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１. はじめに 
 近年の噴火では映像記録は噴火現象を

直接示す有力な手段となっている。また、

噴火が活発に継続している間は直接火口

に近寄ることは危険な場合が多いので、

特にズーム撮影された映像により、噴煙

の形態の変化や時間的拡散等、噴火現象

それ自体の推移をより詳細に理解する貴

重な観測資料ともなる。 
 公的な機関によって撮影・記録された

映像のみならず、ホームビデオの普及に

よって放送各局が独自に捉えた多様な映

像も有力な研究素材である。これらの情

報を時間の経過を追って、収集・解析・

再構築し、実際の活動推移をなるべき正

確に擬似的再現をはかることは、改めて

噴火の様式や火山活動の推移を再考し、

そのメカニズムを論ずる機械を保障する

と共に、次の時代の減災達成に向けた重

要な記録ともなる。 
 また、緊急・混乱時には、誤報に近い

ものも含めて放送各局が伝えた火山災害

の発生や予測等の情報伝達のあり方は、

災害時の情報収集や広報活動等、今後の

防災対策上においても検討するに値する

ものと考える。 
 
２. ビデオクリップ映像の選定 
 現在までに検討及び抽出の対象とした

映像は、 
（１）自衛隊映像伝送班撮影による監視映 

像、 
（２）北海道開発局によるヘリコプターに 

よる監視映像、 
（３）研究者によるビデオ記録（勝井義雄、 

荒牧重雄、岡田弘など） 
（４）住民によるビデオ記録（勝然ビデオ） 
（５）及び伊達市で収録したテレビ報道の 

ホームビデオ録画 
である。 
この報告書で主な対象としたのは（５）

の部分であり、ビデオクリップの作成期
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間は、3月 31日(金)13:07の噴火開始時か
ら、翌日 4 月 1 日（土）の金毘羅火口で
の噴火開始時までと、その直後の４月 2
日（日）までである。 
 ビデオクリップは、噴火発生の認知や、

火口が移動した 2 日目の噴火の認知、噴
煙の形態や高さ等の噴火様式の判別や火

口の状況、地表付近の変動等が映像から

読み取れるもの、2000年噴火の噴火災害
で顕著であった噴石の放出、落下する瞬

間や時間経過などをとらえた映像等に特

に注目してクリップ部分を選定した。火

山災害の情報伝達の事例としては有珠山

で最も危惧された火山災害の一つ、「火砕

流報道」に特に着目した。 
  
 ３. テレビ映像ビデオクリップの内容 
 付表１～付表４に作成したビデオクリ

ップの概要を一例として示す。撮影され

た日時と時刻については、収録された機

材が自動的に時刻を記録することができ

ない旧式機材であったため、時刻は別紙

メモとして記録されていたり、或いは画

面に時刻が表示されていた例などのよう

に、正確な時刻が明らかな場合もある。 
しかし、多くは、一部時刻の推定が可

能な場合もあるが、貴重な映像であって

も時刻の推定に検討を要する場合も少な

くない。現在まだ作業が進行中のため、

暫定的な推定時刻を含む場合もあるが、

表１は現在までに作成したビデオクリッ

プを時間の経過を追って、例示するだけ

に留める。 
 次にビデオクリップを作成する過程で

判明した主な着目点を以下に述べる。 
 

 ① 噴火開始時刻と噴煙の高さ等 
  当初、西山火口群からの噴火開始時

刻は混乱していた。既に噴煙が上がり、

噴火が開始していた時刻を示す明瞭な

映像が多く残っている。報道ビデオで

は、NHK札幌放送局スタジオからの北
海道向けの解説報道の最中に、最初の

噴火が発生している。 
画像がスタジオから伊達市役所から

の現地カメラに切り替えられたときに

は、既に黒煙が西麓から立ち上がって

いた。更に、北西側の月浦のカルデラ

縁からの中継カメラに切れ替えた時に

は、噴煙はもうもうと画面一杯を覆っ

ていたが、噴火を確認するにはかなり

の時間を要していたことが分かる。し

かしながら、カメラ映像で噴火を確認

してから、「有珠山の噴火を確認、厳重

な警戒を気象庁は呼びかけ」というテ

ロップが画面を流れたのは、ほとんど

噴火確認と同時で、極めて迅速であっ

た。 
金毘羅火口群からの噴火は、現在に

至ってもなお、噴火開始時刻は明確に

特定されていないが、噴火が開始した

とされる時刻より前に噴煙が立ち上が

る様子を、NHKの放映されていた映像
記録は捉えていた。あれだけの警戒態

勢がとられていたにもかかわらず、迅

速に噴火開始を把握できなかった経過

はや、噴火発生時刻の問題は、別途議

論の必要があろう。 
  ３月 31日の最初の噴火では、室蘭地
方気象台による 14:05 発表の臨時火山
情報第 11 号では、噴煙の高さは 3200
ｍ（14:00現在）とされている。しかし
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ながら、噴煙が垂直に上昇したあと地

