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１．はじめに 
 わが国の火山噴火予知計画では、陸上火

山の基本監視に当たる気象庁が、基本監視

データに基づいて、火山情報を社会に向け

て公表することになっている。気象庁発表

の火山情報のあり方については、最近２０

年程度に限っても、火山噴火予知計画に参

加する機関等のメンバーで構成される委員

会が設置され、２回にわたって検討や改革

が行なわれている。 
始めの検討では、主に警報に相当する「火

山活動情報」よりも、注意報に相当する「臨

時火山情報」の方が、社会は警戒度や緊急

度がはるかに強いと、気象庁の建前とは正

反対に誤解されている実態の解決が図られ、

火山活動情報に代わって「緊急火山情報」

という名称が使われることとなった。これ

は、廣井脩教授ら社会情報学者らの研究の

成果から明らかになった、雲仙岳の火山災

害の教訓でもあった。 

この際に問題になった最も重要な議論は、

「気象情報と同様に、火山情報としても注

意報や警報を出すべきである」という議論

だった。委員会のメンバーの間で、この問

題に関しては一切異論はなく強力に改善を

図るべきだという議論となったが、事務局

の気象庁では、気象業務法による原則、予

報は地震や噴火などの地象現象では行なわ

ないという建前（但し、法整備の済んだ東

海地震は例外）などの問題があり、一気に

注意報・警報段階に進めることは、庁内の

問題として簡単に手が付かないので、検討

させて欲しいということであった。その後

１０余年が経過したが、未だにこの問題の

解決は手付かずのままになっている。 
当時この問題が議論となった背景には、

雲仙岳の火山情報が、社会へ何を伝えよう

としているのかまったく意味不明なことが

多く、「厳重な警戒が必要です」という、火

山情報としては最大警戒を呼びかけるフレ



ーズを、繰り返して何十回も出し続けるこ

とがあった。一部には、たとえ予想外の現

象が起こったとしても、警戒を呼びかけ続

けていたということができるために、「気象

庁は保険をかけている」とアリバイ表現さ

れることもあった。また、気象庁は何回情

報を出したと、回数が多いこと自体を目的

にただ発表しているのではないかという、

穿った意見もあった。 
この種の問題に対して、火山情報を出す

現場は、大変なご苦労を払い続けてきたと

いえる。最近の２０００年有珠山噴火にお

いて用いられた火山情報の実態はどうであ

ったか、一言で言うと、「実態としては注意

報･警報として火山情報を用い、その結果安

全な社会対応に大きな貢献をした」ことに

なろうが、実態に即して火山情報の問題に

ついて、ここで若干の議論を行う。 
 
２．三種類の火山情報の使われ方について 
火山性地震が増加し始めた２０００年３

月２７日夜から、３月３１日１３：０７の

有珠山噴火開始、更に翌日 4月 1日の金毘
羅山火口の噴火開始までの５日間に、室蘭

地方気象台から公表された火山情報は延べ

4７回である。内容は、警戒レベルが最も低
い火山観測情報が 27回、次の中間の警戒レ
ベルで「注意報に相当する」臨時火山情報

が 15回、最も警戒度が高い「警報に相当す
る」緊急火山情報が噴火開始を告げた２回

の情報を含めて 5回である。 
緊急火山情報第１号は、噴火開始の約 50
時間前の 3月 29日 11:10に公表されている。
その後、地殻変動の観測結果が新たに判明

