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１． はじめに 
 
 北海道の有珠山では 20 世紀に４回の噴
火が発生した。火山学の誕生・建設期に発

生した１９１０年(明治４３年)噴火に始ま
り、その後３４、３３および２３年の時間

間隔で発生した最近の２０００年噴火まで

の一連の噴火においては、その間の観測手

法・機材のめざましい近代化や研究者の世

代交代、噴火予知研究体制の構築、火山周

辺の土地利用の展開など目覚しい変遷の中

での出来事であった。科学者の判断と、地

元行政および地元住民の判断をどう結ぶか

という、災害情報の観点でかえりみること

は、極めて重要で興味深いテーマである。 
 ここでは、１９１０年の有珠山噴火をテ

ーマに、噴火の直前の前兆現象発現段階か

ら噴火開始、更には潜在ドームである明治

新山の生成に至るまでの火山活動の実態を

明らかにすると同時に、住民や行政・科学

者による社会的対応の推移についても、な

るべく詳しい情報を総合的な時系列ファイ

ルとして作成することを試みた。まだ試作

版の段階であるが、ここに経過報告を行な

うことにした。 
有珠山明治噴火については、特に噴火前

の住民１万５千人による避難作戦と、噴火

開始後における避難解除に至る詳しいいき

さつが、特に注目される関心事である。ま

た当時の自然認識と災害情報の活用の実態、

更にその後発生した３回の有珠山噴火に与

えた影響評価や、今後の火山危機管理にお

ける災害情報のあり方への示唆を得るため

には、この様な基礎資料の整備がきわめて

重要であると筆者等は考えている。 
 
２． 時系列情報ファイルの作成 
 基礎となる時系列情報ファイルは、入手
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できる関連した全ての情報を時間順に整理

し入力した順編成時系列ファイルである。

火山噴火災害の場合は、平常時の静穏な状

態の火山活動から外れ始めたことをどのよ

うに認知し、それが噴火の前兆現象である

可能性をどう評価していったか。噴火想定

に応じた社会的な対策をどう展開していっ

たか等に関して、時系列ファイルとして噴

火予知と減災体制の擬似的な再現を可能と

することにより、次に迎えることになるだ

ろう火山噴火や自然災害時の参考指針を抽

出しておくことが重要である。 
 時系列ファイルの最も単純なものとして

「日記情報」がある。この種の時系列ファ

イルは、同一人物の眼で系統的に記載がな

されていること、地域情報に詳しいことや、

的確な基礎知識を持ち、記録することに対

して意欲的な人物の存在さえあれば、比較

的容易に系統的な情報が入手し易い形で残

るため、極めて重要な記録である。実際の

時系列ファイルを作成するに当たって極め

て重要な基礎を与えることが多い。 
 三松正夫(1962)による「昭和新山生成日
記」は、1943-45 年の有珠山噴火に関する
極めて貴重な「日記情報」としてよく知ら

れている。日記は本来その日もしくは直後

の 2-3 日以内に書かれるものであるが、時
系列情報として実際に公表され活用される

のはある程度の年月を経てからになること

が多い。実際、「昭和新山生成日記」も、印

刷公表されたのは 1962年であり、記述から
19～21年後になってからである。 
 「昭和新山生成日記」は、1993 年から
1997 年の期間に地元の壮瞥町が中心にな
って進めた昭和新山生成 50 周年記念事業
年間の中で、その英語訳が初めてなされ、

書下ろしから 50 年後の海外への詳細情報
の提供に至っている（Mimatsu､1995）。ま
た、1995年 10月に実施された 50周年記念
国際火山ワークショップでは、過去の有珠

山の火山活動に関する再評価が取り組まれ

た。それまで単純に「水蒸気爆発」とみな

されていた昭和新山の噴火が、実は何回か

の火砕サージを伴う危険な噴火であったこ

とが議論された(岡田･三松・森 1995)。この
ため、類似の山腹噴火であった 2000年有珠
山噴火で最も警戒された火砕サージ対策で

は、これ等の情報を的確に活用することが

できたといえる。 
 1910年有珠山噴火に関する「日記情報」
としては、7月 21日から 8月 5日までを記
録した三松正夫(1962)による「明治新山活
動日記」、および飯田誠一による 7月 21日
から 8月 4日までの日記（今村明恒､1941）
がある。これ等いずれの日記も、公表され

たのは、かなりの年月を経てからである。

飯田の日記が今村明恒によって公表された

のは 1941 年であり、この 2 年後には次の
有珠山の活動が始っている。今村は昭和新

山生成時の前兆地震活動が発生した段階で、

「明治の先例に習い、今回も災害軽減に努

力することが重要だ」と学会誌｢地震｣の編

集後記で力説している。これ等の 2 種類の
「日記情報」は、今回の時系列情報作成の

重要な構成素材となっている。 
 新聞記事などマスメディア情報も典型的

な時系列ファイルを形式としている。1910
年の噴火については、壮瞥町や三松正夫記

念館などが中心になり、やはり 50周年記念
事業の一環として関連新聞記事の再録と現

代語訳を「温故知新・・有珠山明治活動以

前資料集」として収録している（昭和新山
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生成 50周年事業実務委員会 1997）。この資
料集には、三松日記や飯田日記も収録され

ており、公的文書から記念碑文などに至る

広範囲な資料をカバーしている。もちろん

これらの資料も、今回の時系列ファイル作

成の重要な原材料となっている。 
 今回の時系列ファイルでは、以上述べた

ような地域からの視点による社会的な情報

に加え、一連の科学論文・評論などから、

科学的な現象自体の時系列データや、科学

者の行動経緯をなるべく詳しく追跡し、社

会的データとの密接な相互関係を明らかに

するように努力した。特に焦点となる人物

として、事前の住民避難と迅速な段階的避

難解除で活躍された飯田誠一室蘭警察署長

と、二人の研究者、大森房吉と佐藤伝蔵が

あげられる。明治の噴火に関する初めての

総括レビューとして、北海道防災会議によ

る総合報告書（横山・勝井他、1973）があ
る。1910年噴火についても、その後の幾つ
かの見直しや再評価がなされており、2000
年噴火との類似性を迅速に認識する上で、

重要なデータを提供したことは記憶に新し

い。 
 必要なファイルは、（１）1910 年噴火対
応時系列ファイル、（２）1910 年噴火以前
の長期的な時系列ファイル、（３）1910 年
噴火の再評価やその後の噴火活動や災害対

策での活用の歴史を記述する時系列ファイ

ル、の 3 部に分けて作成することとした。
もちろんそれぞれに関係した文献ファイル

があり、それらをまとめた（４）参考文献

ファイルが必然的に付属することになる。 
 最も重要な噴火対応時系列ファイルでは、

時間精度は日付までではなく、時刻までの

の詳しい精度が望ましいが、時分までが記

述されている原情報は決して多くない。し

かしながら、なるべく時系列表が時間順に

並ぶよう関連情報から判明或いは推測でき

るものについては、特別の配慮を行なった。 
例えば、前兆地震や主な噴火については、

科学論文などが指針として使える場合があ

る。この様な配慮をしても、部分的な資料

については、結果として時間順となってい

ない部分が最終的に若干残っている可能性

はあるので、末尾の時系列表の成果を利用

する場合は、この点に特別の注意が必要で

ある。 
 それそれの記述は、できるだけ原典の古

い記述文章のままではなく、現代語に直す

ことを意識したが、一部は原典のまま残っ

ている部分もある。この不統一を補う意味

でも、また問題点があった場合に、速やか

に原典に遡った再検討をやり易くするため

にも、また今後の改定の便宜をはかるため

にも、それぞれの記述文の最後には、引用

した原典記号を付けることとした。原則と

して著者名の最初の 2 文字と文献の出版年
の最後 2 桁をあわせた４文字列を原典記号
とした。 
 
３． 時系列情報の解析から何が明らかにで

きるか 
 現在、暫定的な時系列ファイルの試作版

が整備され始めた段階であるが、この様な

情報ファイルからどのような解析結果を得

ることができるか、今後どんなことが必要

であるか等について、簡単に論ずる。以下

には今後の解析における主な関心事を項目

として示す。 
 
３．１ 噴火前兆地震はいつ開始したか 
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 7 月 19 日からという情報と、7 月 21 日
には確実に開始していたという 2 種類の記
述がある。19日という情報のもとを辿ると、
噴火から 1～２ヶ月後の新聞情報に至るよ
うである。佐藤伝蔵は一貫してこの情報か

