
２０００年有珠山に関する壮瞥町住民説明会 

（２０００年５月６日開催、壮瞥町公民館） 
 
司会者あいさつ 
司会をさせていただきますのは壮瞥町企

画調整課田鍋と申します。どうぞよろしく

お願い申し上げます。有珠山が噴火いたし

まして一ヶ月が経過いたしました。 
今回はご案内の通り、北海道大学の宇井

忠英教授、岡田弘教授、両教授をお招きい

たしまして、火山活動の現況について直接

住民のみなさまにお話をいただく機会を設

けました。先生方には日頃、日夜の観測活

動の中で大変ご多忙なところではございま

すが、上記の趣旨をご理解いただきまして、

急遽現況報告会を開催することができるこ

とになりました。ここで改めて感謝申し上

げたいと思います。 
限られた時間ではございますが、この機

会に有珠山の活動に対する理解と認識を深

めたいと思っている次第でございます。で

は先生方のお話の前に、町長からご挨拶申

し上げます。 
 
山中漠壮瞥町長のはじめのあいさつ 
それではみなさま、ご苦労様でございま

す。主催者を代表いたしまして、一言だけ

ご挨拶申し上げたいと思います。 
もう有珠山が活動いたしましてから約一

ヶ月が過ぎている訳であります。今日会場

にお集まりの皆様方の中には、長い避難生

活をおくられて、またその真っ最中の方も

おられらると思います。また、壮瞥町民だ

けではなく、虻田町のみなさんそれから伊

達市の方もおられると思います。 

みなさん方が一番ご心配になっておられ

る、いわゆるこれからこの有珠山の活動は

どのようになっていくのか、ということに

つきまして、直接宇井先生そして岡田先生

の両先生方がじかに住民方のみなさまにお

話をなさりたいということでございまして、

私ども壮瞥町と致しましても、そう思って

いたところでございまして、私どももそう

いう準備をさせていただいた訳であります。 
皆様方にご注意申し上げますが、いろい

ろと誤解もあろうかと思います。今の状況、

なかなか帰宅ができない、帰ることもでき

ない。足も踏み込めないという事態につい

て、いわゆる火山学の先生方の判断がある

のではないか、そういう先生方の判断で

我々は帰れないのではないかという、そう

いう一部間違った認識があろうかと思いま

す。決してそういうことではございません。 
これはあくまでも、学者の先生方の見解

について、私ども行政が十分な理解をして、

それに基づいて行政の判断でこの措置をし

ているということでございまして。火山学

の先生方の判断に基づいてそういう措置が

行われているということでは決してござい

ません。そういう意味で、今日はご理解い

ただくために、現在最新の知見ということ

で、皆様方に岡田先生及び宇井先生が皆様

方に直接火山のについてご説明するという

趣旨で、ご理解をいただきたいと思います。

それでは、よろしくお願いいたします。 
 
司会者 
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それでは早速報告会に入らせていただきた

いと存じます。お招き致しております先生

方を簡単にご紹介いたします。まず、北海

道大学宇井忠英教授。同じく北海道大学岡

田弘教授です。 
 
今日の説明会の内容について 
（宇井忠英） 
 北海道大学の宇井でございます。みなさ

んこんばんは。ちょうどこの会場で、昨年

の９月下旬だったかと思います。正確な題

は忘れましたが、こういう火山の地元の町

で、活火山と共生をして生活をしていく、

そういう意識を持って防災講演会を致しま

した。 
その席で、皆さんから質問を受けました。

「有珠山は３０年から５０年周期で噴火す

ると聞いているが、今どうなっているの

か？」そういうご質問を受けて、確かこん

な説明をしたかと思います。「３０年から５

０年といってもそう正確に律儀にやるもの

ではない。明日はまあ大丈夫だろうが、来

年のことは分からない。」確かそんな趣旨の

ことをお答えいたしました。それが残念な

がら、現実のものになってしまいました。 
今日これからやりたいと思っていること

は、概略申し上げますと、最初に、今日現

在の９時から１０時迄、隣におられる岡田

教授と一緒に、自衛隊のヘリコプターで有

珠山上空を飛びました。その時撮ったビデ

オを若干２０分程度お目にかけます。 
その上でやりたいと思っていることは、

ふつうの講演会と違って、毎日毎日の観測

結果、これを我々は火山噴火予知連絡会の

組織の中でデータを検討し、その結果に基

づいて、伊達市役所４階の（国の対策本部

の)記者会見室で、記者の方々にデータもお
渡しして、いわゆる記者レクチャーとして

ご説明しております。 
しかしながら、実際にはテレビとか新聞

紙上に現れるのは、実際はずいぶん時間を

かけて、それから資料も１０ページあるも

のをお渡ししても、記事は割合短い要約し

たものだけがでてくる。それでは我々がど

んなデータをつかんで、どんなことを危惧

しているかなかなか理解していただけない

のではないかと思っている訳です。今日は、

記者レクチャーのミニチュア版のように、

ここで生のデータをお目にかけて、みなさ

ん方に直接ご理解いただく。そういう趣旨

でやっていきたいと思います。 
 
災害時のコミュニケーションと連携

（岡田弘） 
 1993年、隣の国のフィリッピンのマヨン
という火山で、一番最初の噴火で火砕流が

でて、70 人ほどの人々が亡くなりました。
その調査に、私が中心になって（数名で調

査に）行った訳ですが、その時神戸大学に

おられた宇井先生にも一緒に行っていただ

いて、アメリカからの研究者と現地で落ち

合い、一週間足らずの調査研究を行いまし

た。 
その時、我々は色々な経験を積んだと思

いますが、今考えて見ますとそういう噴火

して避難している中で、PHIVOLCSと呼ば
れるフィリッピン火山地震研究所という二

百何十人かの国立の研究組織がありますが、

そういうところの若い研究者が、宣伝カー

みたいなものにスピーカを乗せて避難キャ

ンプに乗り込んでいって、火山活動の状況

を非常に丁寧に話すんですね。やはりこう
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いう対応が日本では非常に足りないのでは