した 30日および 31日に、更に緊急火山情
報が 2回だされている。あとの 2回は、い

ずれも噴火発生を告げるごく短い速報であ

る。結果として、緊急火山情報は、一回と

してむやみに連発されることもなく、必要

最小限の回数で用いられており、後で振り

返って検討してみても、不必要な警報発令

に相当したものはなかったということがで

きる。 
 
３．火山情報で用いられた「注意」の表現

について 
 最初の火山観測情報第１号（3 月 28 日
00:50）では、「注意」や「警戒」という言
葉や、これらに対応する表現は、一切用い

られていない。1977年噴火に伴なう火山活
動が１９８２年３月に終息して以来初めて

の地震増加を手短に伝えた後、「今後火山活

動に変化があった場合、火山情報で随時お

知らせします」という内容に留まっている。

一般社会への、注意報・警報レベルでない

ことは明快である。 
しかしながら、この観測情報は、必要な

関係防災機関へ即時伝達されるので、関係

防災機関にとっては、「前回の有珠山の活動

が終息以来はじめての公的なメッセージで

あり、深夜に公表されたことから防災関係

者注意」の意味と受け取ることができたは

ずであろう。前年の樽前山における群発地

震の際にも、深夜の地震増加を観測情報に

よる対応で乗り切ったことがあった。 
北大の火山観測所では、前回と同様札幌

管区気象台へ「有感地震がなく、震源の深

さも数キロていどとまだ深い状況では、火

山観測情報で対処したほうが良い」ことを

事前に伝えている。その時の気象台の返事

は、「分かりました検討させてもらいます。

でも、検討の結果臨時情報にするかもしれ



ません」であった。 
また、最悪の活動急変時にも迅速に対応

できるように、臨時情報の文面を事前に準

備しておいて欲しいと付け加えた。この様

な対応は、半年間の住民避難が行なわれた

１９８８-１９８９年の十勝岳噴火の際に、
北大と札幌管区気象台とが共同で対策に当

たった際にも行なわれており、それを指針

とした。 
上記のことは一見当たり前のように聞こ

えるかもしれないが、本庁からの一般的な

指示は「むやみに観測情報を出さないよう

にするために、観測情報は緊急火山情報や

臨時火山情報が公表された場合の補完情報

として使うことを原則とする」とされてい

るため、観測情報を最初に発表することに

ついて札幌管区気象台はかなりご苦労され

たようである。 
観測情報を最初に使ったもう一つの理由

は、警戒レベルを早く上げ過ぎて、必要な

ときにはもう使うカードがないという状況

を防ぐことであった。しかしながら、結果

としては火山観測情報で朝まで乗り切るこ

とはできなかった。最初の火山観測情報発

表の直後から、有感群発地震に発展したこ

とが確認されたからである。気象台と北大

は、観測情報の段階で、もし有感地震の頻

発段階になったら深夜でも即時警戒レベル

を上げることで合意していた。 
始めて「注意」という言葉が火山情報で

使われたのは、３月２８日未明の 2 回目の
情報で、「地震は増加しており、洞爺湖温泉

町で有感となる地震も発生しているので、

今後火山活動に十分注意してください」と

伝えた臨時火山情報第１号(02:50)であった。 
洞爺湖温泉の住民が有感地震を感じてか

ら、それが火山情報に盛り込まれるまでの

経過は、以下の二つのルートを辿ったと思

われる。(1)洞爺湖温泉の住民→胆振西部消
防署→虻田町役場→室蘭地方気象台、およ

び(2)洞爺湖温泉の住民→胆振西部消防署→
北大有珠火山観測所→札幌管区気象台→室

蘭地方気象台。 
結局、火山情報で注意という言葉が用い

られたのは、「今後の火山活動に注意」とい

う表現に限られており、最初の観測情報を

除いた初期の火山情報で使われている。す

なわち、臨時火山情報では、２８日０２：

５０の第１号から２９日０７:３０の第６
号まで、火山観測情報では、２８日０６：

１５の第２号から２９日００：３５の第７

号までで、唯一の例外は２９日１７：２５

の第８号である。これ以後の火山情報では

「警戒」という表現を用いている。 
 
４．有感地震の定義 有感規模 
 わが国は、地震の際の震度情報では、世

界的にみて極めて特殊な状況下にある。気

象庁が震度情報を、体感から計測震度に変

更していたため、予想通り有珠山噴火をめ

ぐって二つの問題が新たに生じた。有感地

震や有感相当規模の地震の基準がくるくる

