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１． A05班の研究目的と計画 
 火山学に社会が期待する点は、噴火予測

と災害軽減に帰結する。もちろん、基礎的

な個々の知見を更に深く発展させ学術的成

果を深めることは重要である。火山やその

周辺で発生している自然現象を的確に理解

し、人命および社会資本の損失をできるだ

け軽減するためには、個々の科学者が自分

の得意とする個別の学術分野だけに閉じこ

もり、独立に先鋭の成果を獲得するだけに

終わらせるだけではすまされない。 
学問の基礎体系と学問成果のどこがどの

ように社会で活用できるのか、科学や科学

者者たちにとってどのような問題があるの

か、当面解決すべき重要課題はどこにある

のか、社会との関係についても科学者側か

ら基礎科学として取り組まなければならな

い研究面も重要となる。 
 火山噴火が爆発的で規模が大きくなると、

社会に与える影響は一般により甚大となる。

火砕流や火砕サージ、或いはそれに伴って

生ずる火山泥流や山体崩壊などの破壊的な

流動現象は、普段なら離れていて安全だと

考えているような都市域まで、計り知れな

い影響を及ぼすことがある。 
このため、本特定領域研究では、「火山爆

発のダイナミックス」の基礎研究を組織

的・計画的に発展させることを最重要と考

え、5つの班で課題を分担して 2002年度よ
り総合研究を進めている。 
この中で、A01-A04班では、それぞれ最

も基礎的な、観測による爆発場の理解、爆

発準備過程、爆発のメカニズム、更に爆発

現象の定量化によるリアルタイム災害予測

などのテーマに取り組んでいる。 
 Ａ０５班では、これらＡ０１～Ａ０４班

の研究成果と密接な連携を図りながら、火

山噴火の長期予測と、災害軽減のための基

礎科学の諸問題をテーマに、過去 2 年間共
同研究を進めてきた。 
現在起こりつつある火山現象を観測で捉

え、火山活動を診断して、いくつかのスト

ーリーを検討するいわゆる短期予測や、緊

迫時の災害対策や危機管理支援については、

20 世紀の最後の 4 半世紀になってからは、
内外で幾つかの特筆すべき成果が得られる

ようになってきている。 
しかしながら、中・長期の噴火予測につ

いては、噴火史や、マグマと噴火場の環境

などから経験的に推定する予測に留まって

おり、一層の学問的な解明が必要になって

いた。 
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 Ａ０５班では、幾つかの特定の火山を選

び、詳細な過去の噴出物や噴火履歴を編纂

し、火山深部から火山浅部へのマグマ供給

系や、浅部マグマ貯留システム内でのマグ

マの挙動を明らかにすることを目的にして

いる。また、最終的に噴火をトリガーする

メカニズムや、マグマ上昇機構の長期的変

遷の解明から、マグマシステムの時間的発

展過程の中で中・長期噴火予測を位置づけ

る新しい試みに取り組んでいる。 
平成 15年度は、高速全自動火山噴出物分

析装置がいよいよ導入され、膨大な資料の

迅速な全岩化学分析が可能になり、この分

野の研究で大いに進展があった。 
 火山災害軽減のための基礎科学について

は、火山災害予測図の作成及び評価手法の

開発、火山災害時の情報活用及び危機管理

に関する研究、将来における多様な火山災

害を軽減する支援データファイルの作成と

活用指針、次世代に対する火山災害軽減文

化の創造などが、主なテーマとなった。 
 幾つかの国際会議を通じて、災害軽減に

関する科学者間の諸経験の交流が活発に行

なわれた。ハザードマップや危機管理、土

地利用や防災教育などで、人口過密地帯の

火山国であるわが国の長年の役割や当面す

る責務を痛感する機会となった。 
 
２． 2003年度の活動経緯 
 中長期予測手法の研究を受け持つ中川班

では、一昨年より導入を検討してきた、高

速全自動火山噴出物分析装置（全自動蛍光

Ｘ線分析装置）を 9月に導入し、10月から
全岩組成分析を精力的に行なっている。装

置が導入されたことにより、全岩分析が大