ないかと思っておりました。 
私ども、伊達市役所の４階の対策本部で

記者レクチャーというものをやっておりま

すが、やはりそれでは本当に必要な住民の

皆さまになかなか分かってもらえることが

非常に少ないのではないか、もちろんそれ

は大変重要ではありますが、直接語りかけ

ることが、（監視と情報を受け持つ）気象庁

を含めて、もっと日本でもあってしかるべ

きだ。そういう直接の対話なり解説がやは

り足りないのではないかと感じておりまし

た。 
今まで火山災害を防ぐためにはどうすれ

ば良いかということで、マヨンの研究調査

などが契機になって、実は宇井先生が中心

になって、こういう「火山噴火と災害」と

いう東京大学出版会から本を出しておりま

すが、そこで公表している内容につきまし

てはあとで OHP を使ってお話したいと思
います。火山災害を軽減するということは、

実は学問だけをやっていればできるもので

はないし、観測だけやっていてもできる訳

ではないですね。 
どうしてかというと、火山災害、特に人

的な災害というものは、そこに住んでいる

住民が被害に遭う訳です。ですから住民の

ことを抜きにして、どんな観測をして、ど

んな研究をして、どんな情報を流してもそ

れは役に立たない。やはり住民をどうやっ

てその危険から救うのかというということ

について、それぞれの分野で住民の安全を

支えることを（協力して｝やらなければな

らない。 
その支える３つの柱があります。その一

つは明らかに研究者であり、観測者です。

日本でいうと気象庁、大変頑張って現場の

人達が苦労しておりますが、それに加えて

国立大学というもの、これは日本の噴火予

知計画の半分ぐらい担っておりますが、私

どもの有珠火山観測所は壮瞥町に２３年間

いて、地元からの支援を受けながら何とか

頑張って、噴火の前から有珠山を相手に取

り組んでいた訳です。もちろん有珠以外の

山はこの間に噴火しておりますが。そうい

う研究・観測というものがひとつの柱にな

ります。 
あと二つ柱がありまして、もう一つは実

は行政ですね。行政というものは何ができ

るかというと、行政判断ができます。行政

判断に必要なものについては、お金があり

ますから実行できます。研究者や観測者は、

観測しますがお金を持っていませんから実

行できません。実行のお金は持っておりま

せん。したがって行政的な判断によって長

期的な計画、防災対策を実際に実行してい

く、そういうことを実際に実行していく。

そういうものがもう一つの三角形の隅にな

っております。 
もう一つは、ここに今後ろに沢山おられ

るマスメディアの方々でありまして、こう

いう近代的な国家においては、マスメディ

アの働きが大変重要です。新聞の一面にど

ういう文字が出るかによって、世の中が

色々に変わってしまいます。非常に誤解も

生じますし、非常にうまくいくこともあり

ます。こういう三つの住民を支える足があ

ります。 
もう一度繰り返しますと、研究者・観測

者と呼ばれるもの。それから行政、防災行

政。それにマスメディア。これら三つがち

ゃんと喧嘩しないで住民を支えられるかど

 3



うか、住民はそういうことをちゃんと認識

して、自分の身を守るために努力、その最

後の判断は住民の決断にありますから。そ

ういう関係が防災では大変重要になります。

そういうことがこの本に書いてありますの

で、後で図版を見ながら少しご紹介したい

と思います。 
そういうようなことがありまして、今回

このような会が、今までも壮瞥町で、２０

何年間に何回やったか分かりませんが、こ

の席でも「次の噴火の時には、何日前に分

かるのかとか、何時間前に分かるか」とか、

ずいぶんなかなか返答し難い質問を住民の

皆さまから受けたことを覚えておりますが、

その時私どもの頭にあったことはですね、

明治の噴火で、１９１０年の噴火で、噴火

予知に成功して、室蘭警察署長さんが山か

ら１２キロの住民に噴火の２日前に避難命

令を出し、噴火の１日前に住民を完全に避

難させてしまった。それで金毘羅山から噴

火が始まった。今回と同じ金毘羅山ですね。

まだ観測も火山学も始まらないような時代

にそういうようなことがありましたから、

次の機会にそういうこともご紹介したいと

思います。 
次の時の我々の責任は大変重いという重

荷を感じておりました。今回幸い、一発目

の噴火につきましては、火山が我々に色々

教えてくれました。特にこの会場の隅に勝

井先生がおられますが、ヘリコプターによ

る調査では、私も宇井先生も見落として見

つけられなかった山頂の断層を、勝井先生

が最後に現場を離れるときに「ああ！あれ

あれ！」と指摘されたことが、今回の始め

の立ち上げを助けている。地震だけでなく、

山の山頂が割れ始めているということが、

我々の緊迫感を高め、住民一人も怪我もな

く避難できるという結果に至ったものと考

えています。 
その後も色々の経過がありますが、はじ

めに今日９時から１０時までのヘリコプタ

ーによる調査時のビデオの一端を、宇井先

生が撮られたビデオをご紹介したいと思い

ます。 
 
空撮ビデオ映像の解説（宇井忠英） 
 それではビデオをこれからこれからお目

にかけますが、ちょっと必要な細かいとこ

ろだけ補足説明をいたします。飛行コース

としては、まず最初に北のほう、洞爺湖温

泉の辺りから、火口の方へ回っていきます、

そして何回か旋回いたします。それから特

に、今日現在見えている特徴的なところだ

けクローズアップで映ります。 
今、洞爺湖の湖面から映り始めています。

壮瞥温泉地区から、そのうち洞爺湖温泉が

映ります。画面でお分かりでしょうが、こ

の辺りは一見何事もないように見えていま

す。この辺まではあまり火山灰もあり真先。

これは二つある火口のうち、山側にある火

口です。直径はだいたい１００ｍぐらいあ

ります。お分かりでしょうが、今噴石がこ

ういう風に吹き上げて、落ちてくるところ

が今ちょっと映りました。 
これは虻田町のゴミ焼却場のあたりです。

この辺りは、沢山の火口が開きました。ち

ょっとだけ火山灰混じりで、主に水蒸気主

体の噴煙です。火口の中には温泉水が溜ま

っています。これが国道２３０号線の辺り

で、目で良く見えませんが断層でずたずた

に割れています。こちらはいわゆる避難道

路の方で、やはり断層でずたずたに切れて、
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ちょっとクローズアップで映ります。 
この火口はだいぶ火山灰を出していたの

