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１．はじめに  
各種の噴火記録は、その火山の次の噴火に

おいてはもちろんのこと、それ以外の内外の

火山で次に発生するであろう噴火において

も、貴重な基礎資料となる。実際、2000年
有珠山噴火を迎えるにあたって、それに先立

ち努力されてきた、過去 3 回の有珠山噴火
記録の整理収集や、資料の発掘や見直しなど

は、新しい観測体制の整備や新しい目による

噴出物の地質調査などとともに、減災を勝ち

取る大きな基礎を構成していたということ

ができる。 
 ここでは、2000年有珠山噴火で、直前の
前兆地震が観測され始めた時点から、最初の

噴火発生時までの期間を対象に、有珠山の山

麓で報道された系統的なテレビ報道映像資

料に基づき、実際の科学者の対応と社会対応

の事実関係を明らかにすることにより、更な

る減災への指針を明らかにすることを目的

としている。 
噴火前兆期において、前兆現象の意味や、

発展経過、噴火の可能性などに関する、事実

関係が、住民や行政にとって実際にはどうで

あったか、等を解析するための基礎資料の整

理を現在進めている。ここではその一部とし

て、ホームビデオにより収録された報道映像

資料をビデオクリップ化する作業と、それら

の重要部分についてコンテンツの書き出し

を、ようやくある程度進めることができてき

たので、暫定的な結果であるがここに報告す

る。 
 
２．用いられた映像資料と注目したビデオ

クリップの内容について 
用いられた原資料は、有珠山の山麓の伊達

市及び壮瞥町でホームビデオにより収録さ

れた映像記録である。初期の数編は壮瞥町で

収録されたものであるが、それ以降の大部分
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は、伊達市で収録されたものである。幸い、

収録地は、避難が行なわれた地域外であった

ため、系統的な収録資料を得ることができた。 
従って、NHK室蘭放送局などのローカル
局や北海道地域への限られたローカルニュ

ースがかなりカバーされており、実際に有珠

山山麓現場での情報環境はどうであったか

等を、詳細に検証するための事実経過資料と

して特別の価値があるものと考える。 
伊達市で用いられた機材はベータ方式で

あり、VHS と比べて映像の品質は格段と良
い。しかし、現在、ベータ機材は市場から完

全に駆逐されており、記録再生を行なえる機

材は入手できなくなっており、現在とりあえ

ず使用可能な機材の修理も、今や不可能な状

態になっている。従って、この機会を逃すと、

有用な資料解析が実現不可能になることを

考慮し、本研究では最も重要と思われる噴火

前兆期について優先的に作業を進めること

とした。 
機材が古いため、録画日時などが自動的に

記録に残るシステムは装備されておらず、ま

た、チャンネル選択もリモートではないため、

大変な労力をかけて重要な記録が残せたと

はいえ、正確な放映時刻が分からないのが多

いのは、大変残念である。しかし、順編成フ

ァイルであるため時間の順番は保証されて

おり、また幸い収録時の手書きメモが一部残

っており、ある程度の時刻が判明できる部分

もある。 
ビデオクリップ選択の対象とした注目点

は、噴火の前兆や切迫性がどのように伝えら

れていったか、初動体制はどうだったか、公

的な気象庁による火山情報が、どのような経

過を経てどう伝えられ、解説されていったか、

重要な会議の結果はどう伝えられたか、どん

な科学者群がどのように解説を行なってい

ったか、噴火が切迫するに至るまでのいくつ

かの段階を区切るものは何か、など、主とし

て、災害発生直前の時期における、科学的判

断と行政・住民・マスメディアの判断との間

における、情報の受け渡しがどのように行な

われたか、についての基礎情報の確保を重視

した。 
特別に注目される事項としては、何を想定

して解説がなされたか、特に「火砕流」や「岩

なだれと洞爺湖の津波」など、従来決定的な

証拠が出るまでは言及を避けてきただろう

重大な災害要因の予測に関して、2000年有
珠山噴火では前兆現象の段階からかなりは

っきりとその危険性について具体的な言及

が多方面からなされていたことが指摘され

る。 
 
３．噴火前兆期の時系列データファイルの

一つの重要な構成要素として 
 2000年有珠山噴火の前兆地震の発生から、
噴火発生までの 5 日間に限っても、中央で
は到底知ることができない程膨大で様々な

質の情報が有珠山山麓では飛び交った。ここ

で作成されたビデオクリップは、これ等の事

実経過を時系列ファイルとして明らかにし、

科学的判断や行政判断がいかに社会に伝え

られ、住民判断に繋がっていったかを示す重

要な位置を占めると考える。 
 報道のもう一つの重要な位置を占める新

聞記事については、既に筆者らによって、噴

火前兆期だけでA4版で約418ページの収録
整理が暫定的に終了しており、この資料と今

回作成したビデオクリップの資料により、今

までほとんど実現できなかった充実した時

系列情報が、今後の解析に使える状況になっ
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てきたといえる。 
 一方、2000年噴火に関する報告書や出版
物も、かなりそろってきている。虻田町史で

は、時系列表を中心とした時々刻々のドキュ

メントと、その時の証言を並べて見開き両ペ

ージに対応させて編集した貴重な記録集「物

語虻田町史・・2000年有珠山噴火その記録
と教訓」（688p、虻田町史編集委員会編、
2002）をまとめ報告している。この編集で
は 38ページ分が噴火開始までの期間に対応
した記述となっている。 
 地元の虻田町・壮瞥町などの関連ホームペ

ージにも地元行政からみた経過表が掲載さ

れており、道庁や国、民間団体、気象庁や大

学・研究機関などの報告書などもかなり揃っ

てきている。気象庁による公的な火山情報も、

噴火開始まで(噴火発生を告げる情報を含め
て)34回公表されており、これ等もデジタル
文書化し解析が進められている。今後、これ

等の有用な資料や資源を組み合わせて、注目

すべき幾つかのキイワードをベースにした

総合解析が待たれる。詳しい解析は次年度を

待つことにし、ここでは、以下に述べるよう

に、幾つかの注目すべき項目の羅列を指摘す

るに留める。 
 
４．ビデオクリップからどんな解析が可能

か 
 ビデオクリップを概観して、現段階では、

以下のような項目の詳細な解析結果が特に

興味深いと考えている。 
4.1 最初の情報は、地元社会にどう伝わっ

たか  
4.2 「噴火に至る可能性」はどのような段

階を経て社会に伝わったか 
4.3 注意から警戒へと緊迫化していった段

階の解析。どんな観測や調査がどう解

説され、何を警戒して警戒レベルが高

まっていったか。 
4.4 「山頂噴火か、山麓噴火か」、どの様に

可能性や判断が伝えたか。 
4.5 噴火までの間に、火砕流の可能性や危

険性はどのように伝えられたか。有珠

山は、山頂噴火における火砕流がハザ

ードマップで想定されていた。この問

題は、雲仙岳噴火における火砕流認知

と警戒の呼びかけ過程など、ほかの過

去の事例と、比較研究可能な興味深い

視点である。また、雲仙型火砕流との

違いは果たして適切に伝えられていた

か。 
4.6 前兆地震活動の初期における一時的停

滞現象や、30日以降の著しい急減現象
は、安心材料として使われる危険性は

あったか。何故警戒レベルを落とすこ

となく、噴火まで必要な警戒レベルを

維持できたか 
4.7 地殻変動の情報はどう使われたか。ど

んな観測でどう解釈され説明されたか。 
4.8 岩なだれや洞爺湖の津波という、低確

率大災害現象に対して、どんな対応が

なされ、どう伝えられたか。パニック

を警戒したか。 
4.9 融雪泥流や強い地震動被害などの災害

要因は、どう伝えられたか。 
4.10 どんな研究者がどんな情報の解説に当

たったか。 
4.11 最初の噴火の認知について 
 
５．総合的解析に向けて 
 2000年有珠山噴火に関する現地のホーム
ビデオで収録された報道資料を用いて、52
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本のビデオクリップを作成した。これ等のビ

デオクリップは、科学的判断がどのように行

政や住民の判断に引き継がれていくかを解

析する重要な基礎資料である。 
 従来、この様な作業は、原資料が極めて不

十分であることや、作業量が膨大であり手が

回らなかったことに加え、結果として災害が

生じており、科学者達が困難な社会問題に巻

き込まれることを恐れて避けてきた側面も

あろう。 
とりわけ、死傷者がでた災害では、科学者

と社会の評価において、大きなギャップがあ

ることが多く、死傷者をめぐっての「責任追

及文化」的な過去の実例から、この種の問題

の扱いは忌避されてきたといえよう。2000
年有珠山噴火は、データにも恵まれ、死傷者

ゼロの成果にも支えられた結果、ここで取り

組んだ一例のような本格的な解析のチャン

スである。 
 今後、新聞記事ファイル、火山情報ファイ

ル、各種行政対応ファイル、研究観測関連フ

ァイルなどを総合的した本格的な解析が必

要となる。これ等の資料整備もかなり進んで

きてり、次年度には本格的な解析を実施でき

る見込みである。 
 また、噴火後の時系列ファイルについては、

3月 31日の噴火開始から、4月 2日深夜ま
での報道については、既にビデオクリップ化

が、別途ほぼ作成されている。当面 4月 15
日頃までの期間を対象に、噴火後に生じたよ

り困難な課題を再吟味し、解析するための基

礎資料の整備を進めたい。 
 本研究では、現場で噴火予知研究と減災に

直接携わっている一研究者の目から見た、総

合的な時系列解析を行なうための、一つのス

テップとして、暫定的な基礎資料の取りまと

めの現状を報告するものである。
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3月 28日放映分 
 
SM001 0328 06:25-06:26 
 室蘭地方気象台によりますと、「大有珠の

山頂からおおよそ 2kmの地点にある地震計
で、昨日の午前 8 時以降今日午前 0 時まで
に 109回、その後午前５時までに 423回の
火山性地震を観測しました。また今日に入っ

てからふもとの洞爺湖温泉街で体に感じる

地震も 14回観測されています。」 
マグマや水蒸気の動きを示す火山性微動

は観測されていませんが、通常この地点で観

測される火山性の地震は一ヶ月に 20回から
30 回程度で、今回は回数が急激に増えてい
るため、気象台で臨時火山情報を出し、「今

後の情報に注意するように」呼びかけていま

す。これを受けて道庁は、災害対策連絡本部

を設け、情報収集などを始めました。 
有珠山は 23 年前の昭和 52 年に噴火を起
こし、その終息宣言が昭和 57年に出されて
以降、臨時火山情報が出されるのは初めてで

す。 
 
SM002 328 06:51-06:52 
 有珠山で昨日から火山性の地震が急激に

増え、今日になって体に感じる地震も観測さ

れたことから、気象台では臨時火山情報を出

して今後の情報に注意するよう呼びかけて

います。 
 室蘭地方気象台によりますと、「大有珠の

山頂からおおよそ 2kmの地点にある地震計
で、昨日の午前 8 時以降今日午前 0 時まで
に 109回、その後午前５時までに 423回の
火山性地震を観測しました。また今日に入っ

てからふもとの洞爺湖温泉街で体に感じる

地震も 14回観測されています。」 
マグマや水蒸気の動きを示す火山性微動

は観測されていませんが、通常この地点で観

測される火山性の地震は一ヶ月に 20回から
30 回程度で、今回は回数が急激に増えてい
るため、気象台で臨時火山情報を出し、「今

後の情報に注意」するよう呼びかけています。 
 現在の有珠山の様子を中継でごらんいた

だいています。 
これを受けて道庁は、災害対策連絡本部を

設け、情報収集などを始めました。 
有珠山は 23 年前の昭和 52 年に噴火を起
こし、その終息宣言が昭和 57年に出されて
以降、臨時火山情報が出されるのは初めてで

す。 
 
SM003 328 07:32-07:33 
 有珠山で昨日から火山性の地震が急激に

増え、今日未明になって体に感じる地震も観

測されたことから、気象台では臨時火山情報

を出して「今後の情報に注意」するよう呼び

かけています。 
 室蘭地方気象台によりますと、「大有珠の

山頂からおおよそ 2kmの地点にある地震計
で、昨日の午前 8 時以降今日午前 0 時まで
に 109回、その後午前 6時までに 515回の
火山性地震を観測しました。また今日に入っ

てからふもとの洞爺湖温泉街で体に感じる

地震も 14回観測されています。」 
マグマや水蒸気の動きを示す火山性微動

は観測されていませんが、通常この地点で観

測される火山性の地震は一ヶ月に 20回から
30 回程度で、今回は回数が急激に増えてい
るため、気象台で臨時火山情報を出し、「今

後の情報に注意」するよう呼びかけています。 
これを受けて道庁は、災害対策連絡本部を
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設け、情報収集などを始めました。 
有珠山は 23 年前の昭和 52 年に噴火を起
こし、その終息宣言が昭和 57年に出されて
以降、臨時火山情報が出されるのは初めてで

す。 
 
D01-01 0328 壮１次ﾁｬﾝｽ a 
非常対策本部を設置して警戒に当たって

います。 
「(有珠山は)30 年ごとに噴火すると俗に

言われておりまして、今まで 30年を切れる
ことはなかったのですが、どうも次の(噴火
の)チャンスが近づいているような気がしま
す」(岡田弘、壮瞥町役場における第 1 回説
明会で) 
 
D01-02 0328 EQ停滞次の手 
「非常に急速に地震の回数は増えていっ

て、大体 100回から 80回のところで今停滞
しています。次の手を考えているのですね、

マグマは。ですから、それが(今後)どういう
風に出てくるかに今一番注目しています。」

(岡田弘、壮瞥町役場における第 1 回説明会
で) 
 
D01-03 0328 正午小宮 
火山噴火予知連絡会は今日臨時の会合を

開き、「過去の例では、地震活動が活発にな

ってから数日の間に噴火したことがある。今

回の活動も噴火につながる可能性がある。」

という見解を発表しました。 
「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た後、一日ないし数日

の間に噴火した例が多い。以上のことから今

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。」(気象庁で小宮学より解

説) 
 