量にかつ迅速に可能となったことは本研究

を進めることを可能にした。 
これにあわせて、2003年 9月 16-17日に、
｢火山噴火の中長期予測手法開発｣メンバー

と関係する協力研究者などによるグループ

集会をもった。研究計画についての議論に

続き、10 名のメンバーが研究発表を行い、
1 日半の時間をかけて研究実施計画と研究
成果公表の段取りになどについて討議を行

なった。 
グループ研究会で議論となった対象火山

としては、樽前山・駒ケ岳、蔵王、三宅島、

ラバウルなどであり、年度末の研究会での

発表や、国際誌に投稿中の研究成果となっ

ている。 
中川他は、樽前火山が 1500年間の活動休
止期を挟んで 1667 年に噴火を再開してか
らの噴火活動を、成層マグマ溜りの形成と

その進化に注目して、噴出物の詳細な組成

分析から岩石学的な手法による中長期噴火

予測の展望を得ることに挑戦した。 
研究協力者の吉本等は、今までの陸上に

おける調査では解明されていなかった

1640年の北海道駒ケ岳の山体崩壊物が、海
底でどのように分布しており、崩壊物量は

どの程度であったかについて、ソナーによ

る詳細な海底調査と、陸上での研究成果か

ら明らかにしている。 
また、研究協力者の安間と中川は、三宅

島の 1983 年までの過去約 500 年間の火山
噴火を対象に、噴出物の鉱物組成や化学組

成の詳細な分析手法により、浅い安山岩質

のマグマと、深い玄武岩質マグマの二つの

マグマ供給系による時間的な変遷によって、

火山活動の推移が規定されていることを明

らかにした。研究協力者の伴は、蔵王火山

の最近 3 万年の火山活動について、同様な

 2



研究を実施した。 
火山のハザードマップに関する基礎研究

では、山村悦夫は、研究協力者の押谷一と

ともに、有珠山噴火について虻田町でＧＩ

Ｓシステムを活用した面接型を取り入れた

アンケート調査を実施した。 
また、小山眞人は、富士山の試作版ハザ

ードマップについて、火山周辺の自治体の

防災職員や住民を対象に、意識調査を実施

するとともに、児童達がハザードマップを

どのように理解するかという実態検証を行

なった。 
過去の噴火危機対応の実態に関する研究

としては、岡田弘は三松三朗の協力を得て、

1910 年有珠山噴火の詳細時系列データフ
ァイルの暫定版を完成させ、科学者や行政

および住民行動に関する幾つかの興味ある

事項についての解析を進めた。 
また、2000年有珠山噴火については、噴
火までの 5 日間の詳しい基礎データファイ
ルの作成が進められた。放映テレビのビデ

オクリップ化作業が完了し、科学的判断が

どのように行政や住民に伝わったかの実態

を解析できる、基礎資料が整ったことにな

る。 
また、噴火直後の現地対策本部や科学者

グループの対応に関する放映テレビ放送の

ビデオクリップ化も開始された。気象庁が

発表した火山情報についての解析も、噴火

開始までの期間について完了した。 
2000年有珠山噴火時の、ヘリコプターに
よる観察データのうち、整理が進んでいな

かった赤外熱映像については、2000年 4月
分のインデックス表示がデジタルファイル

化された。宇井忠英は、教育現場で用いる

火山災害の重要な動画映像についてのビデ

オクリップ作成作業を進めた。岡田他は

2003 年十勝沖地震がいったん静かになっ
た有珠山の火口湖の熱活動を誘発したこと

を、現地調査と過去の熱映像などの蓄積資

料から明らかにした。森済は、有珠山噴火

後の熱エネルギーの見積もりを行なった。 
小山眞人は、9 月に火山災害危機管理情
報処理システムのための機器一式を導入し、

必要なソフトウエアの開発に取り組んでい

る。現在の段階では、基本データ掲示機能、

大容量ファイル共有機能、Ａ０５班電子会

議システム、およびＡ０５班専用Ｗｅｂサ

ーバーが使用できるように設計されており、

Ａ０５班メンバー間の情報共有で一部実用

に供している。成果は 2004年度の学会で報
告予定であり、実用に耐えるシステムが構

築され、今後の火山噴火危機管理シュミレ

ーションなどを実施できる素地が築かれた

ものと考える。 
火山災害危機管理については、ゲーミン