ですが、ここ２－３日は水蒸気主体で火山

灰はあまり含まれていません。このところ

に池ができています。結果的に低いところ

に水が溜まって池ができています。これは

洞爺湖温泉に下りていくところの国道２３

０号線です。はっきり見えませんが、やは

り断層がありずれています。ピントあって

いないので少し飛ばしてください。ここは

泉地区の水が溜まっているところ。 
これは西山西麓火口のところです。火口

のところで断層でこれだけずれています。

アパートがここにあったのが完全になくな

ったところです。火口はかなり大きく開い

ていますが、実際に現在蒸気を主体で噴き

だしているところは、火口底の真ん中のと

ころに小さな穴が開いていて、そこから少

量の火山灰を噴出しています。 
ここは虻田町のゴミ焼却場です。地割れ

がだいぶ入っていて、建物自体もかなり傾

いています。規制区域は入れないため、今

のゴミ処理場の建物や煙突の角度を遠隔で

測って、地盤変動の状況を調べたりしてい

ます。 
この火口では、こういう風に噴石を吹き

上げています。噴石は、今日のところ火口

の中に溜まっていますが、最近の様子を見

ていますと、火口の外まで噴石を飛ばすこ

ともまだあります。 
洞爺湖温泉町に戻ってきました。地面の

色がだんだん変わってきて、濃い茶色から

薄い茶色になってきて、それから薄い灰色

へと変わってきて、火山灰の少なくなって

ゆく様子も分かります。 
ではこのくらいで。あまり同じものを見

ていても変わりないでしょうから。 
 
ＯＨＰによる観測データの説明 
（宇井忠英） 
 新聞記事などで記憶がある方もおられる

かと思いますが、火口はいくつあるか、明

治噴火と同じように沢山の火口が開きまし

た。一番基本的なデータは、火口がどこに

いくつあって、断層はどうなっているかと

いうようなマップです。自衛隊の航空写真

などから調べているのですが、火口の分布

とか断層の分布とかを示した細かいデータ

なのでその概要だけをご紹介いたします。 
 丸い形で数字の番号が付けてあるのが火

口でして、線が書いてあるのが断層の分布

です。それらの特徴はどうなっているかと

いうと、火口は大きく２つの地域に分かれ

ています。両方の火口域をつなぐ部分と、

火口を覆うように、断層群ができています。

空中写真で見ていると、こういう火口や断

層の分布が良く分かります。 
 これは建設省の土木研究所がレーザービ

ームを使って地形を測量するという手法に

よる結果です。実は、噴火の発生した３月

３１日には、この測量が行われていました。

４月２６日に行われた再測量の結果と比べ

てみると、どこがどの程度動いたか、実際

の変動分布と火口や断層の対応が良く分か

ります。断層がびっちりあるところと、も

っとも激しい６５ｍの隆起域は、ぴったり

と一致しています。６５ｍというのは、全

部が隆起量ではなく、隆起量プラス火山灰

の溜まった量を合わせた量になっています。

岡田さんここで何か付け加えることはあり

ませんか？ 
 （ここから岡田弘補足説明）マグマが平
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面的でみてどこに入ってきたかということ

