
２０００年有珠山噴火に関する虻田町住民説明会 

（2000年 6月 1日開催、虻田小学校体育館） 
 
 
司会者あいさつ  
虻田町役場の○○でございます。よろし

くお願いいたします。今日お話される講師

の先生方を紹介いたします、はじめに北海

道大学の岡田弘教授です。同じく北海道大

学の宇井忠英教授です。 
 
長崎良夫虻田町長のあいさつ 
こんばんは。今日は７時という少し遅い

時間ですけれど、有珠山噴火現況説明会を

催しましたところ、このように沢山の方々

がお集まりいただき、ありがとうございま

す。長い人ですと 3 月２９日からの避難で
す。 
そういうことで、今回の有珠山噴火で沢

山の町民方々が避難される、有珠山の大災

害が起きた訳ですが、避難所生活を送って

いる方々も沢山おられる訳で、大変なご苦

労に対して、心からお見舞い申し上げたい

と存じます。 
有珠山も今のところ、沈静の、静かな山

の繰り返しでございますけれど、いつまた

起こるか、完全な沈静を保っている訳では

ございません。そういう中で、私共もこの

有珠山を良く知り、そしてこの噴火という

ものを良く知ることが一番大切ではないの

かな、こんな感じで一杯です。 
この有珠山の山を良く知っておられます、

岡田先生、そして宇井先生、大変お忙しい

中でございますが、今日おいでいただきま

して、有珠山の現況、今回の噴火の状況な

どについて、ご説明いただく時間を設けた

ところでございます。 
噴火というものは一過性の災害ではない

だけに、大変長引くというのが、皆さんに

とっても大変なご苦労な訳でございますが、

沈静傾向を保っていただいて、何とかして

早く虻田町の復興にまい進したい、こんな

つもりで私共も一生懸命頑張っている訳ご

ざいます。 
先生方のご説明を聞いて、納得のゆくま

でこの有珠山を、噴火をお知りいだきたい。

こんな気持ちでございますので、どうか、

質問の時間もとっておられるようでござい

ますので、どうか、今日の機会を大事にし

ていただきたい。そしてまた、大変なご苦

労でございますけれど、最後まで皆なで頑

張って虻田町の復興に努力したい、こんな

気持ちで一杯でございます。 
それでは両先生に、これから現況の報告、

有珠山の状況のご説明をいただきたい。こ

のように思っております。今日お集まりを

いただいた皆様に方に、そしてまた遠い所

からもおいでいただいた皆様にも心から感

謝申し上げて一言、開会の挨拶に替えさせ

ていただきます。ありがとうございました。 
それでは、最初に岡田先生の方からお願

いします。 
 
岡田弘、はじめのあいさつ 
おばんでございます。今日このような形

で、まだ、長い避難生活を送っておられる、
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ご苦労な皆様を前に、このような形で火山