変わったことと、マスメディアを通じた情

報でほとんど全ての住民や行政は、有珠山

の火山性地震の他に、胆振支庁西部の規模

の大きな地震群が誘発されているのではな

いかと、誤解したことである。これは、速

報性の高いテレビ報道が、通常の地震速報

と同様な機械的対応により、字幕入りで「胆

振支庁西部震度４」と、説明ないままに次々

と社会へ流れていったからである。 
 計測震度が導入されたときに、火山噴火



予知連絡会の幹事会で「火山の噴火時のロ

ーカルな有感地震の扱い方が不明であり、

噴火対応の点からも検討が必要」と提言し

たが、「これは計測震度である」として、き

ちんとした議論が行われないままになって

いた。十勝沖地震の際に、大学生に震度と

は自分や周辺の震動の様子から各自が決め

るもので、計測震度だけが震度と勘違いし

ている国は日本だけだ、と説明すると、ほ

とんどの者は不思議そうな顔をしていた。 
全て官が決めて対策もしてくれる、とい

う「待ちとまかせ」だけでは災害対策はあ

まりに危険である。計測震度についても、

その特殊性をあらかじめ住民にきちんと知

らせておくべきであるし、特に火山活動に

関して震度情報が重要な地域では、問題点

の整理をしておくべきである。また、後者

の問題については、結局のところ今回はき

ちんとした説明はないまま、「どうも全て有

珠山の地震のようだ」と、社会が自然に落

ち着くのに任せていたように思う。  
 
５．火山情報で用いられた「警戒」の表現

について 
 「警戒」という言葉が、火山情報で最初

に使われたのは、28日 11:55の臨時火山情
報第 3号からである。この情報の 45分前に
は、実質的にはほぼ同等の内容が盛り込ま

れた臨時火山情報第 2号(11:10)が既に公表
されたばかりであったが、東京の気象庁で

開催された火山噴火予知連絡会拡大幹事会

（28 日 10:30-11:45）での初めての議論を
受けて、拡大幹事会見解「有珠山の火山活

動について」の中で「今後、噴火が発生す

る可能性があり、火山活動に警戒が必要で

ある」という歯切れの良い表現の中で用い

られたものである。 
 ４月２日までで考えると、「今後の火山活

動に警戒」という表現は、臨時情報では１

２回、観測情報では３０回、緊急火山情報

では１回（４月１日１２:０５の金毘羅山噴
火時の情報）である。 
２９日１１：１０の緊急火山情報第１号

では「火山活動に警戒を強める必要」、更に、

地殻変動確認を伝えた緊急火山情報２号と

第３号、および臨時火山情報第１３号（３

月３１日１６:３０噴火後の緊急幹事会見
解）では、「今後の火山活動に厳重に警戒」

という表現をとっている。雲仙岳の噴火な

どで問題となった「厳重に警戒」という繰

り返し連発は、慎重に避けられていること

が分かる。 
以上、注意および警戒という表現が如何

に使われてきたかという実態を見ると、「火

山情報に注意」→「火山活動に注意」→「火

山活動に警戒」→「厳重な警戒、または、

警戒を強める必要」と段階的に注意･警戒を

呼びかけるレベルが、火山情報の条文の中

で表現されていたことが理解できるだろう。 
２０００年有珠山噴火の前兆期の火山情

報については、この関係がかなり理想的に

実現されていたといえる。しかしながら、

有珠山噴火に引き続いて発生した三宅島の

噴火では、マグマモデルにあまりに拘束さ

れてしまい、社会へ必要な警戒情報を伝え

られなかった課題が指摘されている。また、

有珠山噴火についても、噴火開始以後、特

に警戒解除期における火山情報の課題があ

るが、それについては別途検討することと

する。 
  
４．噴火予測について 



 噴火予測に最初に言及した火山情報は、

前述したように、２８日１１：５５の臨時

火山情報第３号である。「今後噴火が発生す

る可能性があり、火山活動に警戒が必要で

ある」と火山噴火予知連絡会拡大幹事会の

見解として公表された。 
 国の火山噴火予知計画の研究部分を受け

持つ北大の火山観測所では、これに先立つ

９時間前の０２：４０に、北大メモを作成

し、気象庁本庁、札幌管区気象台、北海道

庁防災消防課などへファックスで送信して

いる。この北大メモの中には、「次期噴火の

前兆は既にはじまっている可能性が強い」

という明快な表現があり、関係機関で共有

された記述文書としては最初の噴火言及で

ある。 
 北大メモの内容は既に公表されており、