が、このデータで初めて明らかになった訳

です。一番西側の隠れた溶岩ドームである

西山は避けた。また、もう一つ北西側の三

豊の古い山地も避けた。この二つの地形を

避けた窮屈な狭い地域しか、マグマが貫入

する場所が見つからなかった、ということ

になります。そういうことがこのレーザー

測量の結果から非常にはっきり分かります。 
その結果、このように曲がった卵形の隆

起域になった訳です。最初の火口群は、激

しい隆起域から外れた南東側にあります。

そこで初めて水に接触して噴火が起こり、

更に西方にマグマの注入が起こり、全体と

してこのような曲がった卵形の潜在ドーム

を作り続けたことになります。特に隆起量

の大きなところがこの図で黄色や赤い色の

地域です。 
もう一つ詳しくみますと、卵形の隆起域

の北西側に比べて南西側の隆起量が大きく、

更にその周辺部の隆起量の少な目の地域も

より広い範囲に広がっていることが分かり

ます。当日測量中に噴火が発生したため、

測量中のヘリコプターは緊急に避難しまし

た。そのため残念ながら南側のデータはあ

りません。しかし、北側はあまり膨れてい

ないのに、南側ではどうもかなり広域に膨

れていそうだということが分かります。 
このことが、南麓でＪＲの線路が曲がっ

たり、虻田町入り江地域を含む地域で道路

に地割れや変形等の被害を与えたり、高速

道路で橋を破壊したり路面がゆがんだりし

ています。このように南側では、隆起量の

少ない地域がより広くしみ出しているよう

に見えます。 
それは何故かというと、断面図を作って

みると南側の方が地形が低いんですね。そ

のため、マグマが入ってきても、どうも北

側を押すよりも南側の低い方を押しながら、

隠れた溶岩ドームを作り続けるということ

になったのではないかと思います。そのた

め、南側への張り出し変動はまだかなりの

割合で続いています。 
 今後どういう形になっていくかというこ

とを考えると、現在このような隠れた溶岩

ドームの生成は、その第一段階は大体終了

に近いと思います。次にはこの隆起域のど

こかを抜いて、溶岩ドームがでてくるかど

うか。あるいは、せっかく選んだ今回の隆

起域以外の場所へ新たな注入があり得るか

どうか、ということになるかと思います。 
現在まだ計算中でありますが、このよう

なレーザー変動図から、今回の活動に関係

したマグマの総量を知ることによって、過

去の噴火に比べて今回の活動がどのような

ものであるかについても、近々分かってく

ると思います。（ここまでの説明は岡田弘） 
 （ここから再び宇井忠英説明） 
隆起域の南側には、初期に火口が開きそ

の後顕著な噴火などはなく地形が鮮明に見

える場所があります。それに目をつけ、こ

ういう仕事をやった方がいます。遠目に見

て良く分かる火口が二つあります。ニック

ネームでＮ１およびＮ７と呼んでいる火口

です。同じ場所からズームをつけて写真を

撮る。そして簡単な計算をするとこういう

変動経過のグラフができます。隆起量は最

初激しかった、しかしその後だんだん緩や

かになった。現在もこのデータは測定中で

す。そういう状態です。先ほどの岡田さん

の話で、第一ステージの活動は今だんだん

収まっているような傾向が見える。だがど
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うもまだ続いているようだということです。 
 （岡田弘補足説明） 
この図から次のことが分かります。活動

初期の４月３日から４日まで３．５ｍ隆起

しています。ここはたかだか１８ｍ位しか

隆起しなかったところですから、この３倍

ぐらい一番隆起したところでは隆起した訳

です。そのことを考えると、最初は一日あ

たり１０ｍ位も隆起していたことに相当し

ます。そのくらいの勢いで最初の内は隆起

が続いていたと考えないと、６５ｍの隆起

に達しない訳です。 
 ところが、有珠山の過去の活動と全く違

うことがあります。一連の噴火に先立ち地

震が激しく起こりましたが、地震は山頂の

北西部及び南側で起こりました。この隆起

域や二つの火口が集中する地域では、全く

地震が起こりませんでした。これは今まで

の結果と大変違うことでした。我々は沢山

の分からない謎を抱えていますが、最大の

謎の一つは、何故噴火地点で地震がおこら

ないまま噴火してしまったのか。それにつ

いてはなかなか分かりません。 
しかし、前兆地震が最初山頂の北西部で

あったということは、北西部で地割れがあ

った。隆起があった。山の押し出しがあっ

たということと併せて、最初は山頂噴火を

マグマはねらっていた。それが噴火直前に

なって、どうも山頂は無理らしいというこ

とで、どうも西山麓の二つの地点に場所を

移して噴火に至った様です。 
山頂は無理だという理由は多分次のこと

にあります。おそらく山頂にある大有珠・

有珠新山というドーム群を避けたというこ

とですね。山頂でそれを動かしながら噴火

することをあきらめて、どこか潜っていっ

て、西山および金比羅山のところにたどり

ついて、そこで地下水に接触して噴火に至

ったということですね。 
（宇井忠英の説明に戻る） 
今回の噴火は、明治の噴火と良く似てい

るということを噴火のはじめから解説して

きました。この表では、今回の噴火活動の

推移を、昭和新山や明治の噴火など過去の

活動と比較してみました。大きくみて、や

っぱりこの一ヶ月で噴火の仕方が少し変わ

ってきています。 
一番最初、ここでは「カリフラワー型」

と書いてあります。特に噴火の初日に、地

下にあるマグマの中の高いガスの圧力がど

んどん高まって、ついには地盤が耐え切れ

なくなって、新しく火口の穴をあけます。

それは非常に爆発力が強くて、濃い茶色な

いしは濃い灰色の噴煙、温度の高い噴煙が

渦巻いていますので、外側の形は曲面がい

くつもあるような、つまり、野菜のカリフ

ラワーの形に良く似ています。そういう噴

煙が上空に立ち上がっていく。それが何時

間も続く。そういうタイプの噴火を最初は

やりました。 
最終的な結論では、おおよそ噴出物の量

の半分ぐらいは明らかに新しいマグマのか

けらである。良く見てみると、すでに冷や

されて、ガスは少し分離しかけているが、

ばりばり割れて壊れている、そういうよう

なマグマのかけらである。このような爆発

的な噴火は、この全体の活動の立ち上がり

の初期だけということになります。 
ところが、その後になりますと、ここで

は「ノズル型」とか「ジェット型」と書か

れています。それはどんなものかというと、

明らかにカリフラワー型ではなくて、我々
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はこういう言葉を使っています。英語で「コ