活動がどういう状態にあるのか、今までど

ういう状態できたのか、ということについ

てのお話できる機会を設けていただきあり

がとうございました。私ども北大では、国

の火山噴火予知計画にもとづいて、前回の

噴火の４ヶ月前に、北大理学部に有珠火山

観測所という機構を発足させました。まだ、

観測所も建物も、いろいろな観測資材も整

わない４ヶ月後の１９７７年８月７日、前

回の噴火があったあけであります。 
その噴火直後から虻田町の入江保育園を

お借りしまして、そこに、当時ようやく使

えるようになりましたテレメータという機

械を次から次へ入れ、前回の４年７ヶ月に

わたる活動についての、いろいろな研究調

査を、当時有珠火山観測所の所長であった

横山泉先生、それから火山地質学の方を担

当された勝井義雄先生が中心になりまして、

研究および、研究成果をどのように社会に

役立ててゆくかということに取り組んでき

た訳であります。 
私は当時火山学をやっておりませんでし

たが、噴火の前の日に地震が現地で起こり

始めた時に観測の応援に駆けつけました。

噴火の前日の夕方に壮瞥町役場に入り、虻

田町の洞爺湖温泉の四十三山入り口にあっ

た道銀の保養所をお借りして、地震計を展

開しました。 
ふつう地震計というのはいろいろな増幅

器、倍率を上げて観測する訳でありますが、

もうペンレコーダーに直結しただけで、地

震がどんどんかかるという、そういう状態

で、徹夜で地震を見張って 次の日、目の

前で９時１２分の噴火に遭遇いたしました。 
その後、縁があって、ずるずると火山学、

噴火予知の研究に引き込まれまして、有珠

山の現地に居を移したのが 1981年です。今
回の活動に関しては、やはり前回の色々な

経験が大変役に立ちました。 
前回の活動の後、やはりこのような火山

災害、特に自然が動き出す時に、人間がど

うのように対応すれば良いのか、というこ

とについて、私共科学者だけでなく、行政、

そこに沢山おられるマスメディアの皆様、

それから、何よりも、ことによっては被害

を受けるかもしれない、あるいは、このよ

うな避難という大変なご苦労をされる、そ

ういう当事者である住民の皆様、そういう

人たちの協力によって始めて、災害は軽減

できるということが世界中で、色々なとこ

ろで、明らかになってきました。 
私が、虻田町の皆さまに直接お話するの

にも、実は今日が４回目であります。１回

目は 1993 年 11 月のことでした。これは、
前回の噴火を体験した洞爺湖温泉のホテル

経営主の皆様、みやげもの屋の皆様、当時

起こっていた雲仙岳の噴火、および北海道

南西沖地震で大変な被害を受けた奥尻島の

あの災害、そういうものを見ていて、やは

り次の有珠山の噴火というものにどういう

ふうに備えれば良いのか、というようなこ

とで、訪ねまして話をしたことがございま

す。 
 それから二回目は、その次の年の 1994
年、西胆振消防組合が主催しまして、多分

婦人会なども協力して行われたのだと思い

ますが、洞爺湖温泉洞爺湖文化センターに

おきまして、「有珠山との共生と噴火の特徴

と減災への備え」という防災講演会をもっ

た訳であります。この開会の挨拶で、当時

の岡村虻田町長さんは大変画期的な発言を
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なさいました。そのことが、今回、少なく