SM004 328 18:00- ニュース北海道 
 ｢今後噴火が発生する可能性があり警戒が

必要である｣(気象庁で予知連見解朗読、小宮
学) 
 昨日から火山性の地震が急激に増えてい

る有珠山について火山噴火予知連絡会は、

「今後噴火につながる可能性があり、警戒が

必要である」という見解を発表しました。有

珠山の麓では、一部の住民が自主的に避難す

る動きが出ています。 
 室蘭地方気象台の観測によりますと、「有

珠山では昨日から火山性の地震が急激に増

えていて、山頂から南西に 2kmにある地震
計で、今日午後 5 時までに観測した火山性
の地震は 432 回にのぼっています。今日に
入ってからは体に感ずる地震も 45回起きて
いて、午後４時 11分にはマグニチュード 3.1
とやや規模の大きな地震を観測しました」。 
 今回の活動について、気象庁の火山噴火予

知連絡会は、今日臨時の会合を開き、今後の

見通しについて検討しました。連絡会では、

「今回のような活発な地震活動は、昭和 52
年から 53年にかけての噴火以来のことだ」
とした上で、「有珠山は地震活動が活発にな

ってから一日ないし数日の間に噴火した例

が多く、今回も噴火につながる可能性があ

る」という見解を発表し、「今後の火山活動

に警戒」するよう呼びかけています。また、

気象台では、「今後規模の大きな地震が発生

することも予想される」として、「地震によ

る被害にも注意」するよう呼びかけています。 
 ｢地震回数は一時間に 20 から 30 回程度、
回数としては横ばいにある。77 年の場合、
30 時間の間で途中一回横ばいの時期があり
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ますから、今回も横ばいであるということが

安心材料とは考えておりません。」(気象庁本
庁で記者会見、小宮学) 
 「(前回までの噴火の前兆を考えると)それ
ぞれ直前には、どういうところで噴火が起こ

るのか、あるいはどれだけ切迫しているかと

いうのが、直前には多分わかるだろう。かな

りわかると思います。ですから、そういうこ

とが分かったけれども対応する時間がなか

った。或いは、それから対応することを考え

ている間に、噴火(災害)に襲われてしまった、
ということがないようにですね、非常持ち出

し品とか、いざというときの避難、それから

特に風ですね、天気、その日の天気、という

ものを頭の中に入れてですね、避難ルートに

ついて点検しておくとか。そういう一瞬、実

際の災害はほとんど一瞬です。一瞬(危険か
ら)身を避けるという行動を取れる知識をも
っていてもらいたい。」(壮瞥町役場での第一
回の説明会で岡田弘) 
 
D01-04 0328 準備を 
「この山はどういう山かと、いざという時に

は自分の位置している家とかですね、家族が

働いているところというのは、どういう災害

の可能性があるのかということを、改めて思

い出していただくと。」「初動体制みたいなも

のはですね、これはやはり住民一人一人の行

動に非常に大きく影響します。そういうとき

に、そういう(必要な)行動を取れる知識を(各
自が)持っていて欲しい。」(壮瞥町役場での
第一回の説明会で岡田弘) 
 
D01-05 0328 壮１QA・・テレポート2000 
（壮瞥町役場での第一回の説明会終了後の

取材で岡田弘一問一答） 

岡田；02時 50分臨時火山情報第 1号を、
室蘭地方気象台から発表しました。今回の群

発地震はですね、前回の噴火以降最大の危機

です。 
Q；噴火の可能性は？ 
岡田；本格的な噴火が始まる可能性が非常

に高い、ということに尽きると思います。 
Q；今後の展開は？ 
岡田；数日中に活動が展開していく様子が

見えるだろう、(噴火になるかどうかの)見通
しがつくだろうと思います。 

Q;対策は？ 
岡田；(住民の皆様には)最初の一撃、初期

の一撃をともかく受けないでいただきたい。

ハザードマップを取り出して、この山はどう

いう山か、どういう災害の可能性があるのか、

ということを改めて思い出していただくと

いうことが（いま）一番大事だと思います。」 
（スタジオよりハザードマップ紹介あり） 

 
SM007 0328 328 20:45～ 北海道トゥ
デイ 噴火に警戒 
 昨日から火山性の地震が急激に増えてい

る有珠山について、火山の専門家などでつく

よる火山噴火予知連絡会は、「今後噴火につ

ながる可能性があり、警戒が必要である」と

いう見解を発表しました。 
 室蘭地方気象台の観測によりますと、「有

珠山では昨日から火山性の地震が急激に増

えていて、山頂から南西に 2kmの地点にあ
る地震計で、今日午後６時までに観測した火

山性の地震は 450 回にのぼっています。ま
た、午後 4 時前後には、地下のマグマの動
きと関係のあるとされる低周波の地震が、3
回観測されました。」 
 今回の活動について、気象庁の火山噴火予
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知連絡会は、今日臨時の会合を開いて、今後

の見通しについて検討しました。連絡会では、

「今回のような活発な地震活動は、昭和 52
年から 53年にかけての噴火以来のことだと
した上で、有珠山は地震活動が活発になって

から一日ないし数日の間に噴火した例が多

く、今回も噴火につながる可能性がある」と

いう見解を発表し、「今後の火山活動に警戒」

するよう呼びかけています。また、気象台で

は「今後規模の大きな地震が発生することも

予想されるとして、地震による被害にも注

意」するよう呼びかけています。 
 「それぞれ直前には、どういうところで噴

火が起こるのか、あるいはどれだけ切迫して

いるかというのが、直前には多分わかるだろ

う。かなりわかると思います。ですから、そ

ういうことが分かったけれども対応する時

間がなかった。或いは、それから対応するこ

とを考えている間に、噴火に襲われてしまっ

た、ということがないようにですね、非常持

ち出し品とか、いざというときの避難、それ

から特に風ですね、天気、その日の天気、と

いうものを頭の中に入れてですね、避難ルー

トについて点検しておくとか。そういう一瞬、

実際の災害とはほとんど一瞬です。一瞬(危
険から)身を避けるという行動を取れる知識
をもっていてもらいたい。」(壮瞥町役場での
第一回説明会で岡田弘) 
 周辺の自治体では、噴火を想定して避難体

制を整えています。 
 「有珠火山の特徴といいましょうかね、そ

ういうものを十分に知識として持っており

まして、この 2～3日のうちに噴火がありう
ると、いうことを想定して色々な対応をして

いきたい。」(山中漠壮瞥町長のインタビュ
ー) 

 
D01-06 0328 小宮横ﾊﾞｲ壮 1岡田 
「30 年ごとに噴火すると俗に言われており
まして、世界の火山の中では有珠山というの

は、30年或いは 50年、かなりあいまいな(噴
火の繰り返し)期間ですが、今まで 30年を切
れることはなかったのですが、どうも次の

(噴火の)チャンスが近づいている気がしま
す。」(壮瞥町役場での第一回説明会で岡田
弘) 
 
D01-07 0328 次のチャンス 
「30 年ごとに噴火すると俗に言われており
まして、世界の火山の中では有珠山というの

は、30年或いは 50年、かなりあいまいな(噴
火の繰り返し)期間ですが、今まで 30年を切
れることはなかったのですが、どうも次の

(噴火の)チャンスが近づいている気がしま
す。」壮瞥町役場での第一回説明会で(岡田
弘) 
 
D01-08 0328 勝井教訓生かせ 
「(過去の例では)教訓があまり生かされな
いこともあるのですね。まあともかく、人の

生命（が第一）ですね、これだけは安全にと

いうことで対策をとっていくことが必要だ

と思いますね。」(勝井義雄) 
 
3月 29日放映分 
 
D02-01 0329壮 2ここ３－７日・・（3つ
のシナリオの、3 番目の説明を途中から録
画） 
噴火 3 大地震の後に断層に沿ってどこ
からでも噴出す(テロップ) 
「その様な地震がもし発生しますと、有珠
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山の全地域の(北西・南東方向にのびる 2 本
の)弱線地帯というものがございますが、弱
線地帯の活動が、深い断層が動きます。その

断層に沿って、マグマはどこから出てもよろ

しいという感じになります。今日を含めて、

ここ 3 日ぐらい、長くても一週間ぐらいの
中には、今後どういう活動をしていくかとい

う様子はかなりはっきり定まってきます。」

(岡田弘) 
 
D02-02 0329新井田３ 
火砕流の危険(テロップ) 
「火砕流の流れそのものが、高温で、高温

の軽石や岩塊(・火山ガス)、そういうものが
一体となった流れが火口から斜面を非常に

高速で、時には時速 100kmを超えるような
速さで流下する。(火砕流に対しては)きちっ
とした(事前)対応が必要だと思います。」(新
井田清信) 
泥流の危険(テロップ) 
「泥流は、今残雪が斜面にありますし、雨

が降る季節になっていますから、そういうと

きに 2 次的に、火口周辺の堆積物が流下し
て災害をもたらす。」(新井田清信) 
水蒸気爆発の危険(テロップ) 
「水蒸気爆発では、火山弾の飛来とか，熱

い爆発堆積物の堆積とか、場合によっては熱

泥流のような泥流が火口から流下するとか、

さまざまな災害が予想されます。」(新井田清
信) 
新井田助教授のお話では、「火砕流そして

泥流それに水蒸気爆発の危険性が予想され

る」としています。(アナ) 
 
D02-03 0329数日中 STV 
火山性地震が活発になっている有珠山で

は、今日になって地震の規模それに回数とも

に急速に増えており、数日中に噴火する恐れ

が強まっています。このため、地元の壮瞥町、

伊達市、虻田町では午後になって避難勧告を

出しました。・・・地震の規模回数共に昨日

に比べ急速に増えてきており、このため、火

山噴火予知連絡会は今日午前、「数日以内に

噴火する可能性がある」との見解を発表しま

した。(アナ) 
「この数日以内というのは、昨日お話した

のと同じ根拠です。過去の噴火事例（が根拠）

です。噴火する恐れが強くなったということ

を言っています。」（火山噴火予知連絡会会長

井田喜明）・・・ 
更に午前１１時過ぎには、生命身体にかか

わる火山活動が発生した場合に出す緊急火

山情報を出して警戒を呼びかけました。(ア
ナ) 
 
D02-04 0329壮２ｼﾅﾘｵ３ 
有珠山の情況 
「活発さを増しています。噴火はかなり切

迫してきていると考えています。前回の山頂

噴火は、前兆地震の最大マグニチュードは３．

７でありますが、今回は(今朝の地震で)すで
にもう 3.4（に達している）。そういう点で
は、もし簡単に通れる道をマグマがもし使う

とすると、もう噴火してもおかしくないとこ

ろまで(地下の)破壊が進んできていると考
えています。」(壮瞥町における第 2回目の説
明会で岡田弘) 
噴火１・・北西山麓から開始（洞爺湖温泉

の上部）(テロップ) 
岡田；第１のストーリー。現在地震が集中

している北西山麓、これは金毘羅山を含めて

北屏風山に至る、かなり広い地域になります
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が、その付近から噴火が開始する(場合です)。
一部はひょっとすると(洞爺湖)温泉街の脇
まで一部入っているかもしれません。 
噴火２･･山頂から開始 (全方向に火砕
流)(テロップ) 
岡田；次に警戒すべき点は、（前回のよう

に、震源が）山頂に突然浅く移動した場合で

す。この場合は山頂噴火になります。山頂噴

火の場合には、全ての方向に火砕流がでる。

山頂のどこから噴火するかは分りません。 
噴火３･･大地震の後に断層に沿ってどこ

からでも噴き出す(テロップ) 
岡田；第３のストーリーは、現在起こって

いるような(マグニチュードが)３．４止まり
の地震とは違って、遥かに大きな地震が発生

します。その様な地震がもし発生しますと、

（2回の山麓噴火のように）有珠山の全地域
の弱線地帯というものがございますが、弱線

地帯の活動が、(北西―南東方向に並ぶ二つ
の帯状の)深い断層が動きます。その断層に
沿って、マグマはどこから出てもよろしいと

いう感じになります。今日を含めて、ここ 3
日ぐらい、長くても一週間ぐらいの中には、

今後どういう活動をしていくかという様子

はかなりはっきり定まってきます。 
今お聞きのように、岡田教授の話によりま

すと、「有珠山はいつ噴火してもおかしくな

い状態だと、そして３日から１週間以内には

有珠の動きは見えるはずだ」という話があり

ました。(アナ) 
 
D02-05 0329新井田 HTB 
「（火砕流は）雲仙の数倍規模か」(テロップ) 
「有珠山で過去に起こっている火砕流と

か火砕サージの規模っていうのは、(雲仙岳
の火砕流の)数倍以上。大きな規模が予測さ

れるわけです。」「噴火がいつ起こるかとか、

そういうのは（現状では）はっきり分からな

いわけです。地震回数が何回になったら噴火

が起こるかとか、それは、過去の記録もはっ

きりしていませんので分かりません。そうい

うのを、地元の皆さんが自分の解釈で対応さ

れると、非常に危険を伴なうだろう。これは

大事なことだと思います」(新井田清信) 
 
D02-06 0329壮 1確立７－７で・・・ 
（これまでは）7分の 7の確率(テロップ) 

岡田；有珠山ではこういう活動をして噴火し

なかったことはありません。で、これは 7
分の 7の確率であります。もし、(今回)新し
く（地震があっても噴火しない初めての場合

に仮に）なるとすると、8分の１の確率で(噴
火しないことも)あるという(ことが新たに
分る)わけになるわけです。」 
（注；このあと引き続き、「例えそうだと

しても、8分の７の確率で噴火になるという
ことです。この確率は 9 割程度です。従が
って、噴火は起こるものとした対応が必要に

なっています」と説明があった。また、7分
の 7 の説明では、噴火の確率は１００％に
相当するとも表現した。） 
有珠山、急激な群発地震の後、噴火(テロ
ップ) 
岡田；これが 23年前の噴火です。突然(地
震が)増えてそれから噴火が起こった。それ
に類似した、これだけきれいに(地震活動が)
上がった、こういったパターンをやってくれ

ると次は分り易いわけです。（室蘭地方気象

台が有珠山の震動観測を開始した1967年か
ら今回の地震急増までのグラフを示しなが

ら、壮瞥町で開催された説明会で岡田弘が解

説） 
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D02-07 0329 isv予測小坂 
噴火の前兆現象、火山性地震が多発、火山