グシュミレーション手法を用いた解析が、

共同研究者の中橋徹也や林信太郎他によっ

て行なわれた。中橋は、危機管理の雛形の

現状と課題について、過去の噴火の比較研

究を行なった。また、吉川肇子は、2000年
三宅島噴火について、火山噴火予知連絡会

の議事録に基づき、集団浅慮などの災害心

理学的な解析を行なった。 
共同研究者の鎌田浩樹は、火山防災啓発

活動における科学者サイドで必要な考え方

を実例に基づいて総括した。また、共同研

究者の木下紀正等は、地上および人工衛星

の画像解析による火山災害の実態把握手法

について論じた。 
2003年度は、幾つかの国際会議に参加し、
噴火の長期予測や災害軽減に関する交流を
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図った。主なものを以下に示す。 
(1) ＩＵＧＧ総会(7月、札幌)、メンバーに
よる研究発表は、岡田 2件、宇井 2件、
小山 6 件、中川 9 件、森 3 件であり、
研究協力者による発表も多かった。宇

井・岡田・中川は、ＩＵＧＧの野外巡検

で北海道の火山(中川)および有珠山巡
検（宇井・中川）を実施した。 
ＩＵＧＧアウトリーチでは、岡田が

「噴火メカニズムの解明と噴火災害の

軽減に向けて」のテーマで普及講演を行

なった。また、研究協力者の林信太郎が、

千歳市内の小学校で児童たちと研究交

流を図った。 
この機会を利用して 7 月 3 日に札幌
で開催された「火山爆発のダイナミック

ス国際研究交流ワークショップ」には、

岡田･森が参加した。 
(2) ハワイヒロ市における国際会議「火山の
上の都市第 3回」(7月)．提出された論
文は、宇井３件、岡田 3 件、森 1 件で
ある。ハザードマップや、危機管理・土

地利用および防災教育での議論が活発

化していることが特徴だった。 
(3) つくば・富士吉田市における「火山災害
軽減のための方策に関する国際ワーク

ショップ」（9月）．宇井および岡田が招
待講演、小山他がポスター発表 2 件。
また国際会議の最終日に実施された「国

際講演会 2003～火山災害の軽減を探
る」では、岡田が「有珠山噴火を振り返

って」の講演を行なった。 
 
日本災害情報学会が、2003年 10月 18-19
日に北大理学部で開催された。これは同学

会創立 5 周年を記念して、初めて単独で、

地方で開催された学会である。また、学会

特別企画として 10月 17日に苫小牧市で、
防災シンポジウム「樽前山の噴火と北海道

太平洋岸の巨大地震･津波」が、10月 20日
には有珠現地防災視察研修会が開催された。

本研究メンバーの内、災害軽減にかかわる

数名が、4 日間にわたるこの 5 周年特別企
画に参加した。 
防災シンポジウムでは、岡田弘は、「今後

想定される火山噴火と地震」のテーマの基

調報告、宇井忠英はパネルでディスカッシ

ョン「防災情報と災害に強い町づくり」の

パネラーとして参加した。また、有珠山研

修では、宇井忠英・岡田弘が現地案内をつ

とめた。 
この学会に引き続き、2003年 10月 21-22
日に、有珠山山麓の虻田町でＡ０５班会議

を開催した。研究の進め方や研究成果のま

とめ方などの議論とともに、8 編の研究成
果が発表され、2 日目は規制区域立ち入り
の許可を得た上で、変動や被害が大きかっ

た火口域の現地調査を実施した。 
この他、国内で開催された、地球惑星合

同大会(幕張、5月)、日本火山学会秋季大会
（博多、10 月）、などの定例大会での関連
発表も多く行なわれている。 
 
３． A05班としての成果の概要 

(3-1) 高速全自動火山噴出物分析装置の
導入によって、膨大な資料の迅速な全岩化

学組成分析が可能となった。この解析の結

果、樽前山の歴史時代の噴出物が示す組成

変化に対して、中川は、2種類のマグマ混合
の変遷が深部成層マグマ溜りを規定したと考

えた。現在は、デイサイト～安山岩質マグマ

は枯渇した状態にあり、次期噴火予測の原点
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が明らかにされたことになる。 