ら活動が開始したとしているが、原情報自

体が「伝聞であり」、「有感地震について近

距離での傍証がなく」、「不確実な推定に留

まる」ようだ。大森房吉や公文書による記

述では、7月 21日は確実としている。 
一般に噴火やイベントが発生した後、あ

る程度時間が経過してからの調査では、日

時の特定が非常にあいまいであることが多

い。2000年有珠山噴火に関する手記等が現
在多方面で出版されてきているが、これ等

の記述の中でも、活動開始日時が明らかに

微小な火山性地震の微増に一日以上先立つ

日付になっている誤りや勘違いの記述が少

なくない。噴火後の聞き取り調査などで前

兆現象を調べる場合には、この種の問題に

対して、特に慎重に対処する必要がある。 
 
３．２ 住民避難はいつ始ったか 
 ７月２１日には一部の住民が自主的に避

難を行なっており、翌２２日には壮瞥では

夕刻までに、虻田では夜には避難で混雑す

るほどであった。このことからみて、最初

の前兆地震を体感してから住民が避難行動

を起こすまでの時間は、きわめて短かった

ことが大きな特徴である。住民は漠然と不

安だったのか、特定の現象を想定して特に

恐れていたのか、まだ警察や役場から注

意・警戒などがない中で、1822年の噴火災
害などの言い伝えがあるていどあったのか、

それとも地震頻発におびえたのか、詳しい

いきさつは明らかではない。 

 
３．３ 前兆地震とその対応についてど

んな人たちが記録を残したか 
 前兆地震と火山活動の関連性や、社会的

対応の変遷などについて、この報告書を取

りまとめるにあたって用いられた主な原情

報は、（１）地元の教員や郵便局員などの当

時の地元のインテリ層の日記や手記或いは

調査への回答、（２）公文書など、（３）熱

心なマスメディア（特定の記者の記述が多

い）、（４）調査に訪れた科学者による記述

など、がその主な素材源となっている。 
 
３．４ 住民の自主避難はどういう理由

でなされたか 
 
３．５ 公的な住民避難の判断はどうい

う手続きで行なわれたか 
 
 
３．６ 流言やデマはどんなものがあっ

たか 
 速報性のマスメディアが発達していない

時代だったこともあり、また科学的知識の

不足もあったためか、いろいろの流言やデ

マがかなりあり、そのたびに行政や住民は

大きく振り回されたことが分かる。 
噴火発生以前から、何回かにわたり噴火

発生という誤報騒ぎがあったし、多数の避

難民で溢れかえった有珠山から離れた豊浦

でも、山が見えない夜間に、津波騒ぎなど

のデマ・誤報による騒ぎが発生している。 
 
３．７ 公的な機関の避難はどう実施さ

れたか 
 ２０００年噴火当時、科学者は伊達や壮
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瞥においては、住民だけではなく役場も安

全な地へ避難したことは認識されていたが、

肝心の虻田の役場が、明治の噴火で豊浦へ

一時避難したことは知られていなかった。 
郵便局の避難については、三松の記述が

残されているためかなり詳しく分かってい

る。この事例でも分かるように、当事者た

ちが自ら記録を残すことは、きわめて重要

である。壮瞥局では住民も役場も避難した

中で、上司の許可がないため、激しい地震

が続く中で無人の街の路上に机や書類を持

ち出し、一時孤立無援の中で残留せざるを

得なかったいきさつが詳しく記録されてい

る。科学者も、２５日の噴火開始直後の深

夜には、伊達市街から離れ、最終的には東

紋瞥小学校へ避難を余儀なくされている。 
 
３．８ 前兆地震の他にどんな前兆現象

が報告されているか 
 山頂部の崩壊、西麓部の道路の亀裂や断

層など。 
 
３．９ 科学的調査はどのような経過で

展開されたか 
 最初に現地入りしたのは、大井上札幌農

科大学教授、および札幌および函館の測候

所長などで、７月２４日朝現地入りしてお

り、噴火開始の約４０時間前にあたる。 
 噴火発生後の最初の現地調査は、大井上

等により深夜の噴火開始の翌朝午前で、２

６日 10:00-13:40に実施された。 
 
３．１０  前兆地震の段階でどんなシナ

リオを想定していたか 
 
３．１１  噴火をどのように確認したか 

 
３．１２  どのような危険が実際にあっ

たか 
 
３．１３  避難解除はどのように行なわ

れたか 
 
３．１４  現場ではどのような科学的解

説がなされたか 
 
３．１５  注目される人物の行動経過（飯

田誠一、大井上、佐藤伝蔵、大森

房吉） 
 
３．１６  新聞は何を報じたか 
 
３．１７  災害情報のコミュニケーショ

ンはどう行なわれたか（行政間、

科学者と行 
政） 

 
３．１８  危険だった行動はどんなもの

があったか、どう記述されている

か 
 
３．１９  江戸時代に繰り返されていた

危険な噴火（火砕流被害）を認識

していたか 
 
３．２０  火山観測はどう展開されたか 
 
３．２１  防災文化の観点でどんなこと

が評価できるか 
 
３．２２  1910 年噴火以前の長期的な事

前対策はどのようなものだった
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か 
 
３．２３  1910 年の噴火対応がその後の

災害対策にどのような影響を与

えたか 
 
 
 以上で述べた項目は暫定的なものであり、

時系列データファイルの今後の活用にむけ

て、色々な視点からの更なる吟味や解析が

必要であることは言うまでもない。 
 
４．今後の研究課題 
 現在までの暫定的な時系列情報の入力分

は、A4用紙で 21ページ程度になる。今後
一定程度の時間をかけて十分な見直しを行

い、不足データを補うとともに、上記の課

題点などについて逐次とりまとめを進める

必要がある。また、矛盾するデータや、情

報の信頼度などについての更なる吟味も欠

かせない。 
この様な詳細版時系列データセットは、

その後発生した 3 回の有珠山噴火について
も完成させる必要がある。既に昭和新山の

活動については、50周年ワークショップで
かなりの集積がなされており、また著者の

1 人（三松）が長年集積した豊な資源もあ
る。1977-1982 年の活動については、既に
四半世紀を過ぎており、諸資料が逸散しな

いうちに、また原体験者の直接の協力が得

られ易いうちに、早急に実施計画を立てる

必要があろう。本科学研究費による残りの

期間で、是非とも形あるものをまとめたい

と思う。 
2000年噴火については、科研費報告書の
速報レベルでの時系列データはある程度取

りまとめられており、公表もされてはいる

が、内容はまだ不十分であり、特に、噴火

開始後における噴火活動の推移予測や段階

的避難解除、安全な土地利用や減災文化を

地域で育てるための取り組み、更に、残さ

れた課題などの重要課題も手付かずの状態

に近い。 
現在国際火山学会では、国際的な噴火支

援データファイル構築の計画が検討されて

いる。国内外の主な噴火の時系列データに

よる事実経過の相互比較を進め、比較研究

で得られた成果を活用することは、災害軽

減の有力な手法となるものと著者達は考え

ている。 
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 1910 Eruption of Mt. Usu 

Successful Evacuation Prior to the E uption r
July 21   
July 22   
 
 
July 23   
 
July 24  
July 25   
July 27   
 
July 29   
 
July 31  
 
Aug  3    

start of weak felt earthquakes 
increased seismicity and rumbling. Some people started evacuation. Mr. 
Iida, Chief of Muroran Police Station was informed and rushed in with 
literatures which he had collected. 
voluntary evacuation by nearby people, no evac. at Date center 17:20 Iida 
consulted with Mayer, 80-90% local people evacuated. 
forceful evacuation for 12km radius, 15,000 people had evacuated 
eruption started ca.22:00 at Konpirayama evac. cancellation at Date, only 
family head returned at Abuta 
(based on the advices by a scientist Mr. Oinoue after the field visit) 
evac. cancellation at Abuta and Toya (based on the advises of  “no more 
expected changes foreseen” by Mr. Oinoue) 
cancell at Sobetsu, Abuta Tokotan (based on the advises by Mr. Denzo Sato 
and Mr. Oinoue) 
evac. cancellation except the final alert area (Toyako-Onsen 22 families and 
Sobetsu-onsen 17 families)                  
（at 18h, 2 people entered the restricted zone in spite of police warning at 
two places, and one was killed by hot mud flow where they tried to cross） 

表 1 1910年有珠山噴火の事前避難と段階的避難解除の時系列情報の概要 
Table 1  Outline of the time series information of the successful evacuation before  
the 1910 eruption of Mt. Usu and quick stepwise cancellation of the evacuation 
based on the adivises by visiting scientists.. 
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Why police Chief Mr. Sei-ichi Iida had conducted evacuation of 15,000 people before the 
1910 eruption OF Mt. Usu ? 
１．Strong felt earthquakes and time allowance of 4-5days 
２．Knowledge of repeated 3 nuees in Edo epo h (literatures) c

r t
３ Mr. Iida’s sufficient knowledge from Prof F. Omori 
４．His personality; awareness/p omp  decision (literatures)  
５．Persuasion power and efforts; lecture note reading in assembly 
６．Evacuation drill; management during Mt. Tarumai eruption in 1909 
表 2 飯田誠一室蘭警察署長は何故 1万 5千人の事前避難に踏み切れたのか？ 
Table 2  Why police chief Mr. Sei-ichi Iida had conducted the successful evacuation 
before the 1910 eruption of Mt. Usu. 
 
