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１．はじめに
　理論・実験・シミュレーションなどの研究進展によって火山爆発の予測情報がある程度出せるように
なったとしても，それを実際の災害軽減に役立たせるためには乗り越えなければならない大きな壁があ
る．それは予測手法が今より格段に発達したとしても，なお一定の不確定要素を含むことが避けられな
い火山災害の予測情報を，どのような形で行政府や一般市民に発信・伝達し，どのように防災・減災行
動に活用してもらうか，という問題である．従来は，これら情報発信・伝達・活用方法の検討が十分な
されてこなかったために，情報伝達の失敗によって実際に犠牲者が出るなどのさまざまな弊害が生じて
きた．しかし，それらの失敗事例について，学者側から十分な検証と反省がなされてきたとは言い難く，
断片的な回想や考察がなされているだけである（たとえば，気象庁，1995；下鶴，2000；小山，
2002など）．
　特定領域研究「火山爆発」A05班では，世界中の主要な噴火事例における災害予測情報伝達の実態や
問題点を，火山科学・史料学・行政学・心理学などの最新の成果にもとづいて学際的に検討することに
より，効果的な災害予測情報発信・伝達にかんする普遍的な知見・手法・ツールを得ることを研究目的
のひとつとしている．

２．何をすればよいか
　本研究は，まず世界中の主要な噴火事例の資料・史料を集め，その内容の火山学的・行政学的・社会
科学的分析をおこなう．具体的には，資史料が豊富であり，かつ情報伝達にまつわる多くの問題があっ
たと考えられる噴火危機事例（2000年三宅島，1991年雲仙，1986年伊豆大島，1914年桜島，1902
年モンプレー火山など）について，当時その火山についてどのような予測科学的な知見が得られていた
か，学者側からどのような情報が発信されたか，その情報を用いて行政側がどのように対応したか，情
報はジャーナリストにどう受け止められどう市民に伝えられたかなどについての資史料を徹底的に収集
し，情報の発信・伝達・活用にどのような問題点があったかを洗い出す作業をおこなう．



　それと並行しつつ，現代火山学が明らかにしうる災害予測情報（噴火の直前予知情報および長期的災
害予測）をどのような形（ハザードマップ，噴火シナリオ，「統一見解」，論理ツリーなど）で発信す
れば，より歪みの少ない情報伝達が可能であり，かつ行政府や市民に効果的に利用されうるかについて，
行政官やジャーナリストを巻き込んだ議論と方法論的検討をおこなう予定である．また，たびたび問題
となる火山学専門用語の不統一・わかりにくさの問題や，市民や学校の児童生徒に対していかに魅力的
な火山教育をしていくかの問題についても検討を加えたい．
　以上の検討がある程度なされた段階で，歴史上の噴火危機のある特定時点の学術・行政・社会の状況
をデータ上で克明に再現し，今ならできたはずの情報発信や行政対応をがその時なぜできなかったを考
える（あるいは，異なる対応をとっていた場合にどうなっていたかを考える）ことによって，教訓やノ
ウハウを引きだすブレーンストーミングをおこなう．この際，実際に学者・行政官・ジャーナリストを
複数名集めた仮想的な合議機関をもうけ，図上演習として災害対応意思決定と情報伝達・情報活用をお
こなうシナリオワークショップを試みる．具体的には，たとえば1991年6月2日（人的被害の発生直前）
の雲仙火山の状況を仮定し，噴火予測シナリオの作成と確率推定，情報発信文の作成，それに対する行
政対応の策定，市民反応の考察などを行う．火山学的ならびに行政学的な知見としては，当時のものと
現在のものとの両方を用意し，結果を比較する．
　以上の作業をつうじて，効果的な災害予測情報の発信・伝達手法・ノウハウにかんする普遍的な知見
を明らかにし，それらにもとづいた噴火危機における専門家の活動にかんするガイドラインや提言をま
とめることを目指す．
　なお，上記のブレーンストーミングやシナリオワークショップに際しては，学者・行政官・ジャーナ
リストの実対面作業をおこなう一方で，電子ブレーンストーミングや電子シナリオワークショップのた
めのグループウェア，ならびにそれを支援する知識ベースシステム（過去の噴火危機事例にかんするあ
らゆるデータを集約し，要求に応じて即座に引き出し可能としたもの）の開発と試用もおこない，それ
らをまとめてインターネット上の専用サーバー（火山災害危機管理支援サーバー）として稼働させると
ともに，実際の噴火危機での実用にも堪えうるものとする．
　以上をまとめると，本研究の具体的な課題として，現時点では以下のものを考えている．
（1）歴史時代における世界中の主要噴火危機・災害事例の地質学的・文献史料学的調査（近い過去に
おいては関係者への聞き取り調査）による，災害情報伝達問題の洗い出し
（2）現時点で判明している予測科学的知見を，行政府や一般市民（児童生徒を含む）に対する効果的
な災害情報としてどう表現し，どう伝達・教育していくかについての方法論的検討（災害専門用語の問
題点の検討も含む）
（3）過去に実際にあった噴火危機の時点に仮想的に戻ったと考えて情報伝達・災害対応をおこなうブ
レーンストーミングおよびシナリオワークショップ（実対面作業ならびにサイバースペースでの作業）
の実行と，それにもとづく考察
（4）噴火危機における有効な災害情報伝達ならびに合議・意思決定を支援する知識ベースシステムと
グループウェア（火山災害危機管理支援サーバー）の開発



３．これまでの準備経過と今後の予定
　火山災害危機管理支援サーバーの立ち上げ準備作業を進めている．すでにサーバー機器および関連ソ
フトウェアの選定を終えて，基本設計に入っている．それと並行して，世界の主要噴火危機・災害事例
に対し，災害情報の伝達問題を検討するための文献史料学的・社会学的な調査や情報収集を始めている
（付表）．
　火山災害危機管理支援サーバーの立ち上げ準備作業については，基本的な設計については順調である
が，細部の開発や維持管理の人的資源や労力の不足が顕在化しつつある．このため，サーバ管理を専門
とする技術者からの助力を得て，システムの完成度を高めていく予定である．
　来年度は，過去の噴火危機事例の収集を継続するとともに，インターネットに連結したサーバーの本
格的運用を開始する．このサーバーを利用して，情報収集と議論のための学際的メーリングリストやホ
ームページを開設・運用し，火山危機事例の問題点，効果的な災害情報発信・伝達・活用の方法論的考
察，ならびに災害専門用語の問題点に対する電子的なブレーンストーミングを実施する．また，噴火危
機に直接関わった関係者（学者，行政官，ジャーナリストなど）を集めたシナリオワークショップ（対
面で過去あるいは架空の状況を議論する）やシンポジウムをおこなう予定である．
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