ックステイル」つまり「鶏のしっぽ」と呼

んでいます。火口から黒い火山物質、岩石

を含めたものが勢いよく上にしゅっと吹き

上げる。そしてあるところまでいくと、も

う上がりきれなくて落ちてくる。ちょっと

火口の位置が曲がっていると斜めに吹き上

げて落ちてくる。 
しかも固形の物質だけではなくて、良く

見ていると、高温の水も一緒に噴き上げて、

一緒に落ちてくる。水が蒸発して気化して

白い煙も見える。この画像では白い煙が見

えています。これはどういうものかという

と、火口の周りに地下水が沢山進入してき

て、高温の物質にさわって、そのものが冷

やされてはじけて、水蒸気と一緒に上に吹

き上げるというタイプの噴火です。 
この時期になると、そんなに固形物はあ

まり出てきません。またマグマ物質もあま

り出てきません。こういう噴火が大体４月

中旬頃からどんどん目立つようになってき

て、しかも今の段階ではその吹き上げ方も

だいぶ弱くなって、先ほどビデオでお目に

かけたように、大きな火口の中で、基本的

には水蒸気がもくもく上がっている。その

中で時々わっと吹き上げては、噴石が飛び

出す。そういうような活動が今の状態です。 
ところで、この表は最初の１ヶ月しか示

していませんが、明治新山にしても、昭和

新山にしても、延々と年単位で活動が続い

ている訳です。そういう過去の噴火事例か

らみて、一見活動は弱くなってきているよ

うですが、過去の例ではいったん弱くなっ

てから再び活発になって活動した履歴もあ

りますので、これで終わるはずはないので

はないかとみています。 

 
ＯＨＰによる観測データの説明 
（岡田弘） 
 有珠山の地震活動がどのように推移した

かということについて、気象庁がまとめて

いる図を用いて説明します。３月３１日の

最初の噴火前に地震が増え、かつ規模が大

きくなって、それからもう地震が減り始め

てから噴火は起こったということが分かり

ます。噴火開始後は、４月１～２日位まで

急速に地震活動は減りますが、その後はほ

とんど横ばいということになります。現在

も低い状態で地震活動は継続しているとい

うことに注目しております。 
 この図は火山性微動の図です。微動の推

移を見ますと、４月の１２日ぐらいからス

パイク状のひげが目立ちます。これは「バ

ンド状微動」と世界で呼ばれているような

現象と考えています。これは水が豊富にあ

るような環境下で噴火が起こると、噴火自

体がサイクリックに噴火しては休むという

ことを比較的同じような時間間隔で繰り返

すため、等間隔で発生する噴火が発生して

いることを示しているようです。これはど

うも水がたっぷりありそうな場合に起こり

易いと考えられています。 
 従って、火山性微動といっても、いわゆ

る一部の報道にありますような「地下のマ

グマの移動を示す火山性微動」ではなくて、

「火口での噴火現象自体の強さを示してい

る噴火微動」というタイプの火山性微動で

す。また噴出に伴って、空気振動も観測さ

れています。中には「どーん、どーん」と

人間の耳で聞こえるようなものもあります

が、耳では聞こえないような低周波の空気

震動も活発に起こっています。 
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 さて、地震がどこで起こっているか、深

さ毎の震源分布図をみてみます。主に二つ

の領域で地震が起こっています。山頂から

西山にかけての山頂北西部で起こっている

ものと、南側のかなり広い地域で地震がか

たまって起こっています。この結果からお

分かりの通り、現在マグマが活動している、

二つの火口付近、あるいは西山麓の隆起域

には地震はほとんどありません。これは噴

火の直前の地震群についても同じで、噴火

地点を示すような地震はありません。 
 深さ５ｋｍの震源分布図を良く見てみま

すと、山頂の南西部に地震の空白域がみら

れるようです。まだそれが何でありだから

どうなんだという議論ができる段階ではあ

りませんが、ようやくそういう議論ができ

る基礎データが得られるようになってきた

という段階です。 
 次に、地殻変動をみてみます。南外輪山

と南山麓間の距離の図ですが、どうもまだ

山の押し出しは低い割合で継続しているの

ではないかということです。北側の壮瞥温

泉側でもやはり低いレートですが、変動は

続いているようです。地震や地殻変動が低

い割合で継続していることを、観測班では

注目してその推移を見守っています。 
（テープ記録一部欠のため中断） 
 
司会者 
 先生方どうもありがとうございました。

それでは、直接先生方に疑問など何なりと

質問をしていただきたいと思います。どな

たかどうぞ。 
 
質問者Ａ 
 去年もこの会場での防災講演会に聞きに

来たのですが、本当に噴火になってしまっ

てしまいびっくりしています。災害が起き

た時の避難の話が去年もありましたので、

実際の避難では非常にスムースにいったの

で、感謝申し上げます。去年の話の中で、

最初の一回目の噴火が起きた時に、次の噴

火では山の反対側の方にくるのではないか

という話があったので心配になっているの

ですが。今回は始めは虻田側ですが、今度

はこっちかなと心配なのでちょっと教えて

ください。 
 
質問 Aの解説（岡田弘） 
 過去の噴火をみますと、有珠山のマグマ

が出口を求めてさまよう傾向があります。

そういう話をしたと思います。大体の活動

は、金比羅山辺りのやや深いところから始

まっているのではないかと思っております。

明治の噴火や昭和新山及び前回の１９７７

年噴火、そして今回もそうです。しかし、

実際に活動するところは移動いたします。 
 前回の噴火では、第１火口、第２火口お

よび第３火口が小有珠の麓で発生したにも

かかわらず、１ｋｍ離れた北側の火口原で

第４火口が開いています。明治の噴火でも

金比羅山で活動が起こったと思ったら、も

う東丸山の方までとんでしまう。そんな、

忍者のように出口を求めて、どこから出る

かということについて我々よりも良く判断

していて、我々よりも知恵を絞って、隙間

を見つけて出てきているというのが現実で

す。 
 現時点では、隆起している部分での活動

再開、あるいは実際に溶岩ドームが出てく

る可能性があるのではないかと思っていま

す。２番目の可能性としては、それ以外の
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地点で今回割れたところ、山頂に至るとこ