 
(3-2)ＩＵＧＧ総会やハワイでの国際会議

の場で、ハザードマップの活用・次世代の

減災文化育成や土地利用などまで踏み込ん

だ、減災のための基礎科学について交流を図

った。宇井・岡田の協力による英語版有珠山

防災ビデオは、高い評価を得た。有珠山副読

本計画、火山教育、次世代育成支援なども、

国際的な強い関心事となっている。 

(3-3) 多方面からハザードマップの研究が

なされた。山村らは GISシステムを用い住民

活用型マップ分析を実施し、火山災害環境と

社会災害環境の調和政策を念頭に、モデル規

範適用理論による考察を行なった。小山らは、

準備中の富士山のハザードマップについて、

地元自治体の防災関係者を対象に意識調査分

析を行い、長期間噴火がなかった地域での、

減災活用における課題を明らかにした。 

(3-4) 噴火災害時の危機管理については、岡

田等は、2000年有珠山噴火の前兆期と噴火対

応初期について、報道ビデオなどをもとに、

危機管理時系列の実態を明らかにした。特に

火砕流発生の認知とその情報提供の詳細な実

態は興味深い。また、1910年有珠山噴火の危

機対応時系列表が完成し、避難解除の課題等

が明らかになった。小山らは、火山災害危機

管理情報処理システムを構築し、本研究メン

バーによる最近の研究成果をwebで活用する

システムの運用を開始している。 

(3-5) 吉川は、三宅島噴火の予知連議事録の

解析により、集団浅慮など組織心理学からみ

た危機管理の課題を論じた。今後の比較研究

が注目される。 
 以上の簡単な研究成果に加えて、本研究

班のメンバーの果たした社会的な研究成果

とみなせる若干の事項について、以下に簡

単に追加記述することとする。 
有珠山噴火の被災地を訪れた天皇・皇后

両陛下は、2000年 7月 1日に虻田町役場の
総合防災対策室を訪れた。高橋知事並びに

長崎虻田町長、山中壮瞥町長、菊谷伊達市

長など列席の場で、本研究代表者であり、

当時火山噴火予知連絡会有珠山部会長であ

った岡田弘が、有珠山噴火の説明と防災ビ

デオの解説を約 15 分間説明申し上げる機
会があった。 
両陛下は、噴火当時からテレビなどの情

報で現地の様子を深く御憂慮されていたこ

とや、火山噴火や災害軽減に関する深いご

見識が伺えたことは、本研究計画を進めて

いるメンバーにとっても暖かい励ましとな

った。 
両陛下は、2003年 1月のアフリカのニイ
ラゴンゴ山噴火で、ゴマ市を埋めた溶岩流

噴火災害もよくご存知で、その噴火に先駆

けて現地の火山学者が観測データに基づき

社会へ事前に警告をだし、世界へ観測支援

を要請していたことも話題になった。 
その研究者の 1 人であるワフラ氏が札幌
で開催中のＩＵＧＧ総会に出席しているこ

とをお知りになり、翌日ＩＵＧＧ総会のパ

ーティの機会に、浜口博之東北大教授とと

もに両陛下にご紹介する機会を得た。 
その後道庁を通じて、有珠山の防災ビデ

オ２巻が両陛下のもとに届けられた。ビデ

オのうち 1 本目は岡田解説による虻田町火
山科学館のものであり、もう一本は、本研

究メンバーの宇井忠英・岡田弘が新たに企

画・製作・監修協力を行い、2004年ＩＵＧ
Ｇ総会に合わせて完成させたものである。 
なお、このビデオは、子供版や英訳版も
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作成されており、英語版はＩＵＧＧの有珠

山巡検などでも紹介された。また、ハワイ

の国際会議などを通じて、世界の主な火山

研究機関に提供されている。 
伊達市防災センターの展示場では、ハワ

イ火山観測所職員一同がこのビデオを視聴

したこと、素晴らしい内容で我々もそれを

参考に取り組まなければならないという、

ハワイ火山観測所長であるスワンソン博士

の言葉が紹介されている。 
なお、2000年有珠山噴火と噴火後の安全
なまちづくりに対する功績が認められ、菊

谷秀吉伊達市長より、2003年 11月 7日に
Ａ０５班メンバーの宇井忠英、岡田弘に対

し感謝状が贈呈されている。 
 
 本研究メンバーの協力による主な火山防

災ビデオ・出版物など 
(1)宇井忠英・岡田弘(監修)、2003 
「有珠山とともに・・・火山との共生

をめざして」、防災ビデオ（ＶＨＳ，29
分）、有珠火山防災会議協議会・HBC
フレックス． 

(2)Ui, T. and Okada, H. (editors), 2003 
“Living with Usu Volcano --- Toward 
Safer Coexistence with Active 
Volcano.” VHS Video, 29min, Usu 
Volcano Disaster Prevention 
Council/HBC Flex Co.  