性地震はすでに１１００回以上に。震源は山

の北西部に集中。北海道大学地震火山研究観

測センターでは、「数日以内に山の北西部、

山頂、山の周辺部の断層部分で、噴火が発生

する可能性が高い」としている。(アナ) 
「外輪山の中で噴火が起これば、人が住ん

でいるわけではないですから、(噴火が小規
模である限り)被害はまあそんなに起こらな
いでしょうが、周りの斜面で起こりますと人

家が(近くに)ありますので、そのために被害
が大きくなるという可能性はありますね。」

(小坂丈予) 
 前回の噴火から 23 年。「有珠山のマグマ
は粘着性が強く、爆発力も大きい」という。

「そのため火砕流の危険性も大きく、警戒が

必要」だという。（アナ） 
 
D03-01 0329壮 2M3.4警戒 
「基本的には増加傾向、警戒を要する傾向

で、地震活動は数、および規模、振幅ですね、

或いはマグニチュード、共に大きくなってお

ります。前回の山頂噴火は、前兆地震の最大

地震のマグニチュードは 3.7 でありますが、
今回はもう既に 3.4に達しておりまして、も
う噴火してもおかしくない、そういうところ

まで破壊が進んできている、というふうに考

えています。」(岡田弘) 
 
D03-02 0329菅井 PFHM 
 Q；有珠山の噴火にはどのような特徴があ
るのか説明してもらいましょうか？ 
 菅井記者；有珠山は溶岩の粘り気が非常に

強いのが特徴でして、火山災害の中では最も

危険とされる火砕流ですとか火砕サージと

呼ばれる現象が起きる可能性があります。こ

こからは、ハザードマップを使って説明しま

す。火砕流や火砕サージは非常に高温な溶岩

や火山灰それから火山ガス等が混じり合い

まして、山肌を時速１００キロから２００キ

ロで駆け降りる現象です。仮に有珠山の山頂

で噴火した場合なのですけど、最大で洞爺湖

畔の温泉街を含みます５キロの範囲で火砕

流への警戒が必要。火砕サージの場合は更に

その周辺でも警戒が必要とされています。平

成三年に長崎県の雲仙普賢岳で４０人を越

える犠牲者が出たことは記憶に新しいので

すけれども、このときに亡くなった方は火砕

サージの方に巻き込まれたとされています。

この有珠山でも江戸時代の噴火で火砕流が

発生しまして、５０人が死亡したという記録

が残っています。」 
 
D03—03 0329菅井山麓 
 記録にある噴火は過去７回ある。山頂が５

回、山麓が２回と、噴火の場所は一定ではな

いのです。今回の震源は山頂から見ますと北

西側、このあたりの斜面に集中しているとい

うことなのですけど。北大の岡田教授は、今

日午前の会見で、「このまま今の震源の付近

で活動が続いていくかどうかは、まだ分らな

い」と言っています。例えば「昭和新山の場

合は、当初は今回のように湖に近い温泉街の

方で地震が集中していた」ということです。

「その後、活動の場所が移りまして、こちら

の昭和新山を生み出した」ということです。

気になる今後の噴火についてですが、気象庁

や専門家は、「火山性地震の震源が移動して

いくかどうか、震源が浅くなっていくか、噴

火に繋がる兆候が見られるかどうかに注目」
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していまして、観測を強化しています。(菅
井記者) 
 
D03-04 0329道防災会議開催 
 Q；午後六時過ぎから道の防災会議の内容
と結果が記者会見で発表されるということ

ですが、どういう内容かということはそちら

に入っていますか？ 
 A；いえ、まだこちらには入っていません。
先ほど午後四時から壮瞥町の方で専門委員

会が開かれているのですが、現在のところま

だ情報は入っていません。 
 
D03-05 0329道防災会議 開催中 
 こちら壮瞥町では午後四時から、専門家や

道の職員そして地震予知連（噴火予知連が正

しい）の委員を集めた火山専門委員会が開か

れています。北大有珠火山観測所の岡田教授

は、「いつ噴火してもおかしくない」と話し

ていまして、周辺の自治体では緊張が高まっ

ています。（アナ） 
 
D03-06 0329新井田壮 1岡田 
有珠山は今いつ噴火してもおかしくない

状態が続いています。(アナ) 
有珠山は危険な火山(テロップ) 
新井田；（有珠山のマグマは）玄武岩質の

マグマとかなり性質が異なっています。粘性

が高く、粘り気が高いマグマが活動していて、

非常に破壊的な爆発的な噴火を起こすとい

うことが分っています。有珠でも過去の噴火

の記録から、火砕流がでたりします。火砕流

は高温です。火砕流が発生すると建物で火災

が発生し、人間はとても生きられるような温

度ではありません。雲仙岳の火砕流の数倍程

度の規模の火砕流が予想されます。地元の皆

さんが自分の解釈（だけ）で対応されると、

非常に危険を伴うと（懸念しています）。こ

れは大事なポイントだと思います。 
Q;何故噴火の予測ができる？(テロップ) 
岡田；有珠山では(過去 7回)こういう活動
をして噴火しなかったことはありません。で、

これは 7 分の 7 の確率で（噴火に至る可能
性が）あります。もし、新しく（地震が発生

しても噴火しない初めての場合に）なるとす

ると、8分の１の確率で(噴火しないことも)
あるというわけになるわけです。これが 23
年前の噴火（と地震活動との関係のグラフ）

です。突然(地震が)増えてそれから噴火が起
こった。それに類似した、これだけ(地震活
動が)きれいに上がった、こういったパター
ンをやってくれると次は分り易いわけです。 
 
D03-07 0329 n19数日内小宮 
数日以内に噴火の可能性高い(テロップ) 
 北海道の有珠山は、今日に入って地震活動

が一段と活発になっています。火山の専門家

等でつくる火山噴火予知連絡会は、「今後数

日以内に噴火する可能性が高くなっている」

という見解を発表して、火山活動に対する警

戒を強めるよう呼びかけています。周辺の市

や町では、これまで出していました有珠山周

辺の住民に出していた避難勧告を避難の指

示に切り替えて、より強く避難を求めていま

す。（アナ） 
「午後になって地震活動が一段と活発化

したので、噴火の可能性についても、いっそ

う高まっているという風に判断していま

す。」(小宮学) 
今日(29日)午後 5時 22分ごろには、これ

までで最も規模の大きいマグニチュード

4.2の地震が起きて、気象庁が麓の壮瞥町に
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臨時に設置した震度計で震度 5 弱を観測し
たのを始め、伊達市で震度４の揺れになるな

ど、体に感ずる地震が相次いでいます。 
 気象庁は警報に当たる緊急火山情報をは

じめて出して、「火山活動に対する警戒を強

めるよう」呼びかけています。今後の火山活

動の見通しについて、火山噴火予知連絡会の

井田喜明会長は、今日夕方壮瞥町に入り、現

地の専門家と検討を進めていて、間もなくそ

の内容を発表することにしています。(アナ) 
 
D003-08 0329 K1数日内M4.2力学的 
火山の専門家等でつくる火山噴火予知連

絡会は、今日午前臨時の会合を開き、「有珠

山の火山活動は急速に活発化していて、今後

数日以内に噴火する可能性が高くなってい

る」という見解を発表しました。気象庁は、

火山活動に対するいわば警報に当たる緊急

火山情報を始めて噴火の前に出して、「火山

活動に対する警戒を強めるよう」呼びかけて

います。（アナ） 
「このような地震が現在起こっている理

由は、そこをマグマが押しているのが原因で

す。有珠山のマグマはこのように出口を求め

て、割れ目を簡単に作って溶岩流として流れ

出る火山とは大変違いまして、出口を求めて

さまよったり、出口を一生懸命壊して力学的、

つまり地震を起こして地殻変動を起こす。こ

ういうことが特徴的な噴火の前兆として現

れます。現在起こっている現象はそのような

前兆活動と思われます。その理由は、過去の

７回の噴火すべてそのような前兆現象を伴

っているということが第１点。第２点として、

過去に活動期以外にそのような現象は起こ

っていないこと、これが第２点。」(岡田弘) 
 

D003-09  0329  n21BS一両日以内 
「一両日以内に噴火の可能性強い」（テロ

ップ） 
有珠山は今日に入って地震活動が一段と

活発になっていて、今日午後火山噴火予知連

絡会と北海道の防災の専門家が合同で会合

を開き、「有珠山は活動が急激に進む可能性

があり、早ければ一両日以内に噴火が発生す

る可能性が非常に高い」という見通しを示し、

「火山活動に対する警戒を強めるよう」呼び

かけています。これを受けて有珠山の周辺の

虻田町、伊達市、壮瞥町では、周辺の住民８

千人に対して、避難の指示を出しています。

(アナ) 
「有珠山の活動は、特に表面活動は短期決

戦型です。ですから、ここ一両日、或いは 3
日、長くても一週間程度、その中で噴火が発

生する確率が非常に高い。」(岡田弘) 
 
D04-01 0329 政府局長会議 20h 
 有珠山の活動に関して、政府は今夜関係省

庁の局長らによる対策会議を開き、現在の有

珠山の状況分析を行なうと共に、噴火によっ

て住民の財産などに被害が及ぶような場合

には、関係閣僚会議を開いて政府の対策本部

を設置する方針を確認しました。(アナ) 
 総理大臣の官邸の危機管理センターで今

夜８時から開かれた会議には、古川官房副長

官や、安藤内閣危機管理官を始め国土庁や気

象庁、それに防衛庁など１１の省庁の局長ら

が出席しました。この中では、現在の有珠山

の状況や地域住民の避難状況などが報告さ

れ、こうした情報の分析を行なうと共に、今

後噴火が起きた際の警察、消防、自衛隊、そ

れに海上保安庁などの出動体制などが担当

者から説明されました。そして、「政府とし
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て引き続き厳重な体制をとり、噴火によって

住民の財産などに被害が及ぶような場合に

は、関係閣僚会議を開いて、政府の対策本部

を設置する方針」を確認しました。(アナ) 
 
D04-02 0329 BS一両日中指示 
北海道の有珠山、今日に入って地震活動が

一段と活発になってきています。火山噴火予

知連絡会と北海道の防災の専門家は今日合

同で会合を開きまして、「有珠山の火山活動

は急激に進む傾向があり、早ければ一両日中

に噴火する可能性が非常に高い」という見通

しを示しました。有珠山周辺の 3 つの自治
体は8000人あまりの住民に避難を指示しま
した。（アナ） 
「有珠山の活動は、特に表面活動は短期決

戦型です。ですから、ここ一両日、或いは 3
日、長くても一週間程度、その中で噴火が発

生する確率が非常に高い。」(岡田弘) 
 
D04-03 0329小宮 11hすぎ気象庁会見 
「噴火の可能性が、非常に、切迫度が高ま

ったという意味から、緊急火山情報で発表い

たしました」(気象庁で小宮学) 
 
D04-04 0329 nkh前兆地震 
 まず、地震の回数ですが、グラフにして見

ます。昨日までは３０回前後で推移してきた

のですが、今日になって増え始めて、特に夕

方になって急激に増えて、１００回を大きく

上回るようになっています。また、今日夕方

５時２２分にはこれまでで最も規模の大き

いマグニチュード４．２の地震が起こるなど、

地震の規模も大きくなるような傾向があり、

マグマの突き上げが激しくなっているので

はないかと推定されています。有珠山の北西

側の斜面、この辺りの地下に(地震は)集中し
て起こっている状況です。(アナ) 
 
3月 30日放映分 
 
D04-05 0330 BS一両日中 0732 
今後の活動の見通しについて、北海道防災

会議のメンバーで北海道大学の岡田弘教授

は、昨日夕方、「早ければ一両日以内に噴火

する可能性が非常に高い」と述べ、「火山活

動に対する警戒を強めるよう」呼びかけてい

ます。（アナ） 
 
D04-06 0330小宮M4増警戒要 
「昨夜に比べたら、(震度)4で着目します
と、今日は一段と大きい地震が起こる状態に

なっていて、警戒が必要と(考えます)。地震
に対する警戒も必要ですし、特に噴火に対す

る警戒が必要と考えております。」（気象庁で

小宮学） 
 
D05-01 0330 正午のﾆｭｰｽ小宮 10h会見 
「有珠山、地震活動活発な状態続く」（テロ

ップ） 
北海道の有珠山は、今日に入ってから、一

連の活動でマグニチュード４を超える規模

の大きな地震が相次ぐなど、地震活動が活発

な状態が続いています。気象庁は「火山活動

に警戒を強めるよう」呼びかけています。(ア
ナ) 
「今日は一段と大きい地震が起こる状態

になっていて、警戒が必要と。地震に対する

警戒も必要ですし、特に噴火に対する警戒が

必要と考えています。」(小宮学) 
「今日に入ってからも、ごく小さなものも

含めて一時間あたりの地震の数は 100 回を
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越えています。地震の規模も、今日だけでマ

グニチュード４を超える規模の大きな地震

が４回起きるなど、地震活動は活発な状態が

続いている他、地下のマグマの動きと関連す

ると見られる低周波の地震も、徐々に増える

傾向にあります。更に、人工衛星を使った国

土地理院の GPS観測で、有珠山周辺で地盤
の変化が捉えられ、専門家は「地下のマグマ

の上昇に伴う変化」とみています。(アナ) 
 
D05-02 0330現調 HM見直し 
有珠山現地連絡調整会議で、北海道大学地

震火山センターの岡田弘教授は、「震源が集

中している山の北西よりの地域で、被害が予

想される区域を更に広げて、対策をとる必要

がある」と指摘しました。これを受けて地元

の自治体は災害予測図いわゆるハザードマ

ップを見直しました。 
それによりますと、「有珠山で火砕流やそ

れに伴う熱風が発生した場合、虻田町の月浦

地区と泉地区の一部の地域まで被害が広が

る恐れがある」としています。地元自治体で

は、この地域に避難していた人たちをさっそ

く別の場所に避難させるとともに、新しい地

図を作って関係機関などに配布することに

なりました。(アナ) 
 
D05-03 0330青木官房長官 
有珠山の一連の活動に関係して、青木官房

長官は、「現地では現地連絡調整会議を開く

など、緊急時の体制の整備を進めている。ま

た、万一の場合は緊急の関係閣僚会議を開く

よう準備するなど、政府として万全の体制で

臨んでいる」と述べました。また今日から明

日にかけて、北海道開発庁長官を勤める二階

運輸大臣と国土庁長官を務める中山建設大

臣を現地に派遣する方針を明らかにしまし

た。(アナ) 
 