上風によって北東方向に「折れ曲がる」

ように拡散している状況が、風向と垂

直方向の虻田町三豊の高台で観察され

ており、火口直上の噴煙の最高高度は

約 500m であり、これを大きく超えた
ことはなかったことが各種の映像記録

から明らかになっている。 
  噴煙高度は、噴火の様式を示す一つ

の最も重要な指標である。噴煙の流れ

る方向と直交する方向から捉えた映像

等、多数の映像を比較した上で、更に

検討する必要がある。特に、その後の

警戒期では、噴煙の高度を想定して火

砕サージの予測される範囲をエネルギ

ーコーンモデルで推定したこともあり、

避難対策の面からも再評価を必要とし

ている。 
 
② 噴煙の形態、噴火の様式 
噴火直後に、噴煙の根元付近からリ

ング状に広がる噴煙が認められた。西山

麓火口 
群、金毘羅山火口群、それぞれについ

て噴煙の形態や噴火の様式、噴火が断

続的なタイプで継続していたことを示

す映像が多数得られた。コックステー

ル型、ジェット型、カリフラワー型と

呼ばれた噴煙の形態の典型例や、これ

らの中間的な例、特に一部の金毘羅火

口群からの噴火に特徴的な水分をかな

り多く含み、激しく噴出すような噴火

等の映像が報道ビデオなどで確認でき

る。 
 これらの噴火は複数の火口から断続

的に起こっている。噴火の推移と噴火

の様式を論じるには、時間経過やどの

火口からの噴火であるかを特定した上

で、可能な限りの資料を下に慎重に論

ずる必要がある。 
 
③ 噴石による被害 

  2000年噴火では、結果として、幸い
人的被害もなく噴火が終息したが、特

に噴火開始直後に落下した噴石は、大

きな破壊力をもつリスクの高いもので

あった。火口から飛び出す噴石や落下

する瞬間、建物の上に落下した噴石を

空から捉えた映像等、避難が遅れた場

合にはかなりの人的被害が予想される。 
噴煙が飛び出す映像は、各社が撮影

し報道しているが、ある社の報道では、

三豊の高台から噴石をズームで追いか

け、地上に衝突して積雪や土砂を四方

へ大きく跳ね上げる映像を報道してい

る。噴石のリスクを知る上で世界的に

見ても極めて貴重な映像である。 
最初の噴火時に、報道陣・研究者・

消防からなるグループが、西麓の国道

230 号線上で初期の小規模な噴石に遭
遇した映像が、噴火後に繰り返し報道

されていた。この件については、同行

した消防署員の手記などでも経過が明

らかになっている。小規模な噴火では

あったが、実際には極めて危険が場面

があったことが分かる。なお、このグ

ループの組み合わせは、ちょうど雲仙

岳の 1991 年 6 月 3 日に規制区域内で
43名が犠牲となった組み合わせと似て
いる。 

 
 ４．火砕流報道について 

 3



  火砕流の発生については住民も報道

機関も、当初より関心が高かったこと

を示す映像が多い。また、噴火開始直

後に、一部で火砕流が発生したことを

伝える情報や報道がなされた。 
新聞記事ファイルによると、ちょう

ど新聞記事の締切時刻頃の噴火発生だ

ったこともあり、「火砕流が発生」、「23
年ぶり火砕流確認」、「内浦湾側へ火砕

流」、「海の方へ火砕流」、「火砕流発生

の情報も」、「大規模火砕流が発生」と

いう大きな見出しの記事が、3月 31日
の夕刊と 4 月 1 日の朝刊を一部で飾っ
たが、大きな社会的な混乱はなかった。 
当時、伊達市におかれていた国の現

地対策本部では、国や地元行政と研究

者群が噴火の状況を把握し、迅速な対

策に取り組んでいた。内閣官房の内閣

安全保障・危機管理室の関克己内閣審

議官が陣頭指揮を執り、虻田町・壮瞥

町・伊達市なの地元行政や、道庁・胆

振支庁・北海道開発局・自衛隊・気象

庁などのメンバーでごった返す中で、

どこでどんな噴火があったのか、新た

な危険域はどこか、警戒点は何なのか、

ハザードマップを広げた机を囲み検討

が行なわれた。 
当時、火山の研究者で現地対策本部

に詰めていた主なメンバーは、勝井義

雄北大名誉教授、荒牧重雄東大名誉教

授（元北大教授）、宇井忠英北大教授と

筆者の内の 1人(岡田)であり、笠原稔北
大教授や火山噴火予知連絡会事務局の

山里平氏なども同席していた。記録に

よると、対策室に火砕流発生の情報が

もたらされたのは 14:08で、「火砕流が

発生したという情報が警察からあるん

ですが」との連絡で、それに対して研

究者からは直ちに「流れていない」と

明確な返事がされている。 
対策官は、今後どのような噴火に発

展する可能性があるか気がかりだった

と見え、なお説明を求める中で、「火砕

流までは今はいかない？」とご自身で

再度確認の質問をしている（14:09）。
研究者は再び、直ちにその心配はない

と返答した。 
しかし、なお心配だったようで、室

内の全メンバーに声をかけ、「先生達に

再度噴火の状況を簡単に説明してもら

います」と、岡田・宇井・勝井の順番

で、やや詳しい説明が 14:10-14:14に行
なわれた。この解説は、噴火の実態に