ここでは繰り返さないが、「洞爺湖温泉で有

感地震が発生している」という住民からの

情報が、胆振消防本部を通じて現地の観測

所に問い合わせがあったのがきっかけであ

る。「有珠山で有感地震が多発すれば噴火す

る」という、地元の行政や住民でさえ良く

知っている過去の噴火の法則性が根拠だっ

た。 
 深夜に発表された火山観測情報第１号と

それに続く臨時火山情報第１号は、当然の

ことながら直ぐに一般住民までは伝わらな

かった。この頃、地元の防災関係者はどの

ような情報を手がかりに、どのような判断

をし、どうのような行動をとっていたかに

ついて、噴火後にまとめられた報告書やホ

ームページ、手記などを辿ると、興味深い

事実が明らかになってくる。ここでは詳し

く触れないが、別表に幾つかの事例を示す

こととする。 

 臨時火山情報第３号が初めて噴火言及を

した頃、北大は地元の壮瞥町役場で火山活

動の説明会(第 1回目)を開催していた。マス
メディアからの問い合わせや、個別訪問が

非常に多く個別対応では本来の仕事になら

ないため、１９９６年の駒ケ岳噴火などの

前例に習い、個別対応を辞退し、代わりに

地元役場で説明会を持つことにしていたか

らである。 
 この説明会では、「噴火の確率は１００％。

過去７回の噴火全てで、噴火に至っている。

今回が、有感地震が頻発しても噴火しない

という新しい例にたとえなったとしても、

８分の７の確率で噴火という統計結果にな

るから、それでも噴火の確率は９割近いこ

とになる。従って、噴火は起こるものとし

て対応して欲しい」と解説し、「ハザードマ

ップを取り出して、自分の住宅や家族の職

場などがある地域でどんなことが想定され

ているか、点検しておいて欲しい」と、冷

静な対応を求めている。 
 噴火前に噴火予測に言及したもう一回の

火山情報がある。２９日１１：１０の緊急

火山情報第１号である。地震の数も、地震

規模も急速に増大してきており、最大地震

のマグニチュードも３．５(暫定値)に達して
いるので、「今後数日以内に噴火が発生する

可能性が高くなっており、火山活動に対す

る警戒を強める必要がある」と、極めて歯

切れ良い表現で、「最初の警報」を伝えてい

る。噴火はいつかについての予測数値が「数

日以内」と表現されており、「警戒を強める

必要」と警報であることも分かり易い。 
 北大では、地震規模の増大に対して、２

９日朝から気象庁本庁と連絡を取り合って

いた。１９７７年噴火では最大の前兆地震



のマグニチュードは３．７であったから、

「もういつ噴火してもおかしくない状態」

と判断していた。１０時から壮瞥町役場で

開催された北大と壮瞥町役場による２回目

の火山活動説明会では、3 つの可能な噴火
シナリオに踏み込んだ説明がされている

（室蘭民報や放映 TVで確認可能）。(1)噴火
予測地点は 5割の可能性で北西山麓、(2)震
源が移動し山頂噴火の場合（全方位火砕流

の恐れ）、(3)その他のドーム並び帯で噴火す
る場合、と言及していた。  
 東京でも、最初の噴火予測に対応して、

気象庁の小宮学火山課長が「有珠山の最近

400 年の活動では、地震活動が次第に活発
化していった後、一日ないし数日の間に噴

火したことが多い。今後噴火が発生する可

能性があり、警戒が必要である」と、肉声

で解説している。また、火山噴火予知連絡

会の会長の井田喜明教授も、「ここ数日以内

という根拠は、過去の事例、噴火する恐れ

が強くなったことです」と、インタビュー

に答えている。 
 噴火までに噴火に言及した火山情報は上

記の 2 回だけである。実は著者も調べてい
て「まさか」と思ったが、噴火の切迫性は

書かれた情報だけではなく、専門家や気象

庁による解説が非常に大きな役割を果たし

ていたといえよう。噴火予告に触れた 2 回
の火山情報はいずれも、火山噴火予知連絡

会の幹事会の結論として、噴火予測に言及

しているもので、気象庁が独自で作成した

火山情報では、噴火予測に触れないという

鉄則があるのかもしれない。 
  
５．何に対して「注意・警戒」が必要と火 

山情報は呼びかけたか 

 火山情報の中で、火山活動に「注意」

とか「警戒」とかいう表現がどうであった

かについては既に議論したが、情報文の中

を詳しく見ると、注意・警戒をすべき対象

現象について具体的に言及した記述が目に

付く。「地震動被害に注意」（O４～O６及び）、
「融雪泥流に注意」（R5）、「融雪泥流の恐