D05-040 330現調 HM見直し 
国や地元自治体の担当者は今日午前伊達

市で有珠山現地連絡調整会議を開いて、この

中で北海道大学地震火山研究センターの岡

田弘教授は「有珠山の北西部を震源とする地

震の活動が過去の噴火の時に比べて非常に

活発で、火山活動のエネルギーが高まってい

る可能性があるという見解を示し、山の北西

寄りの地域で被害が予想される区域を更に

広げて対策をとる必要がある」と指摘しまし

た。(アナ) 
これを受けて地元の自治体は災害予測図、

いわゆるハザードマップを見直し、「火砕流

やそれに伴う熱風が発生した場合に、虻田町

の洞爺湖の西側の月浦地区と泉地区の一部

の地域まで被害が広がる恐れがある」として

います。地元自治体ではこの地域に避難して

いた人たちを、早速別の場所に避難させると

共に、新しい地図を作って関係機関などに配

布することにしました。(アナ) 
 
D05-05 0330 HM見直し 
地元の自治体は被害が予想される区域を

広げて対策をとることになりました。これは

国の省庁や地元の自治体が開いた有珠山現

地連絡調整会議で決まったものです。この中

で北海道大学地震火山研究センターの岡田

弘教授は「山の北西部を震源とする地震の活

動が過去の噴火の時に比べて非常に活発で、

火山活動のエネルギーが高まっている可能

性がある。山の北西寄りの地域で被害が予想

される区域を更に広げて対策をとる必要が

ある」と指摘しました。(アナ) 
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これを受けて地元の自治体は災害予測図、

いわゆるハザードマップを見直しました。そ

れによりますと、「有珠山で火砕流やそれに

伴う熱風が発生した場合、虻田町の洞爺湖の

西側にある月浦地区と泉地区の一部の地域

まで被害が広がる恐れがある」としています。

地元自治体ではこの地域に避難していた人

たちを、別の場所に避難させると共に、新し

い地図を作って関係機関などに配布するこ

とになりました。(アナ) 
 
D05-06KB 0330 断層発見 K2 
 活発な地震活動が続いている有珠山の北

西側の斜面で断層や地割れがあるのが見つ

かり、気象台では新たに緊急火山情報第 2
号を出して警戒を呼びかけています。室蘭地

方気象台によりますと、「有珠山北西側にあ

る北屏風山の西尾根の内側にある斜面で１

００メートル以上にわたって断層や地割れ

があるのが確認」されました。また、北海道

大学の有珠火山観測所によりますと、「有珠

山の北西にある洞爺協会病院付近でも地割

れが確認」されました。(アナ) 
気象台では、「地下のマグマが山腹を押し

上げ地割れが発生したもの」とみて、午後 1
時２０分緊急火山情報第２号を出して「今後

の火山活動に警戒するよう」呼びかけていま

す。伊達市・虻田町・壮瞥町など有珠山の近

くにお住まいの方は、テレビやラジオそれに

自治体から今後出される情報に十分注意し

てください。(アナ) 
 
D05-07KB 0330 断層確認警戒 
 活発な地震活動が続いている有珠山の北

西側の斜面で断層や地割れがあるのが見つ

かり、気象台では新たに緊急火山情報を出し

て警戒を呼びかけています。室蘭地方気象台

によりますと、「有珠山の活動に詳しい北海

道大学の岡田弘（・宇井忠英・勝井義雄）教

授(等)が今日自衛隊のヘリコプターから観
測したところ、有珠山の北西側にある北屏風

山の西尾根の内側にある斜面で１００メー

トル以上にわたって断層や地割れがあるの

が確認」されました。また、北海道大学の地

震火山研究観測センターによりますと、「有

珠山の北西の洞爺湖温泉街にある洞爺協会

病院付近でも地割れが確認」されました。（ア

ナ） 
気象台では、「地下のマグマが山腹を押し

上げ地割れが発生したもの」とみて、午後 1
時２０分緊急火山情報第２号を出して「今後

の火山活動に警戒するよう」呼びかけていま

す。伊達市・虻田町・壮瞥町など有珠山の近

くにお住まいの方は、テレビやラジオそれに

自治体から今後出される情報に十分警戒し

てください。（アナ） 
 
D05-08 0330 地割れ HTB 
テロップ「有珠山に地割れ」 
室蘭気象台によりますと、「確認された地

割れは有珠山の北西山麓の斜面で、長さ 100
メートル以上の断層や地割れになっていま

す。」このほかにも、「洞爺協会病院付近でも

地割れが見つかっています。」住民へ出され

た避難指示は、今日虻田町の月浦地区にも広

がり、伊達市と壮瞥町を合わせ、44４3世帯、
10,036人にのぼっています。(アナ) 
 
D05-09 0330 断層 K2 ﾍﾘ説岩ﾅﾀﾞﾚ 
 活発な地震活動が続いている有珠山の北

西側の斜面で、断層や地割れがあるのが見つ

かり、気象台では新たに緊急火山情報を出し
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て警戒を呼びかけています。室蘭地方気象台

によりますと、「有珠山の活動に詳しい北海

道大学の岡田弘（・宇井忠英・勝井義雄）教

授(等)が今日自衛隊のヘリコプターから観
測したところ、有珠山北西側にある北屏風山

の西尾根の内側にある斜面で、１００メート

ル以上にわたって断層や地割れがあるのが

確認」されました。（アナ） 
また、北海道大学の地震火山研究観測セン

ターによりますと、「有珠山の北西の洞爺湖

温泉街にある洞爺協会病院付近でも地割れ

が確認」されました。気象台では、「地下の

マグマが山腹を押し上げ地割れが発生した

もの」とみて、午後 1 時２０分緊急火山情
報第２号を出して「今後の火山活動に警戒す

るよう」呼びかけています。（アナ） 
「今回は非常に場所が悪いわけです。急斜

面のところでありますので、そこで例えば

100メートル上がっても 50メートル上がっ
ても、急斜面の不安定さのために、地すべり

的に起こる、或いはその前に噴火が起こって

しまうかもしれませんが、噴火の時に崩れる、

従って岩なだれ方式というのが非常に懸念

される」(岡田弘) 
 
D06-01 0330現調＋地割れヘリ説 

(現地対策本部での北海道防災会議火山専
門委員によるヘリ調査報告会見、勝井、宇井、

岡田同席) 
「現在地震が集中している場所から噴火

活動が始まる可能性が、やはり(一番)高いだ
ろうと考えています」(岡田弘) 
「北海道防災会議の(3名の)火山専門委員
の観測によると、北屏風山西尾根内側斜面で

１００メートル以上にわたって、断層や地割

れ群が確認されました」(岡田弘) 

 
D06-02 0330地割れ確認ヘリ説 
 噴火の危険が高まっていた有珠山で、今日

になりまして地殻変動が観測されました。有

珠山の北西の斜面で 100 メートル以上にわ
たり、断層や地割れが確認されております。

断層や地割れが確認されたのは、有珠山の北

屏風山の西尾根の斜面です。今日自衛隊のヘ

リコプターから北海道防災会議火山専門委

員が確認したものでして、断層や地割れは

100 メートル以上にわたっております。（ア
ナ） 
 ｢できたばかりの断層群が見つかりました。

これは(地震活動の急速な低下から)予想し
ていたことですが、それが実際に起こってい

た(ことが確認できた)ということになると
思います｣(岡田弘)。 
これに先立って開かれた有珠山現地連絡

調整会議で、北大の岡田教授は、「震源が北

西側の山腹であることから、ここが噴火する

とすぐ下の洞爺湖温泉側に被害が及ぶ可能

性がある」と指摘していました。 
また北大の有珠火山観測所によりますと、

「有珠山の北西山麓にある洞爺協会病院付

近でも地割れが観測された」ということです。

（アナ） 
有珠山の周辺では今日も強い地震が続い

ておりまして、火山性地震は今日の午前０時

から午後３時までに 1661回、このうち体に
感ずる地震は 755 回にのぼっております。
(アナ) 
 
D06-03 0330岩ﾅﾀﾞﾚ懸念 
 テロップ「有珠山 斜面に断層や地割れ」 
 活発な活動を続けている有珠山は、今日に

入って山頂北西側の斜面や洞爺湖温泉街な
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どに亀裂があるのが見つかり、気象台では今

日午後警報に相当する緊急火山情報の第 2
号を出して厳重な警戒を呼びかけています。 
亀裂は今日午前、北海道大学の岡田弘教授

が自衛隊のヘリコプターから確認したもの

で、有珠山頂の北西側にある北屏風山と呼ば

れる山の西側の尾根付近で、長さ１００メー

トル以上にわたって断層や地割れが見つか

りました。（アナ） 
また、北海道大学の地震火山研究観測セン

ターによりますと、有珠山の北西の虻田町、

洞爺湖温泉街にある洞爺協会病院付近でも

地割れが確認されました。室蘭地方気象台で

は、「こうした断層や地割れは、地下からの

マグマの上昇で地殻変動が起きたために生

じた可能性がある」として、午後 1 時２０
分警報に当たる緊急火山情報第２号を出し

厳重な警戒を呼びかけています。（アナ） 
「今回は非常に場所が悪いわけです。急斜

面のところでありますので、そこで例えば

100メートル上がっても 50メートル上がっ
ても、急斜面の不安定さのために、地すべり

的に起こる、或いはその前に噴火が起こって

しまうかもしれませんが、噴火の時に崩れる、

従って岩なだれ方式というのが非常に懸念

される」(岡田弘) 
伊達市・虻田町・壮瞥町など有珠山の近く

にお住まいの方は、テレビやラジオそれに自

治体から今後出されます情報に十分注意し

てください。（アナ） 
 
D06-04 0330地変 2(映像)ヘリ説 
 地割れが実際に見つかったのは、洞爺湖温

泉街の 1kmほど南にあります北屏風山の付
近と、この温泉街のすぐはずれ湖のすぐまじ

かのところにあります協会病院付近です。 

この地殻変動はマグマが地表近くに上昇

したことによって現れたものと見られてい

ます。このため気象庁では「噴火の時期が非

常に近くなったとして更に厳重な注意を呼

びかけています。」（アナ） 
 既に多発しています、火山性地震や体に感

じる地震に加えまして、先ほどご覧いただき

ましたように地割れなどが見つかったこと

で、状況は一層緊迫感を増してきたといえま

す。（アナ） 
 「北屏風山西尾根内側斜面で 100 メート
ル以上にわたって断層や地割れ群が確認さ

れました。現在それ以上のことは申し上げる

ところまで(検討が)進んでおりません。」(岡
田弘) 
 こちらの映像(NNN 入手)は、有珠山の北
西側の山麓にある(洞爺)協会病院付近でで
きた地割れです。大きく地面が割れているの

が映像でも確認できます。また、岡田教授は

「震源が北西側の山腹であることから、ここ

が噴火するとすぐ下の洞爺湖温泉側に被害

が及ぶ可能性」を指摘しておりました。(ア
ナ) 
 
D06-05 0330どこから、ヘリ説勝井 
 「噴火はかならず起こると言っています。

非常に噴火に近づいているとむしろ思うべ

きだと思います」（岡田弘、対策本部で）。 
 もしもの場合、どの場所から噴火するのか

が最大の問題だ。今日自衛隊のヘリコプター

が有珠山の周辺に地割れを発見した。これが

その地割れの映像である。幅は百メートル以

上にわたって複数発生している（アナ） 
 「（ビデオを示しながら）あそこに、明瞭

に雪面を切って、割れ目が見られます。ああ

いう風に開いているわけですね、割れ目は。
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もうこれだけ地震が起きていますから、今

刻々開きつつ（ある、）動きつつあるだろう

と思います。」（勝井義雄、対策本部で本人が

撮影したビデオを示しながら解説） 
 地割れは街の中にも及んでいる。これは

人々が避難した後の温泉街で、カメラがとら

えた映像。道路を走る大きな亀裂。両側から

押されたように、コンクリートの道路が大き

く盛り上がって割れている。この地割れが見

つかったのは、有珠山の外輪山北西部。（ア

ナ） 
更に洞爺湖畔の病院前の縁石が盛り上が

っているのも見つかった。地割れがあったの

はこの温泉街の洞爺協会病院付近、その向こ

うに見えるのが外輪山の斜面である。二つの

地点で見つかった地割れは何を意味するの

か。「（有珠山の）北西象限の中に、目に見え

る地殻変動が起こったと」（小宮学）。 
今回の地割れ発見で北側斜面からの噴火

の恐れが一層強まっている。仮に、地割れが

見つかった山の北西部で噴火が起きた場合、

岩なだれが起きる可能性がある。その場合、

湖畔の洞爺湖温泉周辺が最も危険な地域に

なるという。爆発的な噴火が火砕流を伴う可

能性も高い。1991年に起きた雲仙普賢岳の
火砕流では 40人（=43人、他に 3名行方不
明）が尊いいのちを失った。火砕流のスピー

ドは時速百キロを超える場合もある。(アナ) 
 
D06-06 0330断層 K2 ﾍﾘ説岩ﾅﾀﾞﾚ 
 今日午前専門家が上空から調査をした結

果、「洞爺湖温泉街に近い山の北西側の斜面

で、長さ百メートル以上の断層や地割れが見

つかり」、気象庁は午後、警報に当たる 2回
目の緊急火山情報を出して「より厳重に警戒

するよう」呼びかけています。（アナ） 

 北海道の有珠山では、今日もごく小さなも

のも含めて一時間あたり百回前後の地震が

続き、地震の規模も今日だけでマグニチュー

ド４以上のやや規模の大きな地震が６回起

きるなど、地震活動は依然として活発です。

また地下のマグマの動きと関連すると見ら

れる低周波の地震も一時間に 10 回から 20
回のペースで続いています。(アナ) 
 こうした中、北海道防災会議の火山の専門

委員が今日午前ヘリコプターで上空から調

査した結果、「有珠山の北西側の山腹にあた

る北屏風山と呼ばれる山の西側の尾根付近

で、長さ 100 メートル以上にわたって断層
や地割れがあるのが確認」されました。(ア
ナ) 
また、北海道大学の地震火山研究観測セン

ターによりますと、「有珠山の北西側の麓に

ある虻田町の洞爺湖温泉街の一角にある洞

爺境界病院付近でも、規模の小さな地割れが

確認された」ということです。 
 ヘリコプターで調査した北海道大学の岡

田弘教授は、「断層や地割れが見つかったの

は、一連の地震の震源の真上にあたる場所だ。

マグマが本格的に動き出したことを示すも

ので、噴火が非常に近づいていると感じた」

と述べました。また岡田教授は、「断層が見

つかった山腹は、斜面が(急傾斜で、前回の
噴火で断層が発達し、５０ｍ近い押し出し変

形があった)不安定（な場所）で噴火などに
よって付近の岩が崩れ落ちることも心配さ

れる」と述べました。 
気象庁では「見つかった断層や地割れは、

地下のマグマの動きによってできたもの」と

みて、今日の午後、警報に当たる 2 回目の
緊急火山情報を出して、「火山活動により厳

重に警戒するよう」呼びかけています。(ア
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ナ) 
 
