によって飲料水にも事欠くという被害も生じたといいます。
この噴火でできた新山の体積は 90 万立方メートル（林,1984）、火山灰も含む全体の噴出量は約 102 万 5 千ｍ３と推定されています。

古文書に記録されている 1801 年噴火の状況
（鳥海山煙気之図）

871（貞観）年の噴火
約 2500 年前の活動





三代実録（貞観十三(871 年)年五月十六日条)に鳥海山の溶岩流出を記録したと考えられている記載が残されています。それ
によると「去四月八日山上有火 焼土石 又有声如雷 泥水泛溢 其色青黒 死気充満 人不堪聞 死魚多浮 擁塞不流有両大
蛇 長各十許丈 相連流出 小蛇隋随者不知其数 (抜粋)｣と記録されています。
今の鳥海山の地形をみてみると、山頂部から発する千蛇谷には相並んだ２つの長く伸びた溶岩流地形とその上に重なる（後か
ら噴出した）比較的小さい溶岩流が数枚観察できます(右写真)。これらは上の記述と良く対応します。
林ほか(2001)による

カルデラ内を北側へ
流下した溶岩流

2500 年前の活動
山体崩壊・象潟岩屑なだれ


今から約 2500 年前に、現在の山頂付近が馬蹄形状に大きく崩壊しました。この崩壊跡は東鳥海馬蹄形カルデラと呼ばれていま
す。



このときに崩壊した岩石や土砂は、高速で北北西方向に流下し、現在の象潟町や仁賀保町一帯に広く堆積しました。その体積は
30～40 億ｍ３と推定されています。
この山体崩壊の後～871 年までの約 1400 年間に何回かの溶岩流が流れ出たことが地質調査から確認されています（新山溶岩の
流出）。
このような大規模な山体崩壊は、数万年に１回程度以下のまれな現象であり、近い将来に発生する可能性は小さいと考えられて
います。




東上空から見た
山体崩壊の地形

鳥海山の有史時代の噴火

噴火した年代

元号

噴火活動の概略

原資料

810-823 年

弘仁

噴火

三代実録、続日本後期実話

871 年

貞観

噴火・溶岩流

三代実録

1560 年

文禄

噴煙活動

直根旧記

1659-1663 年

万治

噴火

仁賀保旧記載

1659-1663 年

万治

噴火

出羽風土略記、矢嶋日記
大泉叢誌ほか

1740-1741 年

享和

噴火・新山の形成
泥流発生・死者 8 人

鳥海山炎灯、矢嶋旧記、小滝
旧記、震災予防調査会報他多

1821 年

文政

噴火

滝沢八郎兵衛日記、小滝旧記
矢島旧記ほか

1834

天保

噴火？（川魚死ぬ）

天保四年大飢饉実録

1974

昭和

噴火・小規模泥流

鳥海山 1974 年の火山活動ほか

年代

主な火山活動
第３活動期
有史時代以降は 溶岩流(871 年など)や水蒸気爆発(1801 年,1974 年など)
東鳥海火山の活動と東鳥海カルデラ形成
多数の溶岩流） (2500 年前の象潟岩屑なだれ)
第２活動期
西鳥海火山の活動と西鳥海カルデラの形成
（多数の溶岩流･火砕流）
第１活動期
鳥海初期火山体の形成と大規模な山体崩壊
（多数の溶岩流･火砕流）

鳥海山のでき方
（イメージ）

火山のギモン？質問コーナー！
はかせ「ワシは火山の研究をしている博士じゃよ。火山についてみんなが疑問に
思っていることをどんどんきいておくれ。」

鳥海山って活火山なの？
そのとおり。前に噴火したのは 1974(昭和 49)年じゃな。気象庁によると、活火山とは「歴史記録や地質資料から過去二千年以内に噴火活動を行ったと判断さ
れる火山」と「現在噴気活動を行っている火山」のことを呼ぶそうじゃ。鳥海山は噴火した記録が何回もあるから、立派な活火山というわけじゃ。
余談じゃが｢休火山｣という言葉を聞いたことがあるかな？
ワシの若い頃は「噴火記録があるけど最近は活動していない火山」を休火山と呼んでいたが、最近では「休んでいる」という意味があいまいすぎるため休火山
という言葉は使わないようになってきておるそうじゃな。
だから鳥海山は休火山だと言う人もおるが正しくは活火山というべきじゃな。

日本には活火山がいくつあるの？
上の質問で答えた活火山の定義によれば日本には８６の活火山があるんじゃ。
気象庁ではこのうち、特に活動が盛んな２０の活火山を常時観測火山として 24 時間体制で常に監視しておるんじゃな。
山形県では、鳥海山のほかに蔵王山と吾妻山が活火山に分類されておるが、この３つの火山のうち常時観測火山に含まれているのは吾妻山だけじゃよ。

火山災害ってどんなものがあるの？
噴火で火口から出てくる「噴石」「火山灰」「溶岩流」「火砕流」「火山ガス」などの現象や、火口近くの雪が熱で融けたり火口湖が決壊したりして発生する「火山泥
流」、山が崩れ落ちる「岩屑なだれ」など様々な災害があるんじゃ。それから斜面にたまった火山灰がその後の雨で土砂を巻き込んで流れくだる「土石流」も火
山災害に含まれるな。
鳥海山では、特に｢噴石｣｢火山灰｣｢火山泥流｣｢土石流｣に注意すべきじゃな。

鳥海山は今度いつ噴火するの？
うーん、これについては実はよくわからないんじゃ。
ただ、今後数十～数百年以内には噴火するとは思うんじゃが…
さすがのワシもこの質問には、はっきり答えられんのう。
まぁ､いつ噴火しても大丈夫なように心がけておくことじゃな

鳥海山が噴火する前には何か前ぶれが起きるの？
前兆現象のことじゃな。一般には噴気の異常、地震の増加、地下水や湧水の異常などが噴火の前ぶれと言われておるな。鳥海山の過去の噴火では前ぶれと
して噴気の異常があったようじゃが、ちゃんとした記録のある噴火事例が少ないこともあって、実はまだよく分かっていないんじゃ。

鳥海山が噴火したらどうすればいいの？

鳥海山は現在は静穏だからすぐに噴火することはないと思うがな。万が一、噴火したときには、まずあわてずに正しい情報を聞き、役場の指示に
したがってすぐに避難することが大切じゃ。そのために普段から非常時の持ち出し品を用意したり、家族で避難所を確認しあったり、いざという時
の準備をしておくことが必要なんじゃ。この「火山防災マップ」に書いてあることも結構役に立つとワシは思うぞ。

噴火の災害を防ぐことはできないの？
火山の噴火はとても規模が大きいから簡単に防ぐことは難しいんじゃ。
自然災害は、人間の思うとおりにはならないことが多いから、前もって火山噴火にたいする正しい知識を持っていざという時にパニックにならず、デマに惑わさ
れず、正しい情報（噴火警報）を聞いて速やかに避難するのが現実的な対策じゃな。普段からの心構えが大切というわけじゃ。