 

Background of Mr. Iida’s Prompt Decision 
Basic knowledge of eruption prediction came from the literatures by F. Omori. 
Evacuation order issued 2 days before for the people living less than 12km from the 
volcano, and the evacuation completed one day before the eruption. There were ca. 
3,000 houses and ca. 15,000 people in the 12km radius area. Some people were against 
the evacuation and expressed their resistance will.I had a serious decision personally on 
the action, and all responsibility must be on my personal if action fails. No time for the 
reports to and permission from my superior and all action taken was based on my 
personal judgment/decision. There were no blames nor praises from the superior. After 
all settled, people expressed sincere thanks to me. Then I finally felt rewarded by 
people’s earnest appreciation because of  the risk of my life at the time.(memorandum 
at the short talk with Mr. Iida when he visited Imamura’s Laboratory, at ERI, Tokyo 
University on July 1939, 29 years later after the 1910 eruption.)  
                      （A. Imamura, “Namazu no zaregoto”, 1941）
表３ 噴火予知に成功した飯田誠一さんが 29年後に語った当時のいきさつ 
Table 3  Mr. Iida’s story coverage on successful evacuation of Mt. Usu 29 years 
later 
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1910年有珠山噴火の時系列総合データファイル 

 
7月 19日  

03:00  虻田在住の伊藤傳三郎氏地震を感知と報告(？)他の者で地震を感じたものは 
いなかった（Ku10、8月 23日報道記事） 

03:00  虻田市街地においては、7月 19日の午前 3時に初めて地震を感じた 
(Sa11,Sa13a) 

  xxx  「噴火の前兆は 7月 19日より起こったもののごとく」（佐藤伝蔵の地学協会講 
話より）(読売新聞 9月 24日) 

  xx:xx  今回の破裂はその前兆既に 7月 19日において現われた(Sa11、Sa13a) 
7月 20日 
  03:00  向洞爺（現在の洞爺村）の旅館滞在中に「有珠山方向から湖底をわたり来る 

鳴動を感知？」（Ku10、8月 23日報道記事） 
7月 21日  晴れ(Mi62) 
  03:00  函館気象台で大気圧最低値を記録(03-04hに水銀柱 751.2mm)、大森は前兆地 

震活動開始時に対応していることに注目している(om11) 
  03:00  向洞爺(現洞爺村)においては、21日午前 3時一種の鳴動を感じたという(Sa11、 

Sa13a) 
  09:00  地震は午前 9時ごろからやや強まり、高き鳴音をしばしば伴ない、遠雷のよ 

うである(Mi62) 
  16:18  札幌の地震計で始めて僅かな記録(Om11)、 
      札幌測候所で東西動成分の地震計で 16:18:06に、前兆としての地震を記録し 

始めた（Sa13a) 
札幌気象台の地震計記録で報告 trace(痕跡)とがある初めての地震で、後にマ
グニチュードとして M3 が与えられた最初の地震。伊達で初めての震度１相
当規模の有感地震と推測される(ok82) 

  夕刻  地震は夕刻になるにつれて、地下に聞こえ出し、鳴音に続いて起こる震動は 
地下から突き上げるようである。棚から物が落ち、ランプは釣り鈎より跳ね

上がって、元に収まると(火が)消えた程で、室内にはいたたまれなかった
(Mi62) 

  xx:xx  夜に入って（地震が強いため）戸外にたたずむ人が多かった(Mi62) 
xx:xx  間もなく有珠山の火山活動であることが知れ渡り、気の早い住民中には、早く 

も妻子を退避させる者もあった(Mi62)  
xx:xx  前兆地震は 7月 21日には既に開始していた(om11) 
xx:xx  21日頃より微震があったことは一般に伝わっていることである（Us10） 
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7月 22日  晴れ(Mi62) 
  06:00  湖畔トコタンで鳴動・震動始まる 
  06:00  22日午前６時ごろより火山付近一帯で地震極めて頻繁となる(Sa11、Sa13a) 
  xx:xx  早朝弱い震動を(壮瞥町滝の町で)感じた(Mi62) 
  06:40  朝 06:40～18時まで数十回の鳴震動(壮瞥村戸長より室蘭支庁長あて第 1回報 

告書 18:40、Ta10) 
  朝   今朝より有珠山鳴動数回不穏の模様あり（壮瞥村戸長高橋吉次発信室蘭支庁 

長あて第 1報の電報全文、12:40西紋瞥局発信、Ta10） 
  07:xx  伊達紋別で最初の有感地震を観測(Om11) 
  xx:xx  22日朝より十数回の震動あり（To10：24日付報道） 
  08:00  虻田実業補修学校の教師吉田巌手記、「執筆中、遠来のような音繰り返す、ミ 

シミシと短く建物震動、戸外で有珠山を観察したが変化なし」（Ku10、8 月
24日報道記事） 

  09:00  虻田町教師白井柳次郎手記「午前 9時ごろ微震を感ず」（Ku10、8月 24日報 
道記事） 

  09:00  この頃より 13;30までに虻田で微震数回 
  11:00  「虻田で再び微震あり」白井柳次郎手記(Ku10、8月 24日報道記事) 
  xx:xx  22日の午前中の地震は注意するほどのものではなかった（Us10） 

12:40  壮瞥戸長より室蘭支庁長宛第 1報の電報発信(前出、Ta10) 
13:06  M3 3/4、伊達で初めての震度２(この時点までで最大の地震)(ok82) 
13:30 「午後 1時半まで虻田町で数回の地震あり」白井柳次郎手記（Ku10、8月 24 

日報道記事） 
午後  有珠山で震動やや強まる、時々強震、柱時計停止も 
午後  午後にいたって地震動はやや強くなった（Us10） 
午後  虻田町吉田巌手記「午後から夜分にかけ、震動益々頻繁に、時には大地沸き 

あがり家もふるえる程」（KU10、8月 24日報道記事） 
夕方  「たそがれ時に至るまでに、約６０～70回の地震を感じた」虻田町白井柳次 

郎手記(Ku10、8月 24日報道記事) 
夕刻  黄昏時まで次第に強震、住民は危惧の念 
夕刻  黄昏時より地震動は強まり、住民は危惧の念に駆られて安眠できたものはい 

ないほど（Us10） 
    xx:xx   昨夜より引き続き鳴動激しく、頻繁である。戸障子外れ、壁の落ちる激震もあ 

る。夕刻までには、滝之上、西湖畔などの有珠山に近い滝の町より西側の住

民は先を争って退避し、戸主のみが軽装して徹夜・家財の保護に当たってい

た。公式の避難命令はこないが、村役場は 2 里（８ｋｍ）ほど奥地の久保内
小学校に移転した。郵便局は上司の命令がないため滝ノ下に留まって執務し
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た（Mi62） 
18:40  壮瞥戸長より室蘭支庁長宛第一回報告書「午後 6 時まで数十回の鳴動震、原

因は有珠岳と断定し難きも、震動状況を取り調べるに、方向は有珠岳ならん、

避難の準備をなしつつあるものあり」 
xx.xx  洞爺湖畔、有珠、壮瞥などで住民避難 
xx:xx  壮瞥役場、久保内小学校へ移転、(壮瞥郵便局は留まる) 
xx:xx  虻田町吉田巌手記「夜に入り、眠りに入ろうしてもまんじりとできない」（Ku10、 

8月 24日報道記事） 
  xx:xx 「この夜、なんとなく蒸し暑く、加えて地震のため時々覚まされて熟眠できな 

い」（虻田町白井柳次郎手記）(Ku10、8月 24日報道記事) 
xx:xx  夜に入りて黒煙を盛んに噴出して不穏の状あり(To10：24日付報道)・・（誤 

報！） 
xx:xx  西紋瞥（伊達紋別市街、有珠山頂より S23°E約 8.4km）でこの日 25回の有 

感地震を観測(Om11) 
  夜半  「昼から夜半にかけ、万一を気遣い、有珠在住の和人もアイヌも、馬や車や 

馬車などで家財・器具とともに虻田に押しかける混雑の様子、まるで戦地そ

のもの、一大修羅の巷と化した」（虻田町桑原巌手記）(Kiu10、8 月 25 日報
道記事) 

  夜   「夜、有珠岳に火の上がるのを見たものあり、続きを見ようとして徹夜の騒 
ぎになった」虻田町白井柳次郎手記、（Ku10、8月 26日報道記事） 

  xx:xx  伊達村において、役場職員・測候所員・警察分署員が観測した地震回数は、7 
月 22日 24回内強震 1回（以後 8月 2日までデータあり）(Sa11) 

7月 23日  晴れ(Mi62) 
  02:00 「父兄や卒業生が訪ねてきて、町では焼山が抜けるといって逃げ支度で大騒ぎ 

だが、どうしたものかという」(虻田町白井柳次郎手記)(Ku10、8月 24日報道
記事) 