D06-07 0330 K2ヘリ説岩ﾅﾀﾞﾚ 
 活発な火山活動を続けている有珠山は、今

日に入って山頂の北西側の斜面や、洞爺湖温

泉街などに亀裂があるのが見つかり、気象台

では今日の午後、警報に相当する緊急火山情

報の第 2 号を出して厳重な警戒を呼びかけ
ています。（アナ） 
 「地震が群発している、震源地であるとこ

ろを中心にヘリから現地を見てまいりまし

た。その結果、(山頂北西部で)できたばかり
の断層群が見つかりました」(岡田弘) 
亀裂は、今日午前、北海道大学の岡田弘教

授が自衛隊のヘリコプターから確認したも

ので、「有珠山頂の北西側にある北屏風山と

呼ばれる山の西側の尾根付近で、長さ１００

メートル以上にわたって断層や地割れ」が見

つかりました。また、北海道大学の地震火山

研究観測センターによりますと、「有珠山の

北西の虻田町洞爺湖温泉街にある洞爺協会

病院付近でも地割れが確認」されました。 
室蘭地方気象台では、「こうした断層や地

割れは、地下からのマグマの上昇で地殻変動

が起きたために生じた可能性がある」として、

午後 1 時２０分警報に当たる緊急火山情報
の第２号を出して、厳重な警戒を呼びかけて

います。(アナ) 
「今回は非常に場所が悪いわけです。急斜

面のところでありますので、そこで(溶岩が
貫入して)例えば 100 メートル(地盤が)上が
っても 50メートル上がっても、急斜面の不
安定さのために、(不安定土砂移動が)地すべ
り的に起こる、或いはその前に噴火が起こっ

てしまうかもしれませんが、噴火の時に（斜

面が）崩れる、従って岩なだれ方式（の災害

の可能性）というのが(新たに)非常に懸念さ
れる」(岡田弘) 
 
D06-08 0330 nhk石井津波も 
 Q；亀裂が見つかったのはどのあたりでし
ょうか？ 
 A；ここが大有珠、(有珠山で)一番高いと
ころですね。亀裂が見つかったのは大有珠の

北西側に北屏風山という山があります。そこ

から西側にのびる尾根、その尾根の内側、こ

こで今日の午前中ヘリコプターから百メー

トル以上にわたる断層或いは地割れが見つ

かりました。 
 Q；断層や地割れは有珠山の火山活動のど
んなことを意味しているのでしょうか？ 
 A；専門家は「地下から上昇してきたマグ
マの影響でこの付近で地殻変動が起きてい

るためではないか」としています。ちょうど

この付近は今月 27日から起きている火山性
地震の震源とも一致しています。 
 Q；とすると、このあたりから噴火が起こ
るという風に考えていいのですか？ 
 A；専門家は「その可能性が高い」として
います。 
 Q；亀裂もう一カ所、こちらの洞爺湖温泉
街にも見つかっていますね。 
 A；洞爺協会病院付近でも見つかっていま
す。ただここは、前回などでも亀裂が生じて

います。専門家は、「ここはもともと(火山性
活)断層があるために、周辺で地殻変動があ
るとそれに伴って亀裂を生じ易い、そういう

場所ではないか」としています。つまり今回

本質的に重要なのは、こちらの北屏風山の付

近ということになります。 
 Q；北屏風山で噴火が起こったとしてどの
ようなことに警戒すればよろしいのでしょ
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うか？ 
 A；この付近かなり(地形は)急傾斜になっ
ていますね。この付近で噴火が起きたり、地

下からマグマが盛り上がってきて、山が盛り

上がってくるような場合に、山の一部が崩れ

たり、火砕流が発生して山麓へなだれ下って

くる可能性があります。また、崩れた山が洞

爺湖のほうになだれ下るようなことがあり

ますと、洞爺湖に津波が発生するということ

もあります。厳重な警戒が必要だとしている

のはこのためです。 
 
D07-010330断層 K2 ﾍﾘ説 
 活発な活動を続けている有珠山は今日に

入って山頂の北西側の斜面や洞爺湖温泉街

で亀裂があるのが確認され、気象台では今日

午後、緊急火山情報の第２号を出して厳重な

警戒を呼びかけています。(アナ) 
 「地震が群発している震源地を中心にヘリ

から現地を見てきました。この結果できたば

かりの断層群が見つかりました。」(岡田弘、
政府の現地対策本部でのヘリ観測報告会で) 
 亀裂は今日午前、北海道大学の岡田弘教授

（等専門家 3 名）が自衛隊のヘリコプター
から確認したもので、「山頂の北西にある北

屏風山の西側の尾根付近で、長さ１００メー

トル以上にわたって断層や地割れ」が見つか

りました。また、北海道大学の地震火山研究

観測センターによりますと、「有珠山の北西

の虻田町洞爺湖温泉街にある洞爺協会病院

付近でも、地割れが確認」されました。 
室蘭地方気象台では、「こうした断層や地

割れは地下からのマグマの上昇で、地殻変動

が起きたために生じた可能性がある」として、

午後１時２０分警報に当たる緊急火山情報

第２号を出して警戒を呼びかけています。

(アナ) 
 「今回はちょっと場所が悪いわけです。（震

源地は）急斜面のところでありますので、そ

こで(地面がマグマに押されて)１００メー
トル上がっても、５０メートル上がっても、

非常に急斜面の不安定さのために、地すべり

的に起こる、或いはその前に噴火が起こって

しまうかもしれませんけれど、噴火の時にや

はり崩れる(恐れがある)、したがって岩なだ
れ方式というのが非常に懸念される。」（岡田

弘、政府の現地対策本部におけるヘリ観測報

告） 
 
D07-02 0330岩ﾅﾀﾞﾚ地震 HTB 
 Q；今日になって始めて聞いたのですが、
岩なだれが起きる可能性があるということ

が出ていました。この岩なだれというのはど

ういう現象のでしょうか？ 
 A；地割れが更にひどくなってきますと、
急斜面ですから、地割れの部分から下の部分

が土砂崩れのようにどさーと流れていくん

ですね。土石流のように、まあ或いは山全体

が流れてしまう。そうしますと今回は洞爺湖

温泉が埋まったり、更に土砂が洞爺湖の方ま

で流れたりしてしまうことも考えられるの

ですね。実は、同じようなことは１８８８年

福島県の磐梯山で起こりまして、この時山の

北半分が壊れてしまって、山の高さが１６５

メートルも低くなったという、非常に激しい

恐ろしい現象ですので、警戒する必要がある

と思いますね。 
 Q；今日は大きな地震が続いていますが、
この地震についての心構えとか、この地震を

どうみたらよいのでしょうか？ 
 A；皆さん今噴火ということで、噴火ばか
りに関心をもっておられるかも知れません
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が、実は噴火の前の前兆の地震の被害にも注

意をしなくてはいけないと思います。これだ

け大きな地震が続きますと、建物とか弱くな

る可能性がありますので、地震にも注意して

いただきたいと思います。今後いろいろな方

面での注意が必要になるということです。 
 
D07-03 0330 n19断層発見 K2 
 有珠山の地震活動が活発化していますが、

今日専門家が上空から調査した結果、「洞爺

湖温泉街に近い山の北西側の斜面で断層や

地割れ」が見つかりました。気象庁は午後、

警報に当たる 2 回目の緊急火山情報を出し
て、より厳重に警戒するように呼びかけてい

ます。(アナ) 
 北海道の有珠山では、今日もごく小さなも

のも含めて一時間あたり百回前後の地震が

続き、マグニチュード４以上のやや規模の大

きな地震が今日だけで８回起きるなど、地震

活動は依然として活発です。また、地下のマ

グマの動きと関連すると見られる低周波の

地震も一時間に 10 回から 20 回ほどのペー
スで続いています。(アナ) 
 こうした中、北海道防災会議の火山の専門

委員が今日午前、ヘリコプターで上空から調

査した結果、「有珠山の北西側にある北屏風

山と呼ばれる山の西側の尾根付近で、長さ

100m 以上にわたって断層や地割れがある

のが確認」されました。(アナ) 
また、北海道大学の地震火山研究観測セン

ターによりますと、「有珠山の北西側の麓に

ある虻田町の洞爺湖温泉街の一角にある洞

爺協会病院の付近でも、規模の小さな地割れ

が確認された」ということです。 
気象庁では、「見つかった断層や地割れは

地下のマグマの動きによってできたもの」と

みて、今日の午後警報に当たる 2 回目の緊
急火山情報を出して、「火山活動により厳重

に警戒するよう」に呼びかけています。 
 地震の活動が活発化していることを受け

まして、地元の自治体は被害が予想される区

域を広げて対策をとることになりました。こ

れは午前中、国の省庁や地元自治体が伊達市

役所で開いた有珠山現地連絡調整会議で決

まったものです。（アナ） 
この中で、北海道大学の地震火山研究セン

ターの岡田弘教授は、「震源が集中している

山の北西よりの地域で、被害が予想される区

域を更に広げて対策をとる必要がある」と指

摘しました。 
これを受けて、地元の自治体は、前回の噴

火を基に作った被害が予想される区域を示

した災害予測図、いわゆるハザードマップを

見直しました。それによりますと、「有珠山

で火砕流やそれに伴う熱風が発生した場合、

虻田町の洞爺湖の西側の月浦地区と泉地区

の一部の地域まで被害が広がる恐れがある」

としています。 
これを受けて虻田町で新たに四つの地域

で避難の指示が出されました。この結果、こ

れまでに避難の指示が出された住民は、3つ
の市と町で全体のおよそ 20%にあたるおよ
そ 4500世帯、1万人を超え、避難所に入っ
ている人の数は、昨日より千人増えて 3800
人余りとなりました。(アナ)  
 
D07-04 0330 地震 HM見直し 松本記者 
 Q；地割れが見つかったのは二ヶ所です。
いずれも洞爺湖温泉に非常に近いところで

見つかっています。亀裂の場所と形はどうな

っているか？ 
 A；亀裂が見つかったのは、山の北西側の
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外輪山。北屏風山というピークがありますが、

その少し南側尾根付近で、今地震が発生して

いるその真上付近に当たるわけです。このた

めに専門家は、「地下のマグマからの突き上

げで亀裂が生じているのではないか」と考え

ているわけです。亀裂を上空から確認した北

海道大学の岡田弘教授が、今日午後記者会見

をして現場の状況と火山活動の見通しにつ

いて、次のように話しています。(アナ) 
 岡田；特に地震が群発している震源地を中

心にヘリから現地を見てまいりました。その

結果、できたばかりの断層群が見つかりまし

た。これは予想していたことですが、それが

実際に起こっていたと。工事用の道路を何箇

所かで切断して、そのほかにも雪の上にはっ

きりと断層の列が見えます。 
岡田；今回は非常に場所が悪いわけです。

（震源地は）急斜面のところでありますので、

そこで(地面がマグマに押されて)百メート
ル上がっても、５０メートル上がっても、非

常に急斜面の不安定さのために、地すべり的

に起こる、或いはその前に噴火が起こってし

まうかもしれませんけれど、噴火の時にやは

り崩れる(恐れがある)、したがって岩なだれ
方式(の災害)というのが非常に懸念される。
観測陣も洞爺湖温泉には近づかない方がい

いという段階に現在達しているのではない

かという風に思っています。 
岡田；有珠山のマグマが本格的に動き出し

ている。しかもまだガス抜きは起こっていな

い。今狙っている場所は非常に悪い場所であ

る、ということが大体分り始めたところでは

ないかと思います。噴火は必ず起こると私は

言っています。その考えは今も変わっており

ません。(地震は減っていますが、地割れな
どが見られるようになっていますので)非常

に噴火に近づいているとむしろ思うべきだ

と思います。 
 Q；今の会見ですが、「急斜面のところ、
不安定である」という言葉が印象に残りまし

た。これはどういうことでしょうか 
 A；そうですね。「場所が悪い」と言う言
い方をされています。「仮にこの亀裂の辺り

で噴火が起きたとしますと、急斜面だけに岩

石が大規模な崩落を起こす岩ナダレが起き

る危険性がある」と指摘しているのです。亀

裂が見つかった場所、これは洞爺湖の湖畔ま

で 2キロほどと近いのですね。このため、「噴
火の規模が大きければ、崩れた岩が洞爺湖ま

で流れ下る場合を想定する必要がある」と指

摘しています。 
A；江戸時代の 1792年に長崎県の雲仙岳
で、火山活動で山が崩壊して大量の土砂が有

明海に流れ込んで、津波が対岸の熊本県側を

襲った災害があります。「最悪の場合には、

こういうことを想定して警戒を強める必要

がある」と指摘しているのです。 
 
D07-05  0330 n19地震 HM見直し 
 地震活動が始まって 4 日目になるが、昨
日の夕方から 1 時間に起こる地震の数が百
回以上と回数の多い状態が続いている。これ

までで最大の地震は昨日午後 5時 22分のマ
グニチュード 4.2の地震で、今日は４を越え
る地震がこれまでにもう 7 回も起こってい
る。地下のマグマの動きに関連しているとみ

られる低周波の地震も、一時間に 10回から
20 回と引き続き頻繁に起きているというこ
とに専門家は注目しています。 
 災害予測図は、過去に起きた火山災害を参

考に噴火が起きたときにどこまで被害が及

ぶかが示されているわけです。従来のマップ

 23



は、有珠山ではこういう範囲に火砕流や火砕

サージが及ぶ恐れがあるとされていました。

それで今日開かれた有珠山現地連絡調整会

議、これは地元の市町村や国の省庁で作って

いるのですが、この中で「火山活動のエネル

ギーは更に高まっている可能性がある」と指

摘されたわけです。(アナ) 
これを受けて、地元の自治体はこの範囲を

拡大することにしました。虻田町の月浦地区、

高砂地区などですが、およそ 2000人の住民
の人たちが新たに避難を指示されて、これで

現在避難を指示されている人たちは合わせ

て 1万 1千人余りということになりました。
(アナ) 
 