ろ、あるいは金比羅山から北屏風山にかけ

ての地割れ帯。そういうようなところをね

らってくる可能性があります。それについ

ては観測をしていると、そういうずれにつ

いては分かるのではないかと思います。 
 それから、それ以外の例えば伊達市側の

大有珠の屋根山とか、昭和新山側に飛ぶか

どうかということについては、絶対という

ことはなかなかいえませんが、そういう可

能性はきわめて低いといえると思います。

従って、現在大量の隆起活動が続いている

ところ、西山西山麓の断層や地割れの地帯

が、もし活動が近々再開する場合の再開地

点となりやすいということを考えて、危険

性を評価していく必要があると思います。 
 金比羅山の火口については、温泉街の間

近です。1977年噴火では集団移転という英
断に踏み切った訳です。有珠山の扇状地に

非常に近い所にありますから、その地点に

非常に近い、ごく狭い地点については、屋

根は噴石でぶち抜かれ、泥流で流され、ほ

とんど屋根まで泥流で埋まっている状態で

す。 
しかしながら、温泉町全体としましては

現在破壊されている領域は非常に狭い。お

そらく８０％以上は火山灰をうっすらかぶ

っているだけ。特にこれについては、当時

の土木現業所が、地元の皆さんのご理解を

得ながら、流路工を３本作った効果が確実

に現れておりまして、それがなければ、洞

爺湖温泉ではもっと東側まで泥流が押し寄

せていただろうと思います。火山灰はある

程度積もっておりますから、雨が降ると泥

流が道路を流れておりますが、まだ家屋に

被害が起こるような状態ではありません。 

今後どうなるかということにつきまして

は、活動地点が今後２点の内のどの地点に

集中してくるかということに関わってくる

だろうと思っています。そういう訳で、有

珠山のマグマは出口を求めて、非常に苦労

して、我々以上の知恵を絞って居心地のい

い場所を探している訳です。今回探した場

所は、三豊と西山に囲まれた谷間をねらっ

てきたということが分かった状態です。現

在、立ち入り規制のため活動地点に近い観

測点は残念ながらない訳で、我々にとって

は残念ですが、命に代えられませんので、

少し離れた現在の観測点だけでも、もし活

動地点が移っていくとしたら、確実にその

兆候を捉えることができるのではないかと

思っています。 
 
質問者Ｂ 
 どうもお疲れのところありがとうござい

ました。一般論としておたずねしたいので

すが。住民は早期沈静を一生懸命願ってい

る訳ですが、有珠山が我々の願いを聞き入

れて現在のままもし沈静化した場合、これ

までのエネルギーの放出量が余りにも小さ

いと思われるんですが、一定のリズムでマ

グマが供給されているとすると、（噴火の）

続編が短いスパンであるのではないかとい

う気がするのですが、どうなんでしょうか。

また、もう一点は、今回も山頂噴火を大有

珠などの岩脈で避けて、その結果西山西山

麓の方で噴火したとすると、次の噴火の時

には、西山が今度は障害物となり、第二明

治新山から源太穴方面に移行するのではな

いかと思うのですが、どうなんでしょう

か？ 
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質問 Bの解説（宇井忠英） 
 まず私の方からお答えします。今の段階

で、西山の西山麓から金比羅山にかけての

地域の浅いところまでマグマが入っている

と考えられています。そのような証拠が、

噴出物や地盤変動などのデータに現れてい

ると思います。しかし、西山麓の広い地域

全部をマグマが占めているのではなく、き

わめて限定されている。まだ残りのスペー

スは十分あると、私はみています。 
だから、先ほど岡田さんがいわれたよう

に、二番目のフェーズがもし今回起こると

しても、今マグマが入ったところに追加の

マグマが入ってくるということは十分考え

られます。一方では、そこをあきらめてし

まって、別の所をねらうというそういうシ

ナリオも十分考えられると私は思います。

多分岡田さんは別の考え方もあるかもしれ

ません。 
 
質問 Bの補足説明（岡田弘） 
 質問は二つあったと思います。二つ目の

質問ですが、次の噴火は西山西山麓を避け

るのではないかという話です。これはどの

位の時間スケールで考えるかによって考え

方は違います。ですから、今度の一連の噴

火として考える場合、つまりこの活動の第

二ステージという形で次の噴火を考える場

合、西山西山麓を避ける必要はありません。

したがって、西山西山麓それ自体から噴火

が起こるか、それともその隣接地から起こ

るか、そういう可能性が高いと思います。 
このようなことは過去にいくつも例があ

りまして、例えば大有珠の場合、南東の伊

達市側の低い隠れた溶岩ドームを作って、

次に中段の隠れた溶岩ドームを作って、そ

このトップはどこかというと、実はロープ

ウエイの山頂駅から登っていく銀沼火口の

見える丘、あれが実は隠れた溶岩ドームで

す。更に爆発して、嘉永熱雲と呼ばれる火

砕流を出して、それから大有珠溶岩ドーム

を作っていった。そういう長い、かつ大量

のマグマを動かしたような大有珠の活動も

あります。そこでは、隣接地を次々に持ち

上げていった訳です。 
明治新山の場合も、明治新山と呼んでい

る場所の他に、その東側の北大の観測所と

源太川の間の地域もやはり隆起した訳です。

ですから、二つの地域で隠れた溶岩ドーム

の活動があった、そういう風に、隣接して

活動が続いていく可能性があるということ

です。 
一方、もし今回の活動がこれで本当に止

まった場合、後２０年後、３０年後の次の

噴火はどうなるかということについては、

今までのことを考えるとやはり西山山麓を

避けるのではないか。これは壮瞥町にとっ

ては大変ありがたくない話になりますが、

そのことはある程度覚悟しておかなければ

ならないと思います。 
今回の活動については、マグマが最初に

出ようと思った山頂北西部および隠れた溶

岩ドームが生成されている西山の西山麓か

ら、金比羅山西麓にかけての地域、この地

域をみてみますと、最近のマグマの貫入活

動があった地域を全部避けているようです

ね。大有珠の活動域を避けている。明治新

山の北山麓も避けている。昭和新山の東山

麓も避けた。更に、山頂でも大有珠や有珠

新山を避けて西側にマグマが入っている。 
つまり過去の活動でマグマが入ったばか

りの所は、どうも避けている。活動からあ
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る程度時間が経ってしまうとどうもマグマ