  早朝  「早朝起こされて、有珠岳を望むがなんら異変はない。振動は益々その数を 
増す」虻田町白井柳次郎手記、（Ku10、8月 26日報道記事） 

  06:00 「午前六時強震あり、トコタン(現洞爺湖温泉)、ビワオク(現虻田町泉)、有珠か 
らの避難者が多い。いずれも有珠山の麓にあるため、今にも噴火するかと、

強烈な地震に居堪らず、多くはベンベ(現豊浦町)の方へ避難しようとしている。
気の毒だ」虻田町白井柳次郎手記、（Ku10、8月 26日報道記事） 

  06:20  壮瞥小学校より御真影を紋瞥学校(現伊達市)へ奉還、警察･町長付き添い前夜 
出発 

  朝   朝から避難者が多く混雑している。馬車は滝の町から久保内まで幾度となく 
往復し、家具家財を搬出するもの多い(Mi62) 

 11



09;00  壮瞥戸長より室蘭支庁長宛第ニ回鳴震動報告書 
09:00  虻田町白井柳次郎他、教育会開催のため 7時に虻田を出発し、洞爺湖温泉の 

湖畔小学校へ 9時に到着。「金毘羅市街地の婦女子等で教室は満杯、聞くとこ
ろによると、今朝以来震動激烈に、棚に置いた茶碗などの瀬戸物は全て落下

して破損した。」虻田町白井柳次郎手記、（Ku10、8月 26日報道記事） 
10:00 「湖畔小学校で教育会研究集会開催、欠席者はいなかった。小花井、仁成香、 

ニノ原、本貫気別の地方は震動さほどひどいものではないとのこと。地震の

襲来間断なし。」虻田町白井柳次郎手記、（Ku10、8月 26日報道記事） 
午前  「今朝から本校にも家財を積んだ馬車やら馬・車続々押しかけ、室内は時な 

らぬ荷物の山、窓から出入りの状態。鳴動・震動・応接暇なしの状態。額

が落ち、呼び鈴や木銃も踊りだす状態」（虻田町桑原巌手記）(Ku10、8 月
25日報道記事) 

11:16   M4.7（札幌で地震振幅 0.32mm、初めて検測レベル）,室蘭で最大震度の４、 
最大の高周波地震(ok82) 

11:20  湖畔で「特に激烈な震動、教育会出席者でおもわず席を立ったものもいた」虻 
田町白井柳次郎手記、（Ku10、8月 26日報道記事） 

12:00  洞爺湖畔で開催中の教育会研修会、地震のため昼食中に急遽打ち切りを決定、 
会長解散を命ずる（吉田巌手記）(Ku10、8月 25日報道記事) 

12:00  壮瞥の村界、滝乃下、九万坪、西湖畔の住民７～８割任意避難完了（7 月 24
日壮瞥戸長報告） 

12:00  ご真影を安全地へ奉還：伊達は稀府小、壮瞥は東室蘭小、虻田は豊浦小へ 
13:00 「23日午後 1時過ぎ、山の一角崩壊し」（東京朝日新聞、7月 25日） 
午後   午後になって、伊達町はじめ虻田・豊浦・洞爺･壮瞥・長和・有珠の各村に 

対して、室蘭警察署長より強制退去命令が発令され、駐在や室蘭署の応援巡

査が来て厳しい。壮瞥郵便局は上司の命令がないため、道路上にむしろを敷

き、郵便箱を並べて囲いとして勤務した。（Mi62） 
本日午後、事務員を伊達局に派遣し退避許可を上部に電報で要請したが許可 
されなかった。(Mi62) 
激震は益々激しさを増し、鳴音を発すると同時に有珠山に面した家屋のガラ 
ス戸が鳴り始めたと思う一瞬に激しい上下動となる。大有珠ドームの山頂か 
ら落石がおびただしく、轟音を発するので噴火と間違えてしまうほどである 
（Mi62） 

16:00  壮瞥、係官 2名を派遣し残留住民に避難を諭す(壮瞥戸長報告 7月 24日) 
xx:xx  村長を伊達分署に招き、住民に対する任意避難を協議、村長これを了解し論告

を出すこととした（飯田日記））、「爆発予知に関する基礎知識は大森博士の書

き物から拾い取った」（今村記、飯田警視聞き取り）「代表者は専門家到着後
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に決行すべしとの意見だったが、予は禍は何時出現するか保せず、明日を待

ちて今日爆発せば如何するかと、予の所持する参考書冊を示したりしが、こ

の根拠に承服し決行したるなり」（飯田の地震論文） 
夕方  伊達分署より虻田駐在へ電報「有珠岳噴火の兆候なりと認むるが故に、宜し

く住民を三里以外に避難せしめ終わりて、其職も相当避難せよ」虻田町白井

柳次郎手記、（Ku10、8月 26日報道記事） 
19:00  伊達分署長より「有珠山破裂の兆候あり、付近住民は 3 里以外の地に立ち退

くべき旨」の命令あり、村界より阿波国、九万坪・西湖畔より東湖畔、更に

立香の一部の住民に避難を勧告（壮瞥戸長報告） 
xx:x    壮瞥、虻田および長和で住民避難 
夜   壮瞥郵便局、幡渓に避難（St10：第１報） 
    「居民に対し山の 3 里以外に立ち退くよう強制命令を発したのは、爆発 2 昼

夜前だった」（今村記、飯田警視聞き取り） 
「有珠山を中心とする 3 里以内の地には、当時凡そ３千戸に一万五千の住民
がいた」（飯田の地震論文） 

  夜   夜に入り鳴動益々はなはだしく、無人の街はいっそう寂しさを増す。避難に 
際し牛馬は連れ去ったが、犬・猫・鶏・豚などは十分な餌を与えて置き去り

にしたため、鳴動におびえ、小屋を破って人声のする方へ集まってくるので、

路上の郵便局はなかなかの賑やかさであった。(M62) 
夜   「夜更け行けば、鳴動益々すさまじく、虻田市内は大方人声静まり、警官の

強制避難に追われいくものたちの灯りが点々と見える」、「虻田アイヌ組合 43
戸の状況を見るため、海岸の砂地に出た。残れるものは組合長など長老ばか

りで、家族は既に立ち退いていた。なお頑強にも命をコタンの全滅と共にす

る気で、意気込んでいる一応注意したが、頑として承知しない」（虻田町吉田

巌手記）(Ku10、8月 25日報道記事) 
xx:xx  地震の強さは 2倍・４倍と益々激烈になり、間断なく襲うようになったので、

人心恐々、如何なる事変となるだろうかと流言浮説が多く、人々はポロナイ(現
虻田町清水)や弁邊(現豊浦町)等へ避難するものが多かった。（Us10） 

xx:xx  この日伊達紋別で 110回の有感地震を観測．(Om11) 
7月 24日  晴れ(Mi62) 
 00:30 「半ば眠り半ば覚め、震動その度を増し、かつ間隔も短くなる、深夜大震動で

眠気全く醒める、有珠岳で岩石崩落か荒々しいゴウゴウと音響、午前零時半」

虻田町白井柳次郎手記、（Ku10、8月 26日報道記事）、この時間に対応した地
震は、室蘭の有感報告にも、札幌での地震計記録でもその報告はない(Ok82
＋Ok03) 

  01:00 「午前 1時ごろ、最強烈な地震動虻田町吉田巌手記、（Ku10、8月 27日報 
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道記事）」、01:38のM4.5の地震に対応するものと思われる(Ok03) 
  01:38  M4.5、室蘭で最初の震度３（ok82） 
  xx:xx  大井上札幌農科大学教授、豊倉札幌測候所長、柿沼函館測候所長、鴨下警部等

到着 
  未明  「虻田市街地の土蔵は地震による亀裂のため今にも道路になだれ落ちそうな 

中、学校へ向かう」虻田町吉田巌手記、（Ku10、8月 27日報道記事） 
  午前  午前の汽船はキャンセル、午後の郵便船もあてなし、豊浦避難だけ可能 
      壮瞥の避難地域で全住民の避難完了(273戸、1458人) 
  08:00 「7時を過ぎ 8時になる、震動ごとに戸口へ出ようとするのであるが、腸管が 

九廻するような感じである」虻田町白井柳次郎手記、（Ku10、8月 28日報道
記事） 

    11:00   午前 11時に至り洞爺湖は約一尺減水し人心恐々たり（To10：25日報道記事） 
  12:00  24日正午までに大震動 18回、小震動 230回に及び。虻田・壮瞥・有珠の各 

村落は婦女子の歩行できず(To10：7月 24日報道) 
  13:00  午後 1時大井上義近理学士が壮瞥村を訪問、壮瞥西湖畔(現壮瞥温泉)経由でト 

コタン湖畔(現洞爺湖温泉)方面へ調査に向かう(Mi62) 
  xx:xx  郵便局を監督する札幌監察局の武藤書記が、洞爺村から仲洞爺経由で壮瞥郵便 

局へ馬に乗って到着、局長以下の健闘を賞賛した後、これ以上現地執務の必

要なしと判断し、2里(8km)ほど奥地の久保内小学校へ転局を命じた。(Mi62) 
  15:40  24日に至っても絶えず地震が続き、15時 40分頃一大強震あり。このために 