れ」、「泥流の恐れ」、「降灰被害の恐れ」が

その全てである。この期間の火山情報には、

今までよく用いられてきた「今後の情報に

注意」という表現はなく、「変化があった場

合は、火山情報でお知らせします」という

表現に代わっていた。 
なお、火山情報の文面に「注意」或い

は「警戒」のどちらの言葉も見当たらない

情報は、深夜の最初の火山観測情報と、最

初の噴火を速報した緊急火山情報第四号だ

けであった。 
 
６．その他、今後検討が必要な項目 
(1)前兆地震活動をどう伝えたか（地震数増
加、規模増大、低周波地震） 

(2)噴火発生の確認と噴火時刻の訂正、噴火 
情報の公表 

(3)気象庁以外の情報源はどう使われたか 
 虻田町役場による有感地震→R01 
 拡大幹事会→R03 
 拡大幹事会→K01 
 道防災会議火山専門委員のヘリ観測「山 
頂断層発見」→K02 
 北大有珠火山観測所「北西麓地割れ発見」 
→K02 
 北大と道地質研、「北麓の地殻変動」→ 

O17 
 予知連委員のヘリ観測「小有珠に亀裂、 
北西麓の断層群も更に発達」→K03 



 道地質研と大学観測班、「GPSで約５０ 
ｃｍ隆起、約 90cm押し出し」→O21 

 国土地理院「GPSで約 2cmの伸び、およ 
び反転収縮」→O21 
（4）基線膨張は何故情報で使われなかった 
のか） 
 予知連緊急拡大幹事会、見解、→R13 
 開発局監視カメラ、噴煙と「光物」、→ 

O26 
(5)次回の情報提供予定時間の告知 
 予定時刻より早く情報が出された例 
 予定時刻より情報発表が遅かった例 
情報が短い時間間隔で出された例とその 
理由 

(6)火山性微動に対する火山情報での言及 
「なお火山性微動は・・・」の定式化の問 
題、および噴火微動の有無、 
 後の微動記述の削除の理由 
(7)岩なだれと洞爺湖の津波に関する情報 
 
７．まとめと課題 
 火山情報は噴火危機において極めて重要

な位置を占める、ということは良く知られ

ているが、一方では、正式の火山情報を待

たずに現場では物事がどんどん進んでいっ

てしまう場合がある、ということもある。

今までは、事後において気象庁が発表する

火山情報の再吟味や評価などがどのように

行われていたか、そのような作業は内部だ

けで行われているのかもしれないが、20年
ばかりの期間火山噴火予知連絡会の幹事役

を引き受けている筆者には、あまり詳しい

ことが分からない。 
 1977 年有珠山噴火以降の火山活動にお
いては、気象庁の火山情報が社会対応上唯

一の正式なコミニュケーションツールであ

るにもかかわらず、ただ上から与えられる

おふれに留まっており、地元住民や行政が

何を必要としているか、もう一方のコミュ

ニケーションの流れが見えにくい状態にあ

るように思う。 
 2000年有珠山噴火対応は、膨大な情報量
の行政・科学者・マスメディア・住民によ

る共有が大きな注目を集めた。原点をなる

べくそろえることによって、不要な行き違

いや摩擦を減らし、それぞれの独自の行動

においても、全体の中を見ながらの行動形

態を保てることが、安心･安全に確実に繋が

るからである。 
 ここでは、2000年有珠山噴火の噴火前兆
期の火山情報について序報的な検討を行な

った。時間の関係で検討はまだ半ば程度で

ある。 
今後噴火開始から終息までのもっと困難

だった時期や、三宅島、十勝岳、雲仙岳な

ど主な噴火活動について、ほぼ同一の視点

から比較検討を行い、次の情報文作成に当

たってご苦労されている現場での判断を今

後どのように支援できるかについて、どん

な提言が可能かまで踏み込んでいくことが

必要ではなかろうかと考えている。 

 
 
 
 







 
表３ 2000 年有珠山噴火の噴火前兆期における火山情報の伝達(その 1) 

 

 
表４ 2000 年有珠山噴火の噴火前兆期における火山情報の伝達(その２) 



 

表５ 虻田町などにおける 200 年有珠山噴火の初動体制の時間経過 

 
       表６ 胆振支庁などの有珠山噴火初動体制 



 
 

表７ 胆振西部消防における有珠山噴火初動体制 

 
表８ 西胆振消防町の有珠山噴火初動体制



      
   第 1 図 現地で開催された北海道防災会議火山専門委員会の役割

 
第２図 2000 年有珠山噴火の噴火前兆期に発表された火山情報(上図)と、前兆地震と警戒 

態勢の確立の対比図。 

 
 