(3)宇井忠英・岡田弘(監修)、2003 
「なぜ・ナニ有珠山・・・火山のこと

をもっと知ろう！」、VHS ビデオ、18
分、有珠火山防災会議協議会・HBCフ
レックス． 

(4)宇井忠英(監修)、2003 
「有珠山は生きている～過去・現在・

そして未来に」、ＶＨＳビデオ、12分、
伊達市消防・防災センター（乃村工藝

社）．（岡田弘一部協力） 
(5)勝井義雄・宇井忠英・岡田弘(監修)、2003 
「有珠山地区 防災ガイドブック・・新
たなる備えのために」、伊達市・虻田

町・壮瞥町・豊浦町・洞爺村・国際航

業㈱、27p． 
(6)岡田弘(監修)、2003 
「2000年有珠山噴火・・その記録と教
訓」、物語虻田町史別巻（虻田町史編集

委員会）、688p．（勝井義雄、宇井忠英、
三松三朗協力） 

(7)小山眞人（監修中）、2004予定 
富士山のハザードマップ．内閣府・地

元自治体など．富士山ハザードマップ

検討委員会委員として参加． 
 
 
 本研究メンバーが実施した主な防災啓発

普及講演など 
特定領域研究「火山爆発のダイナミック

ス」の中では、Ａ０５研究班は、防災啓発

普及講演等に携わる機会が特に多く、その

経過などが分かる資料整理が必要と思われ

る。 
しかしながら、現時点ではそのような情

報を十分詳しく把握している状態にはなく、

次年度報告書までにまとめて報告したいと

考えている。過去に遡って資料を総合的に

整理し報告する必要がある。ここでは、2003
年度に行なわれた、ごく一部の、特に重要

な社会還元に関する部分について記述する

に留める。 
 
(1)「死都日本シンポジウム」の企画開催． 
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主催：「Ｋ作戦」実行委員会、2003 年 5
月 25日、講談社ホール．小山眞人が中心
的な企画実行委員として参加．メンバー

からは、小山眞人、宇井忠英、吉川肇子、

および研究協力者の林信太郎，鎌田浩毅

が講演、岡田弘他が司会．東京で開催さ

れる火山関連の集会としては画期的な約

400 名の参加があり、マスコミも注目し
て新聞やテレビで報道した。これに先立

ち、インターネットで小山眞人他が、掲

示板やホームページなどで議論を続けて

いたことも重要な基礎だったと思われる。 
(2)月刊地球 2003年 11月号「総特集：大 
規模カルデラ噴火―そのリスクと日本社
会」(海洋出版)の企画・出版．小山眞人が
企画編集に参加。メンバーの、小山眞人、

宇井忠英、吉川肇子、岡田弘、および研

究協力者の林信太郎、鎌田浩樹が小文を

寄せている。 
(3)「第４回地震火山こどもサマースクール 
―活火山富士のひみつ」、主催：日本火山
学会，日本地震学会，静岡県（2003年 8
月 2～3日）．小山眞人が企画実行に参加． 

(4)住民・学童対象の火山の意識調査およ 
びハザードマップの読み取り実験（村越、

小山，林）富士宮市の中学校生徒と静岡

大学の学生を対象． 
(5)有珠火山防災教育副読本小学生版「火 
の山の響き」、有珠火山防災教育副読本作

成検討会編（北海道地域総合振興機構）．

本研究メンバーの宇井忠英が作成委員会

座長として、岡田弘がアドバイザーとし

て参加．中学生版は現在準備中． 
これがモデルとなり、焼岳でやはり小

学生向けの火山防災副読本、「活火山焼岳

と、私たちの暮らし。」（４４ｐ、焼岳火

山砂防副読本作成検討委員会三宅康幸他、

上宝村・国土交通省北陸地方整備局神通

川水系砂防事務所）が作成された．本研

究メンバーの宇井忠英がアドバイザーと

して、岡田弘が協力者として参加した． 
(6)有珠山噴火４周年記念事業関係．2004 
年 3月 30～31日に有珠山山麓で、連続 6
回の子供達や住民・行政向けの火山防災