虻田で家屋や倉庫数個が破壊された。この地震以後避難者が続々と続き、罹

災地は声もないようなさびしい状況になった。避難民の多くはべんべ（現豊

浦町）へ向かい、親族や知人のいない避難民を学校や亜麻工場の倉庫を借り

受けて収容した。（Us10） 
  15:49  最大地震、この地震と翌日の２番目に大きな地震のため虻田本町でレンガつ 

くりの倉庫２棟に地震による被害、有感域は北東に約 60km 南西に約

140km(om11) 
M5.5、壮瞥･虻田･洞爺湖温泉・月浦・伊達で震度５、最大地震、最大の低周
波地震(ok82) 

  xx:xx  虻田町市街地では、土蔵やレンガつくりの建物、および日露戦役記念碑が崩れ 
た。壮瞥では、フカバ、西湖畔、および滝ノ下市街地で壁の落ちる家があっ

た程度（で虻田ほどひどくない）。亀裂は虻田海岸と床丹の山道で生じた。30cm
程度の（上下にずれた）断層になっていたのはトコタンの山道のものだけで

ある。(Mi62) 
16:xx   有珠で噴砂現象、山頂も岩石崩落で 
16:00 「午後四時伊達に着くと、逃げ残りの、否、決死の財産保護者が少数踏みとど
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まっていたが、先程の爆発に色めき立ち、避難で混乱」虻田町吉田巌手記、

（Ku10、8月 27日報道記事） 
      有珠山から 3里以内の地へ避難を再度警告し実行（飯田日記） 
  夕方  壮瞥郵便局、久保内小学校へ転局。有珠山山頂からの転石はなはだしく、薄 

湾や付近の陸域で多くの小泥丘火山（＝噴砂丘）が噴出し、土砂を噴出しつ

つあるという。(Mi62) 
  18:00  虻田村役場菊池書記、15:30～18:00に伊達と虻田間を往復し、この期間に泥 

火山が生成されたことが分かった。但し、15:40に強震があったので恐らくこ
の地震で生じたものだろう。(Sa11) 

  18:00  地震は 24日の午後六時から 25日午前 9時に至る 15時間に最も頻繁に発生 
した(Sa13a) 

xx:xx  大井上技師の談によると「大爆発よりは、寧ろ大海粛(=津波)の来る前兆なら 
んと云えリ、然れども現在の所にては大鳴動大震動のため避難すと云うに止

まり」、種々の風説あれども俄かに信じがたし(東京朝日 7月 27日) 
21:00  伊達紋別で 21時台に有感地震数最多（一時間当たり 26回）(Om11) 

  21:13  M5.0、3番目に強い地震(ok82) 
  21:xx  虻田で強震のため倉庫および土蔵が損傷 
  夜   虻田郵便局、弁邊（豊浦）へ避難。但し日中のみ局員出向電信取り扱い。（St10： 

第 1報） 
  xx:xx  西紋瞥局(電報は昼間のみ取扱)、電信輻輳し、局員の疲労はなはだし、札幌 

局より局員 4名応援として派遣。（St10：第１報） 
  xx:xx 「有珠山を中心とする 3里以外へ立ち退くよう執行を終わったのは噴火一日前

だった」（今村記、飯田警視聞き取り） 
  23:17  M4.9、4番目に強い地震(ok82) 
  xx:xx  この日伊達紋別で 351 回の有感地震を観測、後に実施した伊達役場での地震

観測の結果から推測すると、実際には約 3800回の地震が発生しており、平均
の地震発生間隔は 22.5秒に相当することになる(Om11) 

7月 25日  晴れのち午後より大雷雨(Mi62) 
  00:00  25日 00時大震動大爆発の噂（虻田で、誤報だった） 
  03:00  豊浦町で深夜の間違いの警鐘で避難民や住民に津波来襲騒ぎ（07時頃まで混 

乱）(Ku10、8月 23日報道記事) 
  05:04  伊達分署、警察 25名を危険予防と救護のため配置(飯田日記) 
  07:00  伊達紋別での有感地震数 7時以降は毎時間当たり 10回を割るようになる 

(Om11) 
  08:50  M4.9、4番目に強い地震(ok82) 
  xx:xx  昨夜来引き続き強震多い(Mi62) 
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  09:00  前日の午後六時から 25日 9時までの 15時間に最も頻繁に地震が発生した 
(Sa13a) 

10:30  激しい地震 
  --    役場よりの伝令で「本日午前 11時海粛の襲来すべき恐れあり」と虻田で誤報

（東京日日 9月 1日） 
  11:00  内務大臣宛て第 1報：地震多発危険の兆し、住民を避難させた 
  11:00  洞爺湖の水位約 30cm減水し住民不安 
  xx:xx  午後より大雷雨(Mi62) 
  14:00  札幌の地震計で観測された一時間あたりの地震回数最多(7回)(Om11) 
  15:00  伊達紋別での一時間あたりの有感地震数初めてゼロになる(Om11) 
  15:10  白煙昇る（15:10壮瞥戸長発電） 
  15:30  壮瞥、虻田、伊達間の逓信停止(逓信大臣着電)、室蘭伊達間電報輻輳札幌局よ

り 4名派遣 
  16;20  大強震あり（壮瞥戸長報告 7月 26日） 
  16:39  二番目に大きな地震、虻田町でレンガつくりの２棟の倉庫で被害、更に石造 

りの建物１棟と石碑１箇所が完全に倒壊、全域で木造建築物には被害皆無

(om11) 
  16:40  M5.3、室蘭震度 3、2番目に強い低周波地震(ok82) 
  16:40  強震のため、虻田小学校御真影奉置所、公園の日露戦碑倒壊 
  17:04  巡査部長・巡査などを各地に配置、避難民の危険防除と救護に当たる 
  17:45  虻田局 1名残し豊浦へ避難、壮瞥局幡渓へ避難、伊達局継続(逓信局長着電) 
  18:27  M4.8、六番目に強い地震(ok82) 
  18:35  予報のトコタン湖畔噴火は事実なり(壮瞥戸長発電)・・「事実なし」では？ 
  夕刻  道庁赤塚、大宮事務官壮瞥来村、避難民食事対策等 

大井上東北大農科教授一行、夕刻宿舎を引き上げ、伊達役場に終結（To10:26 
日報道） 

      稀府・小金・関内の 25０戸と天幕で約 8000名の避難者収容予定 
      室蘭からの援助隊、陸路は危険のため船便で現地入り 
  xx:xx  夜に入って晴れ(Mi62) 
  21:00  函館気象台の気圧計によると気圧最大(762.9mm)、噴火開始に向けて気圧増加 

時に前兆地震が発生した(om11) 
  22:00  金毘羅山北西で噴火開始、火山灰と噴石を放出、400m離れた新築の金毘羅神 

社へ直径 11“ の噴石落下、噴石の最大到達距離は北西方向約 600m、爆発は
一回、割れ目火口状の第 1火口形成(om11)、大鳴動、その 30～40分後に金毘
羅山で最初の噴火開始 

  22:00  最初の火口は金毘羅堂の南、金毘羅山（新名）にあり、7月 25日午後 10時 
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始めて噴煙を上げた。(Sa11)(注火口番号佐藤０１) 
xx:xx  「金毘羅堂の屋根の如きは蜂の巣の如く、第 1回噴火当時落下した溶岩は、屋 

根と畳を貫き、床下の土中へ 5寸めり込んだものもあり」（読売新聞 8月 5日） 
22:00   25日午後 10時過ぎ、非常なる音響と共に一大噴煙が上がった・向洞爺仁成香 

小花井方面では、一種の臭気ある火山灰が２～３分(約 1cm)積もった。人々は
火山が爆発したと速断してやや安心した。その後も猶、激震があったが噴火

以前と比べると地震動の強さは幾らか低くなっていた。（Us10） 
  22:30  午後 10時 30分有珠山西北の金毘羅山で大爆発(Mi62) 
  夜   西紋瞥郵便局、東紋瞥役場は稀府に避難（To10：26日報道記事） 
  23:20  第 1回の爆発、以後地震活動は著しく低下 
  23:30  大井上一行、東紋瞥学校校庭に避難し、校庭に野宿（To10:26日報道記事） 
  xx:xx  札幌の地震計で観測された一日あたりの地震数最多(84回)(Om11) 
7月 26日 
  00:25 内務大臣宛て第 2報：有珠で噴砂現象（小噴口数十個） 
  02:05 トコタン湖畔で噴火、鳴震動から鳴動となり、次第に静穏に（壮瞥戸長報告 7 

月 27日） 
  03:10 トコタン湖畔で大噴火（壮瞥戸長報告 8月 27日） 
  --   爆発後定期船は西紋別、虻田み寄港せず、東紋別と豊浦に臨時停泊所設置 
  --   警官、岩見沢、函館、室蘭よりそれぞれ 10名急派し、立ち入り規制他 
  10:00  虻田村長より室蘭市長へ：5日分 200名救助米支援要請（27日 20:30札幌特 