D07-06 0330 ﾍﾘ説勝井｢ｱ！ｺﾚｺﾚ！｣ 
北海道防災会議の委員を務める火山の専

門家が上空から火山の観測に出かけました。

この観測の結果、断層や地割れが観測されま

した。「あ！これこれ！」(勝井義雄、本人が
撮影したばかりのビデオを対策本部の説明

会で再生し、断層を発見した瞬間の映像を示

しながら) 
「できたばかりの断層群が見つかりまし

た。眼に見えるような変動が現在生じて進行

中であるということです。」（岡田、現地対策

本部での説明会）。 
午後 1時 20分気象庁は緊急火山情報の第

2 号を出し、「火山活動に厳重な警戒」を呼
びかけました。これを受け虻田町は町長や担

当の職員が集まり緊急の会議を開きました。

（アナ） 
 
D07-07 0330 観測網 
「(国土地理院による)GPS による観測で
は、山を囲む 3 点の観測で、おとといから

昨日までの間に、それぞれの一辺が１ｃｍま

たは１．５ｃｍ広がった」ということが確認

されているのです。これは、専門家は、「山

の地下からのマグマの上昇で(山体が)押し
上げられて周辺が広がった（隆起膨張現象の

結果）と見ているのですね。(アナ) 
ところがこのデータというのは昨日の昼

までで、マグニチュード 4 を超えるような
大きな地震が頻発するようになったのは昨

日の昼以降で、その後このデータがどう変わ

っているのかという点に専門家は注目して

います。更に、日中は上空からの調査で、今

日見つかった亀裂がどう変化しているのか、

また他の場所でこうした亀裂などが見つか

らないか、噴火が起こるとすればどこでいつ

起こるのか、手がかりをつかむために監視が

続けられます。 
 
D07-08 0330断層 K2 ﾍﾘ説 YKHM 
 火山性の地震活動が活発化している有珠

山で、専門家が上空から調査した結果、「洞

爺湖温泉街に近い山の北西側の斜面で、長さ

100ｍ以上の断層や地割れ」が見つかり、気
象庁は警報に当たる 2 回目の緊急火山情報
を出して「より厳重に警戒するよう」呼びか

けています。(アナ) 
 北海道防災会議の火山の専門委員が今日

午前ヘリコプターで上空から調査した結果、

「有珠山の北西側の山腹にあたる北屏風山

と呼ばれる山の西側の尾根付近で、長さ 100
メートル以上にわたって断層や地割れがあ

るのが確認」されました。また、北海道大学

の地震火山研究観測センターによりますと、

「有珠山の北西側の麓にある虻田町の洞爺

湖温泉街の一角にある洞爺協会病院付近で

も、規模の小さな地割れが確認された」とい
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うことです。(アナ) 
 「午前中ヘリコプターで火口原のところで

見た断層はここですね。オープンクラック

（＝開口割れ目）で雪原を切った断層ですね、

もう一つは道路を切った断層がこちらに入

っているわけです。（東の）ここが安定、（西

の）ここも安定、その間の部分がこういう風

に(湖側に)押し出されて動いている。そうす
ると（洞爺湖温泉西側と壮瞥温泉側の）両側

のペアの断層、おおよそ変動帯はこうなって

いる。この中でどんどん切れてきてそれが地

震になって」（勝井義雄） 
 気象庁では、「見つかった断層や亀裂は、

地下のマグマの動きでできたもの」とみて、

今日午後警報に当たる 2 回目の緊急火山情
報を出して、「火山活動により厳重に警戒」

するよう呼びかけています。 
有珠山で地震の活動が活発化しているこ

とを受けて、地元の自治体は被害が予想され

る地域を広げて対策をとることになりまし

た。これは午前中、国の省庁や地元自治体が

伊達市役所で開いた有珠山現地連絡調整会

議で決まったものです。この中で北海道大学

地震火山研究観測センターの岡田弘教授は、

「震源が集中している山の北西寄りの地域

で、被害が予想される区域を更に広げて対策

をとる必要がある」と指摘しました。 
このため地元の自治体は、前回の噴火を基

に作った被害が予想される区域を示した災

害予測図、いわゆるハザードマップを見直し

ました。それによりますと、「有珠山で火砕

流やそれに伴う熱風が発生した場合、虻田町

の洞爺湖の西側にある月浦地区と泉地区の

一部の地域まで被害が広がる恐れがある」と

しています。(アナ) 
これを受けて虻田町で、新たに 4 つの地

域で避難の指示が出されました。この結果こ

れまでに避難の指示が出された住民は、3つ
の市と町で全体のおよそ 20%にあたるおよ
そ 4500世帯、1万人を超え、避難所に入っ
ている人は昨日より 1000人増えて 3800人
になりました。(アナ) 
 
D07-09 0330 気象庁井田 18h 
今日現地を視察した火山噴火予知連絡会

の井田喜明会長は、午後６時から気象庁で会

見し「頻発している地震の状態から見て、マ

グマの上昇は確実に進んでいる」と話し、「噴

火に対する警戒」を呼びかけました。（アナ） 
 
D07-10 0330  nhk断層、松本記者 
 「有珠山 北西斜面に亀裂」（テロップ） 
 有珠山では今日になって、洞爺湖温泉街に

近い山の北西側の斜面で、百メートルを超え

る亀裂が見つかりました。今日は警報に当た

る 2 回目の緊急火山情報を出しました。避
難の対象も広げられまして、麓の 3 つの市
や町の全住民の 20パーセントに当たる一万
人を越えております。(アナ) 
 有珠山は、山頂を取り囲むように外輪山が

回りにあります。二重の構造になっています。

亀裂が見つかったのは、山の北西側の斜面の

外輪山で、ちょうど地元の人が屏風山と呼ん

でいるピークがあるのですが、そこを少し下

ったところ、この辺りですね。そしてもう一

カ所見つかったのは、洞爺湖温泉のはずれの

病院のあたりです。(アナ) 
この外輪山の亀裂が見つかった付近は、地

下で盛んに地震が起きているところですね。

このため専門家は「地下のマグマの活動によ

って地盤が押し上げられて亀裂が生じてい

るのではないか」とみているのです。およそ
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百メートルにわたって亀裂が起こっている

わけです。(松本) 
  
D07-11 0330勝井義雄伊達市役所 
 Q；亀裂の長さや深さの規模はいかがでし
た？(記者) 
勝井；（地割れや断層の）延長は約１００

メートル、あるいは１００メートルを少し超

えるぐらい。深さは上空からでは良く分りま

せん。外輪山壁とほぼ平行に新しい雪原を切

って（断層が）発達していたわけでして、昨

日の空中査察では見つからなくて、今日午前

中の空中査察で始めてこれが見つかったと

いうことで、たぶん昨日午後から今朝までの

間にできたのではないかと。つまり非常に活

発な地震活動が続いていまして、それが地表

にどのような形で現れるか大変興味があっ

たのですが、このような形で明らかにマグマ

が地下で突き上げてきて、この様な断層、割

れ目を作っている、そういうようなことが

(今日になって初めて)明らかになったわけ
です。 
 Q；マグマの動きがかなり活発になってき
ていると言っていいのですね？(記者) 
勝井；そうですね。それが深い時は地表に

割れ目となって現れませんが、かなり浅いと

ころまで(マグマが)上がってきますと、地面
にこのような割れ目が発達するということ

なのです。割れ目は外輪山壁に平行な方向と、

それを直角に切るもの（の 2 種類が）があ
り、その直角な方向を山麓のほうへトレース

しますと、その(洞爺湖温泉西部の)湖岸のと
ころで既に(道路に)水平（ずれ）の割れ目が
発達し始めているということが発見されま

したし、東のほう（の壮瞥温泉あたり）でも

同じことがありました。大体外輪山の北西壁

あたりを扇の要としまして、北側に開く扇状

の地域が今回のマグマの上昇に伴う変動域

ではないだろうかというようなことが分っ

てまいりました。 
 Q；外輪山の付近の亀裂を延長すると湖の
方の亀裂に繋がるのか？ 
勝井;そうです。山麓のほうにトレースし
ますと、ちょうどそこに(洞爺)協会病院があ
ります。その前の道路を切るような形で、既

に割れ目が発達しまして、水道管がもう切れ

まして水が噴きだしているというような状

態が起きております。 
 Q；扇の形とおっしゃったもう一箇所とは
どこですか？ 
勝井；もう一箇所は、もっと東側のほうで

山頂の真北の(壮瞥温泉の湖岸付近で、やは
り割れ目が発達しております。従って山頂の

北屏風山と呼んでいるあの辺が扇の要のよ

うな状態で、北の方に両側に開く扇状の地形、

その中に囲まれた地域が今回の変動域であ

るということが分ってまいりました。 
 Q；この亀裂の観測から、今後いつどんな
かたちで噴火するか予測はできますか？ 
勝井；「洞爺湖側（の標高の低い位置）で

噴火が起こりますと、かなり豊富な地下水に

マグマがぶつかって、激しい水蒸気爆発(或
いはマグマ水蒸気爆発)を起こすということ
になります。山頂で（噴火が発生する場合）

は、これまでの噴火では、(主に心配となる
のは)軽石噴火ですね。或いはそれに伴う火
砕流というような現象が多く見られており

ます。 
勝井；どこで噴火が起こるかということで、

噴火の性質がかなり変わってくるわけで、そ

れに対する防災体制などのとり方も変わっ

てまいります。どこで起こるかということを
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できるだけ早く決めたい(＝見極めたい)と
思っています。 
勝井；どうやら地震が多発している山体の

北西部と（そこから北西山麓へ広がる）扇形

の変動域がありますので、これまでの山麓で

の噴火或いは山頂での噴火、その両方合わせ

たようないろいろなタイプの噴火が（現代界

での想定噴火として）考えられる。場合によ

っては、そこで山体が一部崩壊して山崩れを

起こして岩なだれとなって温泉街を直撃す

る、或いは湖に入って(小規模な)津波を起こ
す、というようなことも考えられる。 
勝井；また、急峻なところにマグマが上が

ってきますと、非常に粘性が高いものですか

ら、雲仙普賢岳のようにドームの形成やドー

ムの破壊、それに伴う火砕流の発生や災害に

対する備えが必要になってまいります。それ

で本日、これまでのハザードマップをもう少

し修正して、少し西側(山麓)の方に警戒域を
広げたということでございます。 
 Q；噴火は近いと見ていいですね？ 
勝井；ええ。確実に噴火に向かっていろい

ろな現象が起きているということで、最終的

にこのような変動域も明らかにされてきた

ということです。 
 
D08-01 0330湖岸変形 nhk 
中継の途中ですが今情報が入りました。

「火山活動が活発化している北海道有珠山

で、新たに山の北西側や北側の麓でも亀裂が

できていること」がわかりました。これは気

象庁の小宮学課長が、先ほど今夜 10時半か
ら記者会見をして明らかになったものです。

(アナ) 
北海道大学と北海道立地質調査所が今日

午後確認したもので、「有珠山の麓の洞爺湖

温泉から壮瞥温泉へかけての二地域で地割

れや道路のひび割れ、電線のたるみや伸びな

どが見つかった」ということです。 
気象庁は、「有珠山の北西から北側の地域

で変形が始まっているものとして、引き続き

火山活動に厳重に警戒するように」呼びかけ

ております。 
 
D08-02 0330ヘリ説湖岸変形 stv 
火山性の地震が一段と活発になり、震度 4

あるいは５弱という大きな揺れも頻発して

います。また、北西部の斜面では長さ 100
メートルの地割れが見つかりました。気象庁

は「噴火の時期が非常に近くなっている」と、

厳重な注意を呼びかけています。 
 こちら伊達市役所の災害対策本部です。つ

い今、先ほど入った情報ですが、「洞爺湖沿

いの道路に約 3kmにわたって少なくとも 5
箇所断層が見つかった」という情報が、たっ

た今入ってきました。 
 ところで今日は、有珠山の斜面に地割れな

どが見つかりまして、状況は一層緊迫感を増

してきました。「北屏風山西尾根内側斜面で

100 メートル以上にわたって断層や地割れ
群が確認されました。」(岡田弘)。 
空から有珠山を観察した北大の岡田弘教

授によりますと、「断層や地割れは 100メー
トル以上にわたっている」ということです。

また、「有珠山の山麓にあります虻田町の協

会病院付近では、地割れができている」のが

見つかりました。 
岡田教授は今日午前中に行なわれた関係

機関の会議で、「震源が北西側の山腹である

ことから、ここが噴火するとすぐ下の洞爺湖

温泉側に被害が及ぶ可能性」を指摘していま

す。 
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有珠山周辺では今日午後 9 時までに火山
性地震は 2213回、体に感ずる地震は 987回
ありました。特に震度 5 弱は 4 回もおきて
いまして、地震の規模は昨日までよりも更に

大きくなっているようです。また、避難指示

も 11,000人以上に拡大されました。(アナ) 
 
D08-03 0330 ﾍﾘ説 yk崩壊宇井 
 火山活動が日増しに活発化している有珠

山。地中深くで何が起きているのか。北海道

大学の岡田教授は今日も上空から有珠山を

観測した。(アナ) 
 岡田弘；噴火は必ず起こると私は言ってい

ます。その考えは今も変わっておりません。

非常に噴火に近づいているとむしろ思うべ

きだと思います。 
有珠山のある変化をビデオに記録してい

た(アナ)。 
勝井義雄；これが(有珠山の山頂北西部の)
雪の上に新しくできた割れ目です。ああいう

風になって(地割れは)開いているわけです
ね。割れ目は。上の方が上に行くわけではな

いので、手前の方が下へ垂れ下がっているの

ではないかと思います。まあ正確に測ったわ

けではありませんが、(断層の長さは)１００
メートル或いはそれ以上に達すると思われ

ます。 
アナ；地割れが見つかったのは有珠山の北

西部のこの位置だった。 
勝井；こういう風に割れ目が並んでいて、

（火口原北西部の）工事用の道路を切ってい

ます。 
アナ；有珠山は噴火の直前に兆候が見られ

るのが特徴として知られている。群発地震、

地割れがそれだ。地割れは有珠山だけでなく、

更にその北西部にある洞爺湖温泉でも見つ

かった。洞爺湖温泉に住む住民が撮影したビ

デオにはその地割が撮影されていた。 
 アナ；更に今回は、岩なだれの危険性が指

摘されている。マグマが有珠山を押し上げ地

割れを大きくした結果、山が崩れ大量の土砂

が洞爺湖の温泉街に流れ込むというのであ

る。 
 宇井忠英；「北斜面のある厚みをもった(岩
の)かたまりが北方面になだれ落ちる、そう
すると(岩なだれの被害域として)十分可能
性があるのは洞爺湖温泉の東側まで到達し