とも、初期の対応をやり易くしたと私共は

考えております。 
当時、雲仙岳で火砕流という言葉が、よ

うやく理解できるような社会になってまい

りました。それから、奥尻島では、あの津

波、警報が出ないうちに津波が襲ってくる。

しかし、かなりの沢山の人達は後ろの高台

に避難して、いざ津波がくる場合に破壊さ

れる低い土地から一斉に高台をめざして走

った。そのおかげで、実は 1300戸位の全焼
全壊・家屋があった訳でありますけれど、

死者、それでも 200人を数えましたが、し
かし、かなり多くの人たちが助かったのも

事実であります。   
 実は、このような事実を手がかりに、や

はり有珠山でもハザードマップというもの

を使って、住民がいざという時にどうすれ

ば良いかという知識を持っていることが大

事であるということを岡村町長が強調され

ました。 
 その後、1995年になりまして、昭和新山
生成 50 周年記念という国際ワークショッ
プなどを契機にハザードマップが完備され

た訳であります。さらに 1997年になりまし
て、この虻田町本町で初めて防災講演会が

行われました。これが 3 回目で、虻田町自
治会の年次大会だったと思います。このよ

うな形で、この地域では、今までも防災、

火山防災に取り組んでこられて、今回の、

この対応に関して知識をもって臨まれてい

ることに深い敬意を払いたいと思います。 
今日はあまり私どもが一方的に話してい

るばかりでは何ですので、最初に宇井先生

の方から最近の山の活動状況に関するビデ

オを約 20 分ごらんいただきます。その後、

私共２人の方から、ごく簡単に色々な図を

使いまして、今の活動状況がどうであるか

という話を短くしたいと思います。それに

関しては主に今日お配りしている資料の中

に、図があるものが主となると思います。 
そのあと、なるべく沢山の時間をもちま

して、皆様が今かかえてられて色々な質問

疑問、これからどうした良いのかというこ

とについて、質問していただく、私共のほ

とんど答えられないことが多いと思います

けれど、そのような交流の時間を少し長め

に持てたらと思っております。それでは、

早速宇井先生お願いします。 
 
はじめのあいさつ（宇井忠英） 
 宇井でございます。皆さん、おばんです。

ビデオ、今から始めたいと思いますが、そ

の前に、30秒位だけ自己紹介をします。私
は実は、ここにおられる岡田さんのように

有珠火山観測所に勤務している訳ではなく、

本職は札幌で学生たちに、いわゆる地球惑

星科学専攻という所で、いわば後進を育て

るという仕事をしております。 
ですが、私自身の本職はやはり火山学で、

火山の噴火現象、そして火山災害、あるい

は、防災をメインテーマにもっております。

実は私、北大に勤務してまだわずかでして、

前は他の大学におりましたけれど、火山の

本場に勤務したいと長く考えておりまして、 

志願して６年前に北大に移ってきた訳です。 
そういう立場なので、実は、この前の

1977－1978年有珠山噴火も、噴火の途中に
遠方から自分の車でやってきて数日滞在し

てみた、それほどの経験しかございません。

伊豆大島の噴火、雲仙普賢岳の噴火、そう

いうところで観測に携わりました。その経
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験を生かして、今回のことに対応したいと

考えております。 
 
空撮ビデオ映像の紹介 
（宇井忠英） 
前置きはこれ位にして、これから、20分
くらいになると思いますが、ビデオをお目

にかけます。場合によっては、少し退屈な

所は飛ばしていただくようにお願いするか

と思います。 
これから映しますのは、3 月３１日の噴
火の始まり位です。これは、サイロ展望台

で、私の研究室の大学院が映したシーンで

す。この辺りは、ほとんど静止画のように

見えますが、実際は動画です。少し、この

辺りは早送りで動かしていただいた方が雰

囲気がでるかと思います。こういう調子で

噴煙が立ち上って、風に強く流されている。

この位で、今度は普通のスピードにして下

さい。 
 今度はこれがどこかというと、4 月９日
ぐらいです。今、金比羅山の麓に開いてい

る火口から、白い噴煙が上がっています。

特徴も一つ、泥流の流路工から、白い噴気

を上げて色々流れてくるものがあります。

もう少し詳しく言うと、我々の言葉で「熱

泥流」というのですが、温泉水が浅いとこ

ろに上がってきて、自噴して流れて、川か

らあふれて、ここは道路上を泥流が流れて

いるそういうシーンです。私が４月９日に

とった画像です。 
ところが、この泥流はほとんど湖迄には

達していません。流路工に流された橋がひ

っかかってしまい、それが泥流をせき止め

たかっこうになって、市街地へあふれてし

まいました。 今、また、映っているのも、

まだ４月９日頃の時点の市街地の一部です。

ビデオどんどん進めてください。はい、こ

れから、ちょっと見てください。 
こういう時点で、噴煙がずいぶん白いの

ですが、どういう特徴があるかというと、3
月３１日の噴煙と大分色が違います。3 月
31 日の噴火の場合は火山灰を大量に出し
て、したがって、色も灰色でした、ところ

が、その後火山灰を出さなくなって、この

白っぽいものの大半は水蒸気です。そうい

うものが上がっています。たいていは、雨

が降った翌日などはどんどん水蒸気が出て、

一見活発になったように見えます。 
水蒸気の源は、有珠山の火山体の中に、

もともとは雨や雪が降った、そういうもの

が山の中に沢山しみこんで入っており、地

下水として湖の方に流れてくる。それを材

料にして、中から上がってきたマグマの熱

を受けて、こういうものが蒸発する。中の

圧力が高まると爆発が起こります。上に勢

いよく噴き上げるシーンも、今時々映って

いるかと思います。  
マスメデイアにでる言葉で、水蒸気爆発

という言葉がでたり、あるいはマグマ水蒸

気爆発が言葉がでたりしています。基本的

にはマグマ起源の熱と地下水、あるいは熱

せられた岩石、そんなものが加わって、爆

発現象を起こして噴き上げている。そうで

なくても、水蒸気や水がどんどん蒸発して

どんどん出てくる。そんな状況がこういう

ところで、見えています。 
初日を除いては、白っぽい噴煙が特徴で

す。最初は圧力が高まって出口を見つける

ために、火口があちこち沢山できました。

合計 60いくつできています。ですが、４月
半ば位からは大体そのうちの４つ位に固定
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して、そこからの噴火現象が続いています。