電） 
  10:00  ～13:40、大井上理学士ら火口現地調査、火口噴煙なし（豊浦側より虻田経由 

で、14時帰着） 
  xx:xx  大井上理学士、飯田室蘭警察署長、池田道庁属鴨下警部豊三技手の一行現地視 

察、豊浦より虻田経由で噴火口の現地調査を実施（Us10） 
  xx:xx  26日朝、大井上理学士の現地調査によると、昨日の噴火の火口は南北に長い 

ひょうたん型で、長径約 100m、東西約 30m、くびれたところで幅約 15m、
ここが一番深く深さは約 20m付近に南北方向の亀裂があり、段差約 30cmの
断層となっている。(Mi62)。 

  11:00  25日は強震 21回、有珠で噴口多数、報告遅延は交通不可のため（北海道長官
より内務省へ） 

  14:00  大井上等が火口調査より戻って程なく、数回にわたり再噴火、一天掻き曇り
その壮観言わん方なし、しかし震動は少なくじきに静穏に戻った。（Us10） 

  14:00  鳴動あり（金毘羅山空沢で 2火口）、 
14:00  午後 2時破裂し、白煙 30丈上昇したが地震は回数が減りかつ微弱となり、人々 

に安堵の色あり（札幌管理局から逓信省へ電報 20:40）(東京朝日新聞、7 月
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28日) 
14:00  26日午後 2時大有珠岳と小有珠岳との間を流れる小川に熱湯を湧出、今なお 

奔流しつつあり（東京朝日新聞、7月 28日） 
  14:13  (佐藤の第 2火口)金毘羅山の背面、すなわち南東部にあり、午後 2時 13分始 

めて噴煙を上げた(Sa11) 
14:13  (佐藤の第 3火口)金毘羅山の南西部にあり、第 2火口と同時に噴煙した模様 

(Sa11) 
  xx:xx  午後になり鳴動は再び多くなり、午後 2時ごろ北屏風山北方の空滝沢付近の二 

ヶ所で爆発があった。金毘羅山の火口も噴煙は盛んで、一帯は火山灰の雲に

覆われている。空滝沢の 1火口から泥流が溢れ流れているという。(Mi62) 
14:12  金毘羅山西側で二回目の噴火、爆発は一回、割れ目火口状の第 2火口形成 

(om11) 
14:20  金毘羅山東空沢で噴火（２火口、幸い有珠噴火調査員一行帰着直後） 

      空沢滝の一火口から泥流が溢出 
  14:30  再度の噴火あり、黒煙上昇し、噴火後も引き続き噴煙を上げている（東京朝 

日新聞、7月 28日） 
  xx:xx  鳴動は少なくなった(Mi62) 
  xx:xx  金毘羅山の上部に位置する一火口からの噴気活動が、ほら貝を吹くような鳴音 

をたて始めた。（翌日まで続く？）（Mi62） 
7月 27日 晴れ(Mi62) 
  00:00  25日 22;20無名山で爆発、26日 14:30再噴火、住民避難で死傷者なし（北海 

道長官より内務省へ） 
  02:30  九万坪に第 3火口形成(om11) 

大音響 2時間継続、11:00頃まで断続的に鳴動 
午前 2時 30分頃より大音響が鳴り響き 2時間以上継続した。（Us10） 

  02:30  (佐藤の第4火口)札幌農科大学加藤泰治助教授がポロモイから観察したところ 
によると、午前 2時半始めて噴煙を上げた。(Sa11) 

  02:30  (佐藤の第 5火口)佐藤泰治によると、第 4火口とほぼ同時に噴煙を開始、場所 
はポントカリである(Sa11) 

  02:30  前夜から鳴動続き、午前 2時半再び空滝沢付近で爆発あり。頃昨夜から複数 
の火口で黒煙が林立している。同時刻頃、空滝沢から北へ約 100m の西丸山

南側の地点で新火口ができ、猛烈な噴煙が遠方から見えた。この火口は直系

約 90m。西丸山から東丸山にかけて形成された火口群の最初のものである。
間もなくこの火口から泥流を大量に噴出し始め、床丹(現洞爺湖温泉)の農地を
流下して洞爺湖に流れ込んだ。(Mi62) 

  02:58  噴煙猛烈（北海道長官より内務省 13:20着電） 
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  03:00  大震動とともに壮瞥に面した山麓、九万坪で噴火、瓢箪型の火口が形成され 
その深さは 30尺（東京朝日新聞、7月 29日） 

  03:20  噴火 
  04:00  噴火 

xx:xx  避難者約 13,000人(東京日日 29日付) 
04:30  2時 30分から続いた大音響は、間断となったが更に午前 11時ごろまで鳴り響 

いた。避難住民は 2時 30分頃から続いた音響に何事かと心配したが、幸い何
事もなかった。この噴火地点は虻田丸山(西丸山ｂ)と有珠丸山(東丸山)の間の
有珠山の北麓の傾斜地で、百尺の高さから直下に砂利を振り落としたが、周

辺に飛散したものは火山灰だけだった。この噴火後震動は少なくなりほぼ静

穏な状態に戻った。（Us10） 
04:40  噴火湾汽船の定期船は西紋別、虻田に寄港せず、東紋別と豊浦に仮設桟橋（東

京朝日 7月 29日鈴木特派員） 
  早朝  「今後大なる変動なかるべし」という大井上の意見で伊達本町避難解除、虻田 

は戸長のみ返す、伊達本村での盗難事件なし 
  朝    噴煙やむ 
  10:00  激震あり、第 2の噴火口 
  11:00  25日の噴火、翌日の調査、鳴動薄らぎ今後危険のことなかるべし（札幌特電） 
  12:35  伊達、強制立ち退きで一万人が黄金へ避難（東京朝日、7月 28日鈴木特派員） 

--    避難民はほぼ自活、食事提供はわずか十数名まで減少    
大井上技師一行、火口調査 

  17:30  唐沢に第 4火口形成(om11) 
  18:00  唐沢に第 5火口形成(om11) 
  18:30  唐沢に第 6火口形成(om11) 
  xx:xx  夕方までに金毘羅山方面を合わせて５ヵ所以上の新しい爆裂火口が形成され 

たようだが、現場からの情報は混乱しており、正確な位置は決めがたい状況

である(Mi62) 
  夜   (佐藤の第 6火口)加藤泰治氏によると西丸山の南麓で、27日夜噴煙を上げた 

(Sa11) 
夜   大震動で新たに三火口（計 6火口）（内務省着電、東京日日 31日） 
20:40  M4.8、六番目に強い地震(ok82) 

7月 28日  
  07:00  鳴動強し(08:00にほぼ収まる) 
  07:00  午前 7時ごろから強い鳴動(Mi62) 

08:00  大森房吉、有珠岳震動実況視察のため現地へ急行予定（08時上野発の記事も 
あり、東京朝日 7月 28日） 
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  08:00  大井上一行実地調査（大井上、梶沼、豊倉、飯田、池田） 
11:00  九万坪で第 7火口形成、最も活発な噴火を繰り返し持続した火口の一つ(om11) 

（源田穴火口形成） 
  14:20  大雷雨、18時ごろ一時収まる 
  午後   激震３回 
  17:00  西丸山で第 8火口形成(om11) 

大井上等、調査の結果「西紋別は危険なし、 
  18:00  大森房吉助手 1名と上野発青森行きで噴火現地調査に出発（東京日日 29日） 
  xx:xx  降灰は好天続きのため(風が弱く？)遠方まで達していない。壮瞥方面は屋根を 

白くする程度である。時々卵の腐ったにおいや、咳込むような火山ガスが漂

ってきて住民を悩ました。噴石は火口周辺 200m 以内である。火口は官林域

であり、そこの密林は折れたり枯れ死したりして、惨憺たる状況である。

(Mi62) 
20:00  夜 8時、西丸山とその東南方約 200mの地点の 2箇所で爆発。西丸山から東 

丸山へかけての火口群の活動はようやく活発になった。東方から見ると、金

毘羅山および西湖畔(現壮瞥温泉)一帯では、黒煙や白煙が乱立している。
(Mi62) 

20:30  大きな地震(東京日日 29日) 
23:00  再び大雨、翌朝まで続く 
夜半  夜半九万坪で火煙噴出を確認 
xx:xx  警察署長は、この噴火の活動状況並びに影響範囲から判断して、西湖畔 17戸 

と床丹湖畔 22戸を除き、退避命令を解除し村民を帰宅させた。(Mi62)・・（こ
の記述内容は別途記録によると 7月 30日のこととされている）(Ok03) 

7月 29日 
  03:25  大震動 
  03:30  大震動 
  朝   室蘭管轄以外の警官引き上げ 
  09:00  西湖畔丸山で爆発、白煙上げる、危険区域は東西一里に限定か 
  xx:xx  帝大今村明恒教授東京で談話発表「火山破裂と地震」（東京朝日 7月 29日） 
  昼   大井上他登山し火口の現地調査 