たり、湖に入ったり、そういうことに（も新

たな）注意が必要だ。 
 
D08-04 0330 湖岸変形岡田 
 有珠山周辺で噴火の前兆となる地震が始

ってから 4日になります。今日も日中震度 3
から震度 5 弱の地震が頻発していました。
こちらでつい先ほど北大の岡田弘教授の話

をうかがうことができました。「１００メー

トル以上の(長さの)断層と考え合わせます
と、前回の 1977年噴火では見られなかった
ことで、噴火の規模が大きくなる可能性があ

る、噴火の規模が大きくなる」と語りました。 
 
D08-05 0330  
 先ほど 22:30 から行なわれている記者会
見で気象庁は、有珠山の北西から北にかけて

活発な火山活動による地殻の破壊が進んで

いて、地殻が大きく変形していることを明ら

かにしました。（アナ） 
 「本日午後、北海道大学と北海道地質研究

所が行なった現地調査によると、有珠山山麓

の洞爺湖温泉から壮瞥温泉にかけての地域

で地割れが発生、道路のひび割れ、電線のた

るみや伸びが認められました。上空からの観
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測で確認された北屏風山付近（北西外輪山）

の地割れ群と合わせて考えると、有珠山の北

西山麓から北山麓の領域が変形を始めてい

るものと考えられます。」（小宮学、気象庁で

会見） 
 今日昼過ぎに、有珠山北西部で複数の地割

れが観測されていますが、それに加えて、北

西から北にかけて、更に道路のひび割れや電

線のたるみ・伸びが見つかっています。これ

は有珠山の北西山麓地下の活発化したマグ

マが膨張し、周囲の地殻を破壊したためで、

地殻の変形が顕著に起こり始めていると気

象庁はみています。前回の 77年の噴火でも、
噴火直前に地殻変動のために電線がたるむ

現象が確認されており（電線のたるみは噴火

後の現象、噴火前の前兆変動は「ロープウエ

イのケーブルの縮み」が正しい）、更に噴火

の時期が迫ってきているとして、気象庁は明

日以降観測点を増やすなどして、観測を強化

していきたいと話しています。(アナ) 
 
3月 31日放映分 
 
D08-06  0331  n07扇形地変 
 「有珠山では、昨日山の北西から北側にか
けての斜面や麓で、地割れや道路のひび割れ

が見つかった他、昨夜から今朝にかけても活

発な地震活動が続いていて、気象庁は監視体

制を更に強める」ことにしています。気象庁

は、「地下のマグマの活動によって有珠山の

北西側から北側の麓にかけての地域で地盤

の変形が始まっている｣としています。(ア
ナ) 
 
D08-08 0331道新 stv0741 
 有珠山の北西部崩壊に断層、山体崩壊、有

珠山の山の形が崩れる恐れも出てきました。

「有珠山の北西部で 3 本の断層が見つかっ
た」としています。「このあたりで最も噴火

の可能性が高い」と専門家は指摘しています。 
「もしこのあたりで噴火、あるいは土砂が

崩れることになりますと、岩崩れという現象

が起こりまして、洞爺湖温泉を直撃する恐れ

がある」ということです。専門家は「この温

泉街地帯が最も危険な地帯」としています。

(アナ) 
 
D08-09 0331 07:47中田山麓（注；途中録
画のためこの直前の火砕流予測の項は欠け

ている） 
 Q；今回は山麓型噴火になる可能性が高い
ということなのでしょうか？ 
 中田節也；今までの前兆が、有珠山の中で

は長いということ、大粒の地震が起こってい

るというのは、マグマが非常に出にくくて新

しい出口を探しながら、地割れなどが起こっ

ているということです。 
 Q；実際に噴火したとしたら、予想される
噴火の規模はどのくらいになるのでしょう

か？ 
 中田；山麓型噴火は比較的規模が小さいん

ですね。例えば昭和新山で小規模な噴火が約

1年から 2年続く、(規模は小さいが)比較的
長く続いたわけです。 
 Q；噴火が起きた場合、実際にはどんなこ
とが起こりうるのでしょうか？ 
 中田；今回は予想がちょっと違って山麓噴

火ですが、より山頂に近いところで起こりま

すので、急斜面で溶岩が出たがっていますの

で、山腹が変形し始めている。したがって、

これまでの噴火にはないような山体の一部

崩壊というような危険性が出てきているわ
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けです。 
 Q；岩なだれとはどういったことをさすの
ですか？ 
 中田；マグマが出口を探していて、表面に

地割れをたくさん作るわけですね。マグマは

出ようとしているわけですから、山が、斜面

が急峻な場合は」崩れるわけですね。ですか

ら昔あった斜面の堆積物などが一気に流れ

下るわけです。 
 Q；噴火した場合の具体的な被害は、どん
なことが予想されるのか。 
 中田；過去の噴火経歴に基づいて、どんな

噴火の時にどこまで被害が及ぶか計算して、

(ハザードマップで公表されているんです
ね)。この図で赤で囲った地域は、(山頂噴火
で)火砕流が到達する範囲を描いているわけ
です。これは山頂噴火のケースですが、今回

の山麓噴火（の場合）にも最悪の場合にはこ

れと似たようなことが起こりうる。この赤い

範囲は十分危険な区域である。最近(＝昨
日)(現地対策本部では)この赤い範囲を少し
北西側に伸ばして、警戒を強めているわけで

す。 
 
D08-10  0331 07:50中田節也最悪ケース 
 Q；最もひどくなったような場合、どんな
ことが起こりうると思いますか？ 
中田；もし岩なだれという現象が起こると、

洞爺湖温泉側に大量の土砂が一気に突入し

て、小さな津波が起こるという危険性があり

ます。それだけで終わればいいんですが、地

下のマグマが一気に出やすくなるというよ

うな現象が起こると、そうすると火砕流噴火

も起こり得る。 
 
D08-11 0331朝刊ｽﾞｰﾑｲﾝ 

 今も大変心配な状況が続いている有珠山

ですが、今朝の全国各紙も有珠山関係大きく

取り上げています。読売新聞には有珠山の北

西山麓の地割れの様子が詳しく載っていま

す。今注目されているのはこの斜面のあたり

なんです。地下の溶岩がこのあたりで出てく

るとすると、北側は急斜面になっているため、

山の一部が崩落するいわゆる岩なだれとい

う現象を起こす可能性がある。麓には日本有

数の観光地である洞爺湖温泉が広がってい

るので、大きな影響・被害が出るものと予想

されている。過去の例では外輪山の内側で溶

岩ドームが怒っていたという記録があるが、

今回は外輪山の外側、住民への被害が大きい

と予想されています。 
 ところで周辺の市町村ですが、危険区域の

範囲を予測した地図を作っていますが、噴火

がどこで起こるかで危険区域が大きく変わ

るために、火砕流や火砕流の熱風がどこに流

れていくか予測が難しいと言うのが現状の

ようです。 
その予測を難しくしているのが、有珠山特

有の粘り気が強いマグマなのです。ハワイの

流れ出すようなマグマと比べて、有珠山のマ

グマは地殻を押し広げながら上昇して、内部

の圧力が十分に高まったところで一気に爆

発するのが特徴ということです。噴火がどこ

で起こるのか関係者は必死の調査を現在進

めています。 
一方、大規模な火砕流が発生した場合、洞

爺湖では新たに津波の恐れあることが分か

り、湖の対岸の洞爺村では住民の間に緊迫感

が高まっています。津波発生の危険性は、昨

日北大の岡田教授等が新たな見解として発

表したものです。対岸の洞爺村は、700世帯
の内の 3 分の１が、湖畔沿いに住んでいま
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すが、過去津波は起きていないだけに、住民

の表情は複雑です。  
 
D08-12  0331 08:40大島治スタジオで 
 Q；地震が急増しているようなのですが、
噴火は近いと思ってよいのでしょうか？ 
 大島治；常識的に言うと、起こらざるを得

ないということでしょうね。 
 Q；昨日有珠山の北西部で 100メートルの
亀裂断層が見つかったということですが、こ

れが意味するところは？ 
 大島；マグマが上がってきているので、地

表は上がらざるを得ないわけです。地表は膨

らまざるを得ないわけですから、当然地表に

亀裂や割れ目が入ってくるのは自然事だと

思います。 
 Q；噴火があるとすれば、大体どの辺りか
らだと考えられますか？ 
 大島；大体今回亀裂が見つかった辺りだと

思います。 
 Q；最悪の場所だという方もおられますね。
この意味は？ 
 大島；山頂からの噴火の場合は、77 年の
噴火のような穏やかなことで済むと思うの

ですが、今回の場合ちょうど外輪山の壁にま

たがっているわけですね。山頂の壁に一部を

壊すということがありうるのですね。最悪の

場合は、私たち山体崩壊といっているのです

が、山の斜面が一気に崩れるということもあ

りうるのですね。 
 Q；その場合の被害はどういうことになる
のでしょうか？ 
 大島；斜面の向いている側に、一気になだ

れ下るということになりますから、壊滅的被

害を及ぼしうるということですね。 
 

D09-01 0331 08:42大島治、噴火タイプ 
 Q；噴火に伴う危険は？ 
 大島；噴火が山頂か、斜面か麓かで噴火の

タイプが変わってくることになると思いま

す。まず火砕流ですが、過去の噴火で火砕流

が多発しているのですね。山麓が焼け野原に

なるという経歴がかなりあります。今回の噴

火で、そのことが起こりうると大変懸念して

いるわけです。」 
 Q；次は土石流・泥流ですね？ 
 大島；それらは 2 次的なことでして、特
に今は雪が積もっていますから、噴火の熱で

一気に巻き込み雪を溶かしてしまいますと、

上の方から洪水が起こるようなもので、当然

土砂を巻き込み土石流ということになりま

す。他に山体崩壊のようなこともあり、それ

はスピードが早いのであっという間に下ま

で行ってしまうわけです。 
 Q；水蒸気爆発もありますね？ 
 大島；水蒸気爆発は、噴火が下（の麓）で

起こった場合に最も起こり易いのです。洞爺

湖があります。この水が地下に浸透して山の

下にきている可能性があります。そうすると

上がってくる高温のマグマと水とが接触し

て、地下でもって水を気化させてしまう。そ

うすると地下の気圧が上がってしまうわけ

ですね。で、あっという間に爆発するという

こともあり得ます。マグマ水蒸気爆発といっ

ています。過去の経歴を見ますとそこまで

(激しいマグマ水蒸気爆発は)はこれまでや
っていないらしいので、小ぶりの水蒸気爆発

かと思います。それは今までもやっています。 
 
D09-02  0331 大島治、噴火予測 
 Q；噴火は一両日と言われていますが、も
し噴火するとどのくらいの期間続くのでし
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ょうか？ 
 大島；ここの噴火というのは、一般に短期

決戦型です。あとで溶岩ドームが出てくるよ

うなことがあると、一年以上とかなり長引く

こともあると思います。 
 Q；このまま沈静化してしまうという可能
性はあまりないでしょうか？ 
 大島；それはちょっと難しいのじゃないか、

ここまできたらやはり出るのではないかと

思ってしまいます。 
 Q；この前の噴火から 23年ということで、
ちょっと間隔が？ 
 大島；間隔から見ますと、ちょっと短いと

いうか、ずいぶんせっかちという感じがしま

す。逆に言いますとエネルギーのため具合が

小さいことも考えられる。 
 Q；前の噴火に比べて地震が活発なので
は？ 
 大島；前回の噴火は山頂で、マグマは上が

り易いということもあると思います。 
 Q；地震の回数が今朝になって減ってきて
いるのは？ 
 大島；過去の経験でもそうですが、噴火の

直前にはちょっと静かになることがあるの

です。明治の有珠山噴火の場合でも、噴火の

直前には地震はちょっと収まっています。 
 
09-08 0331 10h地震減、気象庁小宮学 
 昨日の夜から地震の回数が減ってきてい

る原因について、気象庁では、「地下のマグ

マの活動が一時的に低下したことなどが考

えられる」としています。しかし、「1910
年には地震活動が減ってから噴火していて、

短い時間で急激に活動が活発になる可能性

がある」ことから、気象庁では引き続き警戒

が必要であるとしています。(アナ) 

 
D09-09  0331新井田清信、噴火切迫 
 新井田清信；地下の岩盤を壊して上昇をす

るというので規模の大きい地震が多発して

続いていたと思いますが、（もう地下の岩盤

を壊さなくてもマグマは）上がれるような状

態、もうマグマは浅くなった、浅いところま

でもう既にきている（ので地震が減ってい

る）と考えるべきだと思います。 
 
D09-10  0331新亀裂発見西麓 
 緊急火山情報第 3 号です。今日午前 9 時
から対策本部で開かれました現地連絡調整

会議の中で、「新たな道路の陥没や上下水道

などが破裂している場所が見つかった」と報

告されました。この橋は虻田町消防本部の南

およそ 300m のところで、避難指示の区域

内をパトロール中の警察官が見つけていま

す。専門家の中には「深刻な噴火の前触れ」

と見る向きもあります。(アナ) 
 
D09-11 0331 地変 K3-1150 
今日朝の上空からの観測によりますと、

「小有珠に亀裂があり、洞爺湖温泉の断層群

も発達し拡大」しています。また、「洞爺湖

から虻田に抜ける国道 230 号線沿いに、昨
日なかった新たな亀裂を観測」しました。今

後も火山活動に厳重に警戒してください。

（アナ） 
 
D09-12  0331 n12K3 小宮学 正午の
NHK全国ニュース 
 昨日北西側の斜面で見つかった地割れに

加えて、今日新たに山頂部にも亀裂が見つか

り、洞爺湖温泉付近の断層も大きくなってい

ることが確認され、気象庁では午前 11時 50
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分に警報に当たる三回目の緊急火山情報を