応じた共通の認識を研究者群と防災行

政の執行部が共有できたという意味で、

非常に重要な出来事だったように思う。 
この中で、火砕流については、「噴火

は低いところ。水がある環境下で、こ

のまま大規模な火砕流噴火になる可能

性はありません」(岡田)、「こういう噴
煙が続いている間は、火砕流の心配は

いらない」(宇井)、「この程度の噴火で
火砕流など広域的な災害は起こらない

ですね」(勝井)という解説がなされてい
る。 
また、この対策室内での解説に続き、

対策本部は同じ説明を記者達にすぐ行

なって欲しいと研究者に要望した結果、

14:16 より伊達市役所の市議会議場を
会場に、説明会がなされている。その

後の報道ビデオでは、この時の録画部

分が繰り返して使われている。記者説
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明会では、「一部、火砕流という情報も

ありましたが、火砕流はこの様な噴火

で心配する必要はございません。」と説

明されている（この項 14:17に言及）。 
気象庁からの正式な解説が後に示さ

れるまで、噴火から２時間程は、火砕

流情報が錯綜し、放送番組によって対

応に差異が見られた。なお、31日の噴
火発生後に出された気象庁の 7 回の火
山情報（緊急情報１、臨時及び観測情

報各 3）では、火砕流についてはまった
く記述がない。 

 
 ４. まとめ（今後の展望） 
現在、2000年噴火の 4月 3日以降の報
道ビデオについても、時間の経過に伴う

噴火の推移を記録するビデオクリップを

順次作成中であり、急速に地溝などの断

層地形が発達し、溶岩ドームの成長が予

見された段階での「条件付爆発予測」に

たいする社会的緊迫対応と、その裏で進

められた規制区域への一時立ち入り、避

難解除、更に過度の警戒に対する軌道修

正の経過など、について検討を進めたい。

当面、現地伊達市で 4月 12日に開催され
た火山噴火予知連までの重要な時期をほ

ぼカバーするためには、４月 15日頃まで
の報道ビデオを対象に研究を継続する予

定である。 
 また、様々な放送番組の中で解説等を

担当した多くの研究者群による解説や報

道内容を検証し、火山噴火のような今後

の展開を予測することが極めて困難な場

合に、いかに正確かつ迅速に情報を共有

し伝えていくかを考察していきたい。 
 

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
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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、現地で共同で対策助言
に当たった、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

員の勝井義雄北大名誉教授並びに宇井忠英

北大教授、および偶然噴火開始時に間に合

って現地対策本部入りをし貴重な記録を残

すことになった荒牧重雄東大名誉教授（元

北大教授、元道火山専門委員）の皆様に、

心からの謝意を表します。「４．火砕流につ

いて」の項は、本来宇井、勝井、荒牧教授

たちが連名となるべき内容でありますが、

ここでは速報的な扱いとさせていただきま

した。 
 本研究は、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。長年にわたる労力と支援に深く感謝

いたします。また、岡田純氏には、噴火開

始時を含む前後約 10日間については、春休
みの期間を用いて対策本部で科学者対応の

ボランティア援助で協力いただきました。 
 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・堺幾久子

(2004)；2000年有珠山噴火のビデオクリッ
プ作成（その 2；噴火開始直後から 4 月 2
日まで）．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
井田喜明代表）．」として下さい。 
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      第 1図 最初の噴火直後の現地対策本部における危険域拡大助言に基づく 
       避難区域の緊急拡大作業、ハザードマップが机上に広げられ、所 

元行政と内閣審議官が新しい避難区域を検討している。 
2000年 3月 31日 13:26頃、岡田弘撮影 

 

 
 
第 2図 国の現地対策本部では、どこでどんな噴火が発生したかについて、緊急の説明会 

が、まず対策室でもたれ、その後伊達市議会議事堂にて、記者への説明会が開催 
され、「火砕流の発生の心配はない」と科学者達により解説が行なわれた。 
2000年 3月 31日 14;17頃、荒牧重雄撮影ビデオより合成。 
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