「ここに至り噴火の区域ほぼ一定せるものの如く、活動一盛一衰、故に多少 
の誤りなきを保せず、この日の状況から今後の変動なきを推定」し大井上理 
学士の意見により、「火口に近接する集落除き」月浦、向洞爺等避難解除 
有珠、長流、虻田の 3村の住民帰宅、常時多少の震動あり不安 

夕刻  新火口続出しているが、新しい火口によって以前の火口が消されてしまう結 
果になったり、或いは火口が連続して遂に一つになったりするので、はなは
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だ複雑で正確な記録は至難である。夕刻までに７～８個の新火口が形成され

た模様(Mi62) 
xx:xx  29日、東京から帝大教授大森房吉博士、農商務省佐藤伝蔵技師の一行が壮瞥 

村を訪問、即時観測に着手した。(Mi62)・・実際は、大森博士の伊達到着は
30日、壮瞥到着は 8月 1日らしい(Ok62)。佐藤伝蔵、青森県下で尻矢崎地質
図幅調査中のところ、農商務省からの電報により出張先の命令変更を受け、

29日に有珠山麓の伊達村に入った(Sa11) 
20:12  商務省佐藤伝蔵技師現地入り、大森帝大教授は明日現地入りの予定（東京朝

日鈴木特派員）（三松日誌では大森も到着） 
20:20  翌朝 09:30にかけて 4回の大音響あり 

7月 30日  晴れ(Mi62) 
    xx:xx  大森房吉博士一行、有珠山現地調査へ（8月 10日まで）(om11) 
  xx:xx  登山禁止を要所に掲示、巡査を配置  
  10;00  引き続き大鳴動、調査員降雨と危険のため虻田からの登山中止爆発地点不明 

16:00  大森房吉一行西紋別に到着（青森まで列車、森―室蘭定期船、室蘭―西紋別
は臨時船）、直ちに大学助手が有珠山山頂より S23°E約８．４ｋｍの地点に
位置している西紋別役場構内に地震計を設置（7月 30日夕方より 8月 6日朝
まで観測実施） 

17:00  高穴火口(第 9火口)形成(Om11) 
xx:xx  鳴動弱くなり、一日十数回となる。新火口が２~3個形成された模様であるが、 

警戒厳しく単独での入山は許されない。壮瞥の避難者は次々に帰宅したが、

建物には火山灰が舞い込んでおり掃除が大変、農耕地も火山灰は少ないが日

照りと重なって枯葉が多くなっている。残していった家畜は死んでしまった。

風によって強い亜硫酸ガスが流れ込み、誰も彼もが咳をしていた。(Mi62) 
22:00  豊浦町の避難先小学校で明かりがもやに映えたのを火事と誤報し、警鐘騒ぎ 

（Ku10、8月 23日報道記事） 
夜～  夜来から翌朝までの大雨で長流川などで出水、交通途絶なし(壮瞥戸長報告 8

月 1日) 
--:--   虻田で小雨(約 3mm程度)(YK73)、（壮瞥・大滝方面では大雨だった模様） 

7月 31日 晴れ(Mi62) 
  09:00  2箇所で噴火、噴煙活発（壮瞥戸長報告 7月 31日） 
  09:00  大森一行有珠、虻田現地調査、 

「有珠地域は地質上津波恐れなく砂噴出は噴火の直接作用でなく震動の為」 
       実地調査の上「危険は既に去りたり」旨発表、帰宅村民安堵し、職に復帰す

（東京朝日 8月 5日） 
上田事務官、服部支庁長一行、大井上技師等と現地調査、湖上を船で渡り
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西湖畔上陸（壮瞥戸長報告 8月 1日）） 
xx:xx    新聞、「有珠岳沈静す」と伝える（読売新聞 7月 31日） 
13:30  大森博士による伊達村役場における微道計観測(100倍) 、13:30より観測報告 

り。(Sa11) 
16:00  大井上技師等壮瞥引き上げ、この際飯田警視より、「壮瞥の被害地である西湖

畔と九万坪の 2 箇所を除き、他地域は避難・警戒を解除」と指示（壮瞥戸長
報告 8月 1日） 

xx:xx  佐藤・大井上による「前日に比し異常なくものの如し」の意見で滝之上、滝の 
町、虻田トコタンで避難解除 

  xx:xx  地震 10回ほどに減少。現地は噴煙が林立状態。新火口が２~3個形成された模 
様。噴煙活動が最も盛んな火口は、西丸山で 1 箇所、西湖畔奥 3 箇所、金毘
羅山 1 箇所である。泥流があふれ出ている火口は四箇所であり、西丸山の火
口が最も甚だしい。湖岸に温泉を見つけようとしたり、見物しようとして要

所における警察の非常線を破るものが多い。(Mi62) 
8月 1日 
  00:00  0時ごろ東丸山付近で新たな小火口との説あり（壮瞥戸長報告 8月 1日） 
  06;00  桑原特派員、西紋別発馬で現地へ 
  09:40  微震 1回 
  xx:xx  東京日日桑原特派員、8月 1日より行動開始(東京日日 10日) 

西丸山泥流日々甚だしくトコタン湖畔の中須氏住宅他を埋没(三松日記)、泥流
は幅 300m、長さ 500m 

xx:xx  大森、熱泥流の流下を観察、高温の蒸気をあげ段波を立ててすごい速度で流下、 
速度は時速２５～３０マイル程度(om11) 

xx:xx  大森博士、西丸山以南の湖岸で、南北長さ 1kmほどの地面の隆起を確認、奇 
現象として厳査中(Mi62) 

  xx:xx  地震６～7回。西丸山からの泥流は日ごとに激しくなり、トコタン湖畔の中宅 
と付属の建物が泥流で埋没し、果樹 1000本、畑地 10数町歩を覆った。湖岸
では幅 300m、厚さ 2m。(Mi62) 

  xx:xx  震動大に減少、噴煙個所増加の恐れなきのため壮瞥村は九万坪、湖畔除き解除 
8月 2日 
  xx:xx  九万坪火口（源田穴火口）で激しい噴火続発 8月２～3日(om11) 
  03:00  西丸山に第 10火口と第 11火口を形成(om11) 
  03:00  午前 3時ごろ、西丸山山頂の二ヶ所で爆発。(Mi62) 

西丸山山頂に２火口、噴煙上げる（この日噴煙 9箇所） 
  午後  東丸山で新たに火口 2個、爆発し噴煙上げる 
      湖畔近き火口から泥流噴出、盛んに洞爺湖中へ奔流 
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      西丸山西麓（現在の洞爺湖温泉西部）の熱泥流で破壊された家屋を撮影（Om11 
の Fig.12 の写真）、金毘羅神社より西丸山からの 2 本の黒煙、第 8 火口の白
煙および他の四本の噴煙を撮影、手前の緩やかな斜面は現在の洞爺湖温泉に

あたる（Om11の Fig.9の写真） 
  xx:xx  大森の調査では「湖岸隆起は、幅 500m、高さ数m」 
  xx:xx  前日大森博士発見の地面の隆起は、湖岸一帯と、東西約 500ｍの畑地および官 

林の一部で、西側の火口列に沿ったものらしく、既に高さ数 mに達したとい
う。(Mi62) 

      西湖畔で避難住民尚１００戸 
  夜   夜に入り激しい鳴動（壮瞥戸長報告 8月 1日） 

xx:xx  8月 1日から 48時間に伊達役場で観測された地震数は 272回、欠測時間 1:40 
を考慮して、その補正をすると 290 回になる、この間に伊達における有感地
震は 10 回である。従って、伊達で有感となる地震数の 29 倍も多い地震が実
際には発生していたことになる。(Om11) 

  xx:xx  8月 2日に至るまでに約 15個の爆裂火口が生じた(Sa11) 
8月 3日 晴れ(Mi62) 
  xx:xx  第 7火口(源田穴火口)で噴石落下を詳細観察、落下に１０～11秒要すること 

から初速は約 100m/s、最高高度は約 500m、水平距離は約 300m以内。コッ
クステイルの高度は約 500m、主な噴火例は、12:28:06～12:31:21、12:36:29
～12:39:46、12:50:21～12:52:00等(om11)  火口 13個。噴煙 6箇所、泥流
5箇所より流出 

  15:07  大森による九万坪火口の小噴火の詳細な観察記録(15:07-15:42)あり(Om11) 
  15:50  北海道長官から内務省への電報： 
      警戒区域を縮小、避難は湖畔トコタン２２戸、西湖畔および九万坪 12個(１７

戸？) 
  佐藤理学士、25日からの調査 3日に終了し現地引き上げ、この間に確認され 
た火口の数は 15個（佐藤伝蔵地学協会講話）(読売新聞 9月 24日) 