出して、「厳重な警戒を続けるよう」呼びか

けています。(アナ)。 
「(地震は)少し減っているものの、引き続

き大きい地震を含めて、地震が多い状態にあ

りますから、警戒が必要です。」（小宮学）。 
勝井教授によると、「昨日確認された山の

北西側斜面の地割れは二ヶ所とも長さがの

び幅もやや広がっているのが確認できた」と

いうことです。勝井教授は、「地下のマグマ

の活動が活発に続いていて、地盤を押し上げ

続けていることが裏付けられた」としていま

す。(アナ) 
 
D09-13  0331 気象庁小宮学 
 気象庁からお伝えします。有珠山周辺で続

いている活発な地震活動で緊急火山情報が

出されたのはこれで 3 度目です。いわば警
報に当たる緊急火山情報が出されたのは、大

学の合同チームがヘリコプターで上空から

行なった観測で、有珠山の北側から西側にか

けての広い範囲で、新たな亀裂が見つかった

ほか、これまでに見つかっている亀裂や地割

れが更に広がったことを受けてのことです。 
気象庁の小宮課長は、「厳重な警戒が必要

な状態が続いている」と話していまして、ま

もなく小宮課長は気象庁で詳しい状況や内

容について記者会見をして説明することに

しています。気象庁からお伝えしました。 
 
D09-14  0331 政府対応 正午のニュー
ス 
 今朝の閣議の後中山国土庁長官は次のよ

うに述べました。「各省庁において総力をあ

げた対応が行なわれております。今後とも各

省庁等が密接に連携し、政府が一丸となって

警戒に万全を期すと共に、各般の対策を実施

いたしてまいりたいと考えております。」(中
山) 
 これを受けて北海道開発庁長官を務める

二階運輸大臣は、「運輸省としては、旅行者

全員の避難を確認すると共に、巡視船など１

０隻、航空機 8 機とテレビ画像伝送装置を
配備するなど警戒態勢を強化している。また、

北海道開発局としては地震活動の監視のほ

か、現地周辺の交通規制などの対応に当たっ

ており、他の省庁と緊密に連携して適切な措

置を講じたい」と報告しました。 
 これに関連して青木官房長官は、「地震活

動は依然として高い水準で推移していて、引

き続き予断を許さない状況が続いている。現

地では現地連絡調整会議を開いて、噴火した

際の行動計画の策定や、観測態勢の一層の強

化について検討しており、厳重な警戒態勢で

万全を期していきたい。また長期化した場合

の住宅対策も含めて取り組みたい。」と話し

ています。 
 
D09-15  0331 東京 R230変動 K3 全国
ニュース 
 今日午前、北海道防災会議の火山の専門委

員がヘリコプターで上空から調査を行なっ

たところ、「昨日見つかった外輪山北西部の

亀裂に加えて、山頂西側の小有珠の部分でも

新たな亀裂」が見つかりました。また洞爺湖

温泉に近い断層が広がっているのが確認さ

れました。更に、洞爺湖から虻田町に抜ける

国道 230 号線付近でも新たな亀裂が見つか
りました。 
このため気象庁は、「火山活動は活発な状

態が続いている」として、午前 11 時 50 分
に警報に当たる三回目の緊急火山情報を出
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して、「厳重な警戒を続けるよう」呼びかけ

ています。 
 
D09-16  0331 札幌 R230変動 K3 札幌
からニュース 
 有珠山は「今日になって小有珠に新たな亀

裂が見つかったほか、昨日山麓で見つかった

亀裂が更に拡大している」のが確認され、気

象台では緊急火山情報第 3号を出して、「今
後の火山活動に厳重な警戒を続けるよう」呼

びかけています。 
 「現地の火山噴火予知連絡会委員による本

日朝の上空からの観測によれば、小有珠に亀

裂があり、洞爺湖温泉の断層群も更に発達し

拡大しています。また本日朝、洞爺湖から虻

田に抜ける国道 230 号線沿いに昨日になか
った新たな亀裂を確認しました。今後の火山

活動に厳重に警戒してください。」（気象庁本

庁で小宮火山課長の記者会見） 
 上空から観測した北海道大学の勝井義雄

名誉教授によりますと、「昨日見つかった山

の北西側斜面の地割れは二ヶ所とも長さが

伸び、幅もやや広がっている」ということで

す。これについて勝井名誉教授は、「地下の

マグマの活動が活発に続いていて、地盤を押

し上げ続けていることが裏付けられた。」と

話しています。 
 一方、昨日まで一時間当たり１００回前後

にのぼっていた地震回数は、一時間当たり

30 回から 70 回程度とやや減っていて規模
も小さくなっていますが、気象庁は警戒を呼

びかけています。 
 
D10-01 0331石井直前解説(札幌局からの
13 時のローカルニュースが終わり、札幌局
から解説番組始る) 

 Q；有珠山の模型がありますが、亀裂が見
つかった場所から教えてください？ 
 記者；今日新たに(亀裂が)見つかったのは
小有珠と呼ばれるところ、一番高い大有珠の

山頂から西側に当たります。今朝火山噴火予

知連絡会のメンバーがヘリコプターで上空

から確認しました。それからもう一つ、洞爺

湖温泉街から虻田町の中心街へ抜ける 230
号線という国道がありますが、有珠山の西側

になります。いずれも昨日はなかったもので

す。 
 Q；昨日見つかった亀裂が拡大していると
いうことですが、これはどういうことなので

すか？ 
 記者；昨日見つかったものは、有珠山の北

西にある外輪山の北屏風山西側の尾根付近

と、洞爺湖温泉街から壮瞥温泉街にかけての

地域ですが、これ等がいずれも更に発達して

広がっているということです。 
 Q；それはどういうことを意味しているの
ですか？ 
 記者；大きく言いますと国土地理院が、伊

達市と壮瞥町それに虻田町で、ちょうど有珠

山を取り囲むような 3 つの点でいわゆる人
工衛星を使ったGPS測量というのをやって
いまして、そのそれぞれの距離が広がってい

るということが分っています。これは地下か

らマグマが湧き上がってきて、地盤を押し上

げている。その結果こういった形で幾つかの

亀裂ができているのではないかと考えられ

る訳です。 
また重要なことは、今回は小有珠で見つか

ったということで、昨日まで見つかったのは

大体山の北西側、今回は西側から山頂の方で

見つかっているということで、地殻変動の区

域が昨日と比べて広がったのではないかと
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いえるわけです。それで気象庁は警報に当た

る緊急火山情報第 3 号を出して厳重な警戒
を呼びかけているわけです。  
 Q；地震の回数は昨日までに比べると減っ
ていますが、これはどうみますか？ 
 記者；地震はおととい夕方以降は小さいも

のまで含めますと一時間辺り百回程度にの

ぼっていました。ところが昨日夜から、今日

午前中にかけては、一時間辺り 30回から 70
回と減っています。更に規模も小さくなって

います。しかし気象庁の小宮火山課長は、今

日午前中の記者会見で、「全体としては地震

が多い状況が続いていることには変わりな

い、明治 43年の大噴火の時にはいったん地
震の回数がへってそのあと噴火がおきてい

る」ということを説明しています。つまり今

後も、火山活動に厳重な警戒が必要だという

ことがいえます。 
 Q；油断をしてはいけないということです
ね。 
 記者；そうですね。 
 
D10-02 0331噴火開始時 
 （札幌局からの解説放送続く） 
有珠山は今日になって小有珠に新たな亀

裂が見つかりました。昨日山麓で見つかった

断層や地割れが更に拡大していることが確

認されました。気象台では警報に当たる緊急

火山情報の第３号を出して、「今後の火山活

動に厳重な警戒を続けるよう」呼びかけてい

ます。室蘭の地方気象台によりますと、「有

珠山では今朝の上空からの観測で、最も高い

大有珠の西側にある小有珠に新たな亀裂が

見つかりました。昨日見つかった洞爺湖温泉

街の断層も更に拡大しているのが確認され

ました。」(アナ A) 

（画面は上の最後の語句の途中で札幌の

スタジオの対談から伊達からの有珠山の映

像中継に切り替わる。映像に切り替えた段階

で、既に西麓の二ヶ所で噴煙が上がっている

のが確認できるが、しばらく誰も気がつかな

い状態が続く） 
 Aアナ；また、「山の西側の洞爺湖から虻
田に抜ける国道２３０号線にも亀裂が新た

に確認された」ということです。今中継で伊

達からの映像をご覧頂いています。伊達から

見た有珠山の全景です。大有珠が見えます

が・・・」 
（ここで画面は伊達からの映像から洞爺

村からの有珠山の中継映像に切り替わる、既

に噴煙が大きくもうもうと上がっているが、

まだ誰も気がつかない様子）。 
Aアナ；少々お待ちください。洞爺村から
見た画像に切り替わりました。今ご覧頂いて

いますのは洞爺村のカメラから見た有珠山

の全景です。 
Bアナ；えーと、何かちょっと・・。 
Aアナ；煙が上がっています。（スタジオ
で解説中の 2 人はここで噴火発生に気が付
く）。 

Bアナ；そうですね、普段の見える白い水
蒸気の・・。（この言葉の途中で、画面には｢有

珠山の噴火を確認、厳重な警戒を気象庁呼び

かけ｣というテロップが表示された。テロッ

プはとても迅速だった。） 
Aアナ；あ、状態がちょっと変わってきま
した。 

B；有珠山の噴火が確認されたようです。
気象庁は「厳重な警戒を」呼びかけています。

普段の白い煙とは明らかに違うもくもくと

した灰色の大きな煙が上がっています。 
Aアナ；有珠山の噴火を確認したようです。
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厳重な警戒を気象庁では呼びかけています。  
（札幌局から東京のスタジオからの、臨時

の全国ニュースに切り替わる） 
東京アナ；ここで有珠山の噴火のニュース

です。今月 27日から火山性の地震が続いて
いる北海道南西部の有珠山で噴火が確認さ

れました。気象庁で厳重な警戒を呼びかけて

います。現在ご覧いただいている映像は、洞

爺湖を挟んだ北側から見た有珠山の映像で

す。およそ 12キロ離れた洞爺村からみてい
ます。 
有珠山の北西側の斜面から灰色の噴煙が

上がっているのがみえます。気象庁によりま

すと「北海道南西部の有珠山が今日午後 1
時１１分に噴火」しました。有珠山の近くに

お住まいの方は、自治体から出される情報に

十分注意してください。 
 
謝辞； 
 ここで用いられたテレビ報道は、NHK（全
国放送、札幌放送局による北海道地区向け、

および室蘭放送局によるローカル番組）、北

海道テレビ放送（HTB、テレビ朝日系）、札
幌テレビ放送（STV、日本テレビ系）、北海
道放送（HBC,TBS 系）、北海道文化放送
（UHB、フジテレビ系）、およびテレビ北海
道（TVH、テレビ東京系）によるものであ
る。報道記者やレポーター、カメラマン、支

援スタッフを始めとする、各社の熱心な取り

組みと報道努力に対して、心からお礼申し上

げます。 
個々のクリップが放映された正確な時刻

やどこのものであるかは、旧式の機器の関係

で自動的に判別できなかったため、個々のク

リップ書き出しに対応した記述はできなか

った。今後の検討課題である。緊急時に活躍

されたメディア各社の総力をあげた取り組

みに感謝すると同時に、将来の災害の予測時

や警戒期における減災達成の参考にすこし

でもなれば幸いである。 
またここでは、特に科学者による社会対応

を注目した結果、多くの研究者の皆様の言動

を一部は余りにも詳細にわたって記録する

結果になったかもしれない。良く知られたこ

とではあるが、本人がその時一番言いたかっ

たことと、実際社会に伝えられたこととの間

には、大きな隔たりがあることが多い。また、

ここで用いられた原材料は、報道を全てにわ

たってカバーしているものではなく、ごく一

部だけしか用いることができなかったもの

も多い。 
しかし、これ等の不十分さが背景にあると

しても、筆者はこの様な記録が、今後の解

析・検討において、実際はどうであったかと

いう出発点を記録する重要な事実を提供し

ていると信じている。今後の検討や解析に当

たっては、個々の科学者の意見を反映させる

ような作業も必要であろう。あらためて、こ

こに解説やインタビューに応じた多くの科

学者達のご協力に対し、心からの謝意を表す

る。 
 2000年噴火当時、北海道防災会議火山専
門委員で気象庁火山噴火予知連絡会有珠山

部会委員であった勝井義雄北大名誉教授並

びに宇井忠英北大教授に、心からの謝意を表

します。 
 本研究は、三松三朗、岡田純、岡田房枝、

岡田郁の支援・協力がなかったら実現できま

せんでした。1983年秋以降の長年にわたる
労力とご支援に深く感謝いたします。 
 また、多くのマスメディアの皆さんには、

地域住民の安全と、安心できる生活支援への
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共通の目的の下で、緊急多忙な中にもかかわ

らず、あるべき災害報道の一つを創りあげる

努力を共有し、その結果それなりに一定の評

価を受ける結果が得られたと思われること

について、心から感謝を表するとともに今後

の減災への更なる一歩を期待します。 
  
 なお、本研究は文部科学省科学研究費特定

研究「火山爆発のダイナミックス」（総括代

表井田喜明、A05 班火山噴火の長期予測と
災害軽減の基礎研究班代表岡田弘、

2002-2003年）、および北海道防災会議受託
研究「北海道の火山の研究；有珠山」（代表；

岡田弘、2001年度）による研究成果の一部
である。関係者に心から謝意を表します。 
 
本研究で作成されたビデオクリップは、し

かるべき法整備がなされるまで、公開されま

せん。また、如何なる目的でもビデオクリッ

プのコピーでの提供はできません。しかしな

がら、研究資料としての重要性と防災行政な

どでの将来における重要性を考慮し、複数場

所での安全な保管と管理が可能となる方策

を見出したいと思っております。 
 
引用に当たっては、「岡田弘(2004)；2000年
有珠山噴火前兆期のテレビ報道記録解析に

よる噴火予知と減災記録．火山爆発のダイナ

ミックス(第 2巻)．平成 15年度科研費報告
書（姫路工大伊田喜明代表）．」として下さい。 
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