は入りにくそうだ。従って、どうももっと

入りやすい、居心地の良さそうな地域を求

めて、マグマはさまよう訳です。その時、

一カ所ではなく、複数の地点をねらってい

て、こちらがだめとなると、もう一つの所

に移ってしまう。そういうことがあるので

はないかと思います。従って、今回の一連

の活動で考える限りは、伊達市側や壮瞥方

向に突然飛んでしまうことは、まずないだ

ろうと思います。 
 
宇井忠英の補足説明 
 今の説明で、ちょっと細かいことですが

万が一誤解のないように説明します。今回

の活動の続きで、「もし次に起こるとしたら

西山で」、と表現しましたが、正確には「西

山の西の麓の標高の低いところ」という意

味です。我々はつい仲間内で、短く西山と

いってしまいがちでますが、正確には西山

本体ではなくむしろ三豊山体との境の低い

ところという意味です。 
 (編者注：このテキスト化においては、西
山と西西山に対して、2000年噴火の隆起域
や最も活発な NB 火口の位置について、更
に離れた西隣接地であることをきちんと認

識していただく為、「西山火口(域)」という
誤解を招く表現は避け、「西山西山麓」と言

い換えている。) 
 
岡田弘の補足説明 
それからもう一つ一番目の質問で、「この

まま沈静化するかどうか、第二ステージが

短い期間でくるのではないか」ということ

については、なかなか答えにくいですね。

このままで沈静化する可能性はゼロだとは

思っていません。また、再活動があっても

おかしくないとも思っています。 
しかし、もし再活動が起こるとすれば、

起こる可能性が非常に高いと思われる場所

は、人里離れた山頂ではない訳です。です

から、そこでの再噴火の可能性については、

その時起こる災害、特に流れる災害、火砕

サージや噴石等を考えて対策をせざるを得

ない。これは火山のどれだけ近い部分を

人々が使っているか、ということによって

決まってくる問題です。 
ですから、山頂噴火の可能性は低くなっ

たということで、山頂噴火を想定したレッ

ドゾーンの地域については大幅に規制区域

を縮小することができるようになりました

が、虻田側の現在活動している火口のごく

近く、および地形を考慮した流れ易い地域

については、やはり非常に慎重に考えてい

くことにならざるを得ない。これが大変悩

みの種になっている訳です。 
 
司会者 
 その他、まだ２～３質問をお受けしたい

と思いますが。 
 
質問者Ｃ 
 私は洞爺湖温泉なんですが。一時帰宅と

か、そういう見通しについて聞かせてほし

いのですが。 
 
質問 Cに関する岡田弘の解説 
 一時帰宅というのは、かなりの安全を確

保しながら必要なオペレーションができる

かどうかということに関わってきます。

我々が現在いえることは、現在程度の活動

であっても洞爺湖温泉の火口に非常に近い
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ところについては、（リスクは高く）そうい