関連イベントが企画されている。子供向

けのものとしては、「春休みキッズスクー

ル」で、虻田町・壮瞥町・伊達市の 3 箇
所で開催。指導には本研究メンバーの宇

井忠英・岡田弘、協力者の林信太郎が参

加する。 
また、住民の方々と専門家がともに学

ぶ「火山と砂防を学ぶ会」が、壮瞥町公

民館(30 日)と伊達市防災センター(31 日)
で実施予定である。講師はメンバーの林

信太郎、宇井忠英と砂防の新谷融氏、司

会は岡田である。住民と専門家による噴

火遺構の現地調査も企画されている。 
 
４． まとめと今後の課題 

2003年度は、本研究が 2年目に入ったこ
ともあり、重要な機器やシステム構築など

の研究基盤が固められたこともあり、充実

した解析や研究段階に入った。年度末のシ

ンポジウムには 16編の研究発表があり、平
成 15年度研究成果報告書には 27編の研究
報告が寄せられている。 
研究内容は一見して確かに多岐にわたっ

ているように見える。しかしながら、火山

噴火の長期予測と災害軽減のための基礎科

学、という 2本柱の研究の進め方としては、
それぞれ極めてオーソドックスな道筋を辿

っていると考える。 
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噴出物の詳細な全岩分析によるマグマシ

ステムの時間的変遷については、次に爆発

的噴火をするとしたら個々の火山でどのよ

うな違いが考えられるのか、どうこたえる

か之基礎を与える。 
樽前山・駒ケ岳に代表される大規模軽石

噴火を繰り返す火山は、それぞれどんなマ

グマシステムの時間変遷過程にあるのか？、

三宅島のマグマシステムはどんな変遷過程

にあって、2000年噴火でどうなったのか？、
有珠山は何時まで 20-30 年の短い時間間隔
で爆発的噴火と溶岩ドーム生成を繰り返す

のか？、これ等の設問に正確に答えること

は容易ではない。 
しかしながら、中川等による深部の複数

のマグマ系によるマグマミキシング過程の

特徴が今後更なる解明が進むならば、従来

の噴火経験に基づくあいまいな長期予測に

代わって、物理化学過程を考慮した予測に

徐々に踏み込んでいく展望を築くことにな

ると考える。 
災害軽減の基礎科学においては、過去の

噴火時の実態に即した解析がどうしても必

要になるため、多量のデータファイルや資

料の収集解析が基礎とならざるを得ない。

2003年度までの研究で、今まで世界のどこ
にもなかった種類の、この様な実態解明で

可能な資料収集が進み、一部解析も進んで

いる。 
ハザードマップについても、過去の多く

の研究がそうであったように、災害直後に

アンケートを回して集計するだけのアリバ

イ的な調査から、一歩進んだ実態のある調

査研究に踏み込み始めたといえるのではな

かろうか。 
災害時の危機管理の問題は、しばしば建

前の点検に終始することが多いが、2000年
の有珠山や三宅島噴火の当事者をメンバー

としている本研究班では、実態に踏み込ん

だ解析が今後も進めることが可能である。

また、1986年伊豆大島噴火や 1983年三宅
島噴火、1988年十勝岳噴火や 1977年有珠
山噴火など、比較研究すべき重要な対象が

幾つかある。 
外国の事例研究を進めているメンバーと

の交流は、平成 16年度に本研究による国際
ワークショップで更に充実したものとなる

ことが期待される。特に、セントヘレンズ

山、ネバドデルルイス山、ピナツボ山やマ

ヨン山などの爆発的噴火における科学者と

社会との関係などは重要である。防災文化

の構築に向けた次世代育成における課題も

欠かせない。 
火山爆発のシンボル的現象である火砕流

や火砕サージの噴出メカニズムやその観測

手法の課題と、Ａ０５班による減災の基礎

科学の研究展開は、車の両輪の関係にある。

平成 16年度には、今まで以上にＡ０１～Ａ
０４班との密接な協力関係を築いていく必

要があろう。 
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