  18:00  室蘭の住民泥流に立ち入り死亡（巡査 2 名が 2 箇所で制止、温泉発見を目的
で危険地に侵入、同行者も泥流で湖に流され泳いで生還） 

    夕刻  室蘭町の旅館主他一名、温泉発見の目的で非常線を抜け、泥流の激しく流れ
るトコタン湖畔を渉る途中で、100度近い泥流に押し流され遂に死亡。同行者
の 1名は湖を泳いで生還した。(Mi62) 

  xx:xx  地震少なく、噴煙を上げている火口は 6 ヶ所、泥流は 6 ヶ所で西丸山のもの
が特に活発。(Mi62) 

  xx:xx  西湖畔の隆起は益々急速で、一日当たり約数 m の上昇という。火口群周辺の
間林での樹木の被害はなはだしく、大樹も幹のみとなり凄惨な光景である。
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東丸山北麓の火口での活動は極めて活発で、その付近に数個の小火口ができ

た模様。見物者の立ち入りの規制は極めて厳重となった。(Mi62) 
xx:xx   虻田で 38mmの降雨(YK73) 

8月 4日 晴れ（Mi62） 
xx:xx  地震稀となり、各火口の噴煙は一進一退の状態。新しい噴煙が見えても、新火 

口が開いたのか、間歇爆発の再開か見分けができない。住民は噴火になれ、

家業に着手。洞爺湖の水位ははなはだしく増加し、周囲の低い位置にある保

安林と道路には、波浪の打ち上げる箇所が多い。唯一の排水口である壮瞥川

の水量は２～３倍となる。このため壮瞥川下流の堤防で決壊が各所で発生し

た。(Mi62) 
火口 15個、内 6火口から噴煙、泥流 5ヶ所(東京日日 5日) 

  大森他、伊達で観測継続 
8月 5日 
  -xx:xx 九万坪火口(源田穴火口)の活動著しく衰退、午後は強い爆発は 1回のみ(om11) 
  13:50  源太穴火口で鳴動の後、壮絶な大噴煙約 15分間（壮瞥戸長報告 8月 5日） 
      大森博士、伊達で講演会(西紋別小学校)、 

「今後噴煙途絶え、震動続発の場合はまた噴火の恐れありと注意」(東京日日
12日) 

8月 6日 
  xx:xx  源太穴火口を除き噴煙停止（壮瞥戸長報告 8月 6日） 

xx:xx  壮瞥温泉の湖岸約 1マイルにわたって約 1mの隆起を大森博士が偶然に確認 
する、水際後退量は約 6.5m（om11） 

  16:00  大森房吉他、地震計を伊達役場から壮瞥町の東丸山山麓に位置する西湖畔小 
学校に移設して、8月 6日 16:00より 8月 10日 14:00まで連続観測を実施。
西湖畔小学校は九万坪火口の N85°E 約１ｋｍに位置している。7 月 31 日
13:00 より 8 月 6 日 06:00 までに伊達役場で観測された地震総数は 539 回
(Om11) 

  16:06  九万坪火口で大きな爆発、その後 18:00まで活動続く、コックステイルは火 
口内の少なくとも 5箇所より上がった(om11) 

8月 7日 
  早朝  西丸山で第 12火口形成(Om11) 
  xx:xx  昨日からの 24時間で東丸山山麓の西湖畔付近の湖岸で洞爺湖の水際が 6フィ 

ート前進、この日以後も率を減らしながら水際の前進が続く(Om11) 
  xx:xx  九万坪火口で中規模噴火継続（07:04、14:49、14:54）(Om11) 
  xx:xx  西湖畔小学校で 8月 7日に観測された地震数は 62回。8日にかけて発生した 

地震計の記録に火山性微動が記録されていることを発見、micro ｰ trenors と
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命名した(Om11に記録例が示されている) 
8月 8日 
  14:30  金毘羅山に第 13火口を形成(om11) 
  xx:xx  九万坪火口は著しく噴火活動低下、僅かな火山灰噴出のみ(Om11) 
  xx:xx  西湖畔の地震計に、火山性微動に高周波成分(short period)と低周波成分 

(slower period)が重なっており、地震の周波数と一致することから、火山際微
動は微小な地震の連続発生が原因と大森は考えた。(Om11、Fig.20) 

8月 9日  
  西丸山で新たに 2火口（壮瞥戸長報告 8月 11日） 
  九万坪火口は僅かな火山灰噴出のみで活動低下状態(Om11) 

14:00 大森房吉博士地震学講演会（壮瞥尋常高等小学校） 
8月 10日 
  火口の数は少なくとも２８個(om11)、大森博士現地調査終了(om11) 
  九万坪火口は少量の水蒸気を上げる程度の活動(Om11) 
  東丸山山麓の西湖畔小学校前でレベルゲージによる湖水レベルの測量を開始、9月 11 
日までは毎日観測（om11） 
地割れは、8月 3日に１８ｃｍ食い違っていたものが、8月 10日には２．５ｍも食い
ch賀ってしまった（大森房吉、地学協会講演会で）(読売新聞 9月 24日) 

8月 11日 
火口総数は 20数個、源太火口は次第に大型化(直径 230mに達す)（壮瞥戸長報告 8月
11日） 

8月 12日 
  支庁長より伊達村長へ照会電報「西湖畔に小山突出の件」 
8月 13日 
伊達警察分署長より支庁長へ回答「濃霧のため詳細不明、高さ 11m幅 30mと巡査の報
告がある」 

8月 21日 
  西湖畔の洞爺湖の水位が 8月６日より約 34.3cm上昇、 
8月 23日 
  室蘭支庁より避難住民と救助に関し壮瞥役場へ照会（壮瞥戸長報告 8月 31日） 
8月 31日 

8月末までに東丸山付近の湖岸は 21.2m水際が後退、約 1.4mの隆起に相当（om11） 
壮瞥役場より 8 月 23 日の支庁照会事項の回答、「西湖畔教育所以西の１０戸５２名は
依然避難中、極貧者少なく、小作一戸５人については有志者の寄付で対応」 

9月 3日 
  第 14火口形成(om11) 
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9月 7日 
  新山隆起で 9月始めには傾いていた建物が、既に転倒していた(YK73) 
9月 23日  

18:00 有珠山噴火講話（大森、佐藤、地学協会）を報道（東京朝日 9月 24日） 
10月 2日 
  第 15火口形成(om11) 
11月 7日 
  大森房吉、2回目の現地調査を実施（11月 12日まで）(om11) 
11月 3日 
  室蘭支庁長服部慶太郎(文)、高橋吉次(筆)による噴火記念碑、壮瞥神社境内に建立 
11月 8日 
  西丸山の直径４０ｍの小火口を火口縁で撮影(Om11の Fig.11の写真) 
11月 9日 
  洞爺湖の小船から新山全景を撮影(Om11の Fig.14の写真)、金毘羅神社から東方を撮 

影、8 月 2 日の写真(Om11 の Fig.9)と同じアングルで新山隆起の全容が良くわかる
（Om11の Fig.10の写真） 

11月 10日 
  11月 8日及び 10日に明治新山の山頂でアネロイド気圧計による高度測定を実施、湖水 
面よりの高度は２１０ｍだった。中島からの写真によると変動前の高度は湖水面から

５５ｍだったので、100日間での総隆起量は１５５ｍになり、平均隆起率は 1.55m.day
になる。新しく開口した火口の中で最高標高の富士山と高穴の標高は２１２ｍである

ので、新山隆起と静水圧的な釣り合いがとれているのは興味深い。(Om11) 
  九万坪火口側の山麓の標高は、気圧計によると湖水面より１１０ｍの高さであった 

(Om11) 
11月 11日 
  中島の饅頭島より有珠山全景を撮影（Om11の Fig.13の写真） 
11月 12日 
  火口の総数は 45個、火口の直径は 30-250m(om11) 
12月 11日 

07:05 突如として大音響とともに強震、黒煙天に上がる、07:40 弱震、この後震災
当時と同様な壮絶な噴煙、多少の降灰（壮瞥戸長最終報告 12月 11日） 

4月(1911年) 
札幌気象台伊藤氏、明治新山山頂部が 11月に比べ３６ｍ沈下していることを、気圧計
で確認。(Om11) 
再び、西湖畔小学校で微動計による地震観測を実施したが、火山性微動は観測されな

かった。火山地域は既に均衡のとれた状態に落ち着いていた。(Om11) 
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５月(1911年) 
大森房吉、震災予防調査会欧文報告書に研究成果の第 1 報を発表。噴火予知への提言
「I believe the problem of of prediction of great volcanic eruptions is, in some cases, 
not very difficult.」(Om11)が、20世紀の噴火予知科学の指針となった。 

夏(1911年) 有珠山周辺域で水準測量を実施 
8月(1911年)  

青森県へ出張の際、数日間休暇をもらい、有珠山の登り、主に前年の噴火以来の変遷

や、40数個の噴火口や土地の隆起と陥没、断層の生成などを観察する機会を得た（Sa11） 
11月 3日(1911年)  
  壮瞥神社構内に明治の有珠山噴火の記念碑建立。 
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