うことはまだ難しいと言わざるを得ないと

思っています。 
 洞爺湖温泉の全域がそうであるかどうか

については、そういうオペレーションが可

能な地域があるかどうかについては、行政

の方でも現在検討していると伺っておりま

す。 
 
質問者Ｄ 
 私も温泉ですが、噴火口、金比羅山の火

口に一番近い団地ですが、そういうところ

は絶対入れないんでしょうか。でも有珠山

は、噴火前に前兆をはっきり起こすと聞い

ているんですが、そういうことを考えると、

まだ全然、見通しなどは立たないんでしょ

うか。 
 
質問 Dに関する岡田弘の解説 
 休んだ後、２０年なり３０年なり休んだ

後の次の噴火については、今回のように、

あるいは今回より弱いかもしれませんが、

確実に前兆はあると思います。従って、い

ったん今回の活動が停止状態になれば、温

泉街とか危険なところを使うことは可能だ

と思います。しかし使う場合には、次の噴

火に対してどういう備えをするのか、とい

うことを考えてとならざるを得ないと思い

ます。 
金比羅山に一番近い団地ということでは、

具体的にどのアパートか私は今ちょっと分

かりません。例えば、金比羅山に一番近い

公営アパートがありますね。このアパート

は現在使える状態ではありません。ここで

は屋根には恐らく百個近い穴が開いていて、

噴石が落ちています。また、その付近では

泥流でもかなり破壊されておりますから、

そのあたりは、復旧よりは集団移転という

ことにならざるを得ないと思っています。

私どもと致しましては、将来の使い方とし

て、例えば小学校のあり方などを含めてや

はりきちんとした議論をしていく必要があ

るのではないかと思います。 
温泉街のＹ字型流路工の東側の観光施設

が密集している地域については、実質的な

被害はほとんど受けておりません。金比羅

山のすぐ下の、火口に近い地域については、

かなりの被害を受けていますが、湖岸に近

い方では被害の度合いは少ないのですが、

活動が収まると火口域からの泥流対策など

のスペースを作らざるを得ないだろうと思

います。 
ですから、実際のことをなるべく良く見

て、次のことを考えながら、復興というこ

とを考えていくことが大事で、現在非常に

大事な時期に入り始めたと思っています。

1988-1989 年の十勝岳噴火の時には、復興
と次期噴火の対策というものを実にうまく

ドッキングさせてやって、災害に強い町作

りということをやっておりますが、有珠山

でも復興だけでなく、復興を次期対策とき

ちんとドッキングさせていくことが重要だ

と思います。 
 
質問 Dに関する宇井忠英の補足説明 
今の話で細かい点で補足します。もう一

つ考えられる被害状況としては、それ以外

に考えられることですが、あれだけ隆起し

ているということは、一見遠くからみて建

物は無傷のように見えても、実際は傾いて

しまって居住に適さなくなってしまってい

る建造物があるに違いないと思います。 

 13



今日の私のヘリコプターフライトで、確

実に分かったものとしては、泉地区の北部

の大きい公共性の建物では、屋根の片側に

三角形に水たまりができていて、一見頑丈

で無傷のように見えても、実際は傾いてい

るため立て替えをせざるを得ないのではな

いかと思います。 
 
岡田弘の補足説明 
 ちょっと暗い話にきっとなってしまうか

もしれませんが、もうちょっと翻って考え

てみた方がいいと思います。この地域は明

治の噴火で完全に破壊された地域です。明

治の活動でできた明治新山、それでできた

温泉を使ってたくましく発展してきた町で

す。昭和新山の地区につきましても、ふか

ば地域の集落は噴火で完全に破壊されまし

た。それが現在溶岩ドームが天然記念物に

指定され、年間何百万というお客さんを呼

んで商売をして繁栄している訳です。 
ですからこの地域は、長い目で見ると、

ものすごい贈り物をもらったような価値が

あります。泉地域の噴火口や、傾き破壊さ

れた建物、国道を含めて、世界ではこうい

う地域は一カ所もありません。噴火や溶岩

流、こういうものは世界中あちこちで何カ

所もありますが、有珠山のような粘性の高

いマグマが、居住域のこれほどそばで活動

している例は、世界中にここだけです。 
こういうものを全体として、次の商売の

目玉として使って、また、虻田温泉も開発

されると思います。長い目で見ると、決し

て「損」だけではなくて、次の「もうけ」

の話が出てきているという面もある訳です。 
 ただし現在とても困っていますから、そ

んなことをいわれても困るかと思います。

一つは現在当面している問題をどう切り抜

けていくかということです。やはり長期的

には、そういう使い方をしていく。温泉街

の東側についても、現在の活動で終われば、

こういうものを使っていくことができる。

その際には、次の噴火に対する避難道路の

確立とか、そういうきちんとした対策を持

って地域を使っていくことを考える時期が

きているのではないかと思います。 
 
宇井忠英の補足説明 
 今の話に、私なりに少し補足いたします

と、日本という国は、いろいろな災害が起

こった時に、とかく行政というものは、現

状復帰、つまり元の状態に戻す、強引に力

ずくでいろいろな工事をやって、元の状態

に戻す。それがどうも日本の行政の特徴の

様に私はみています。 
 例えば、国道２３０号線。隆起して断層

で切れて、地殻変動で非常にずたずたにな

っています。あれを現状復帰するなど、馬

鹿なことはしない方がよい。つまりあれは

非常に貴重な天然の噴火現象で、非常に貴

重な贈り物を地元に下さった。昭和新山の

ように、将来の観光の目玉に当然使える訳

です。 
 もう少し火山の災害や怖さなどというこ

とを考えますと、いくつかの公共建造物な

ど破損されたものも、わざわざそのまま残

して、ある種の「史跡」として残して、噴

火の災害というものはとはこういうものだ

というある種の教育に使う。道路も別の安

全なところにずらして、虻田温泉を開発す

ることなども含めて、今回の噴火の産物を

うまく将来活用してやっていくことが望ま

しいと私は考えております。 
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司会者 
次、はいどうぞ。 

 
質問者Ｅ 
 もう締めのような段階になってこんな質

問をして恐縮ですが、ちょっとお聞きした

いのです。ＪＲ室蘭本線がもう復旧工事を

しまして運行していますが、地殻変動が一

番大きな時期は、噴火の時なのでしょうか、

それとも終息時なのでしょうか。そのこと

について教えてください。 
 
質問 Eに関する岡田弘の解説 
 噴火時は地殻変動はほとんどありません。

今回の噴火のほとんどのエネルギーは３月

３１日の噴火です。ですから、３月３１日

その日に起こった隆起量は、まだ非常に狭

い範囲で、隆起量もあまり周辺の地域に大

きな影響を与えることがない時期でした。

前兆地震が起こっていた時期は、山を取り

囲む３カ所の国土地理院のＧＰＳによる測

量で山全体が大きく動いた時期があります。 
これに対して、山の周辺部で大きな被害

を受けた地殻変動は、その前兆変動とは違

って、西山西山麓における隠れた溶岩ドー

ムの成長によって起こっています。従って

初期というよりは、ドームの成長の後期に

横に押し始めた時期に大きかったと思いま

す。先ほど話したように、虻田の海岸側の

方は低くなっているため、より広い地域ま

で地殻変動の被害が広がった訳です。 
前回の活動でも、東側では地殻変動は早

く終わったが、洞爺湖温泉側への地殻変動

の押し出しは長びいたため、温泉町西部で

地盤変動の被害がひどかったことがありま

す。今後隆起活動が停止するならば、南側

への押し出しは減ってくるだろうと思いま

す。 
 
宇井忠英の補足説明 
 補足しますと、マスメディアの論調では

室蘭本線復旧ということで、まだこれから

も変動が起こり得るため、鉄道というもの

はミリ単位でレールが狂うと、下手すると

脱線などということが起こる訳ですね。 
 ですから、復旧という段階ではなく、レ

ールの変動の監視をきびしくしながら、だ

ましだまし修理をして、なんとかして使っ

ていく。それだけきちんと線路の保守をや

るんだったら、なんとか列車を通せますよ

と関係者にお話ししました。ですから夜は

通していませんし、日中も限られたものし

か通していない訳です。決して復旧という

ことではないんです。 
 
司会者 
それでは、先生方もだいぶお疲れのこと

と存じますので、そろそろこの会を閉めさ

せていただきます。私も当時伊達市の合同

対策本部に詰めておりまして、メディアの

方々に連日このような形で解説をされてい

るのをみまして、住民の皆さん方にも直接

お話をしていただくことが非常に大事でな

いかと、ご相談申し上げましたところ、急

遽このような時間をもうけていただけまし

たこと、先生方に本当に感謝申し上げる次

第です。 
私どもの方でも今後も必要に応じまして、

先生方のご理解と時間がとれましたら、こ

のような機会をまた設定させていただきた

いと考えております。先生方におかれまし
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ても、お体に十分留意されて、今後も有珠

山の観測と適宜な情報の提供をよろしくと

思っております。 
以上を持ちまして報告会を閉じさせてい

ただきたいと思います。どうもありがとう

ございます。 
                 

（岡田弘書き出しおよび編集、ver.060226） 
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