それもずっと長期的に見ていますと、４月

９日の映像が映っていますけれど、だんだ

ん時間を経て、どうも地下水の量がだんだ

ん減ってきて、水蒸気の量もだんだん減っ

ている、そういう状況が見えている。 
  時々、噴煙の量が少ないと火口の中を

覗ける時もあるのですが、４月の時点、あ

るいはは５月の連休中くらいまでの時点で

すと、火口の中でずいぶん水ないし温泉水

のようなものが溜まっていました。 
西山西山麓の火口で水分が枯れてきて、

今は金比羅の火口の方も少しずつ水が減っ

ています。これなどは少し激しい爆発現象

です。湯気が立ち上っています。このよう

な時には火山灰も中に入っているので、色

が黒ずんだものが出てきます。 
私の研究室の話を少ししますと、こうや

って出てきた火山灰そのものを採取して、

その中味がどうなっているか調べます。そ

の結論を言うと、3 月３１日には下から上
がってきた新しいマグマ物質が、出ている

火山灰の中に半分から３分の１位入ってい

ました。 
ところが翌日からはどんどん減って、そ

の後はほとんどそういうものが入っていな

くて、もともとこの有珠山を作っている古

い地層の細かいかけらがほとんどです。豊

富な力の地下水に冷やされて、マグマが表

に出てこようとするのを、どうやら何とか

押さえ込んでいるという状況であろう、と

考えています。 
 これも まだ 4 月９日位でしょうか。時
間がもったいないので少しとばしましょう。

この辺りをゆっくり見せて下さい。これは

金比羅山の火口から噴き上げている噴煙  

ですが、良くご覧になると、もう少しする

とまだ出てくると思いますが、周りに岩石

のかけらが飛び散るのが映ります。今上に

噴き上げています。これは落ちないかも知

れません。いわゆる噴石です。これは今落

ちてきます。勢いが強いと外側に向かって

飛んできて着地します。 

  もう少し早送りで。はい、この辺り。こ

こういう爆発の勢いが強いと着地する範

囲がかなり遠いところまで達すると思いま

す。最近１ヶ月位少し強くても火口の縁に

少し届く位と判断しています。伝聞ですの

で、100％正確かどうか分かりませんが、昨
日建設省関係の調査団が入っておりまして、

火口から温泉街に向かって、火口の中心か

ら 500ｍ離れた、やすらぎの家という浴場
の所まで、握りこぶし大のものが飛んでき

たようです。まだこういうことが時々起こ

る。これは聞いた話ですが。もう少し、ま

た、ビデオとばしましょうか。はい。 
泉の北の集落です。ここが西胆振消防署

の建物です。ここに屋根の隅に水が溜まっ

ている。これは何を意味しているかという

と、地盤が、画面で言うと上の方が、そち

らの方がよけいに盛り上がって建物が傾い

ていることを意味しています。この建物は

浄水場でしょうか。ひょっとして間違って

いるかも知れません。これは屋根に火山灰

が積もっているだけです。 
あと進みますが、温泉街の金比羅山の麓

にある火口です。これが高さの低い所にあ

る火口です。もう１つ海抜高度が高いとこ

ろ、隣にもあります。こういう所で、もう

もうと白煙を噴き上げている状態、今でも

続いています。日によって少し強さが違い

ます。 
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ういう調子で、爆発して噴き上げては噴石

を周りに飛ばすことを繰り返しています。

今ここで映っているくらいですと、基本的

に火口の中におさまっています。これで済

んでくれる分には危険性がないのですが、

もう少し大きいと勢いよく外に飛び出す、

そういうことが起こります。我々の仲間が

こういう現象を見て、「さく裂型の噴煙」と

名前をつけたら、どこかの新聞はそのまま

紹介していました。 
  この辺は、西山西山麓にいくつかわり

と初期に沢山開いた火口群を、クローズア

ップで見ています。断層というのですが、

下から押し上げる程度が違うと地面に段差

ができてしまいます。それを断層といいま

す。それが沢山映っています。西山西山麓

には 2 つ活動している所があります。避難
道路です、ガードレールが曲がっています。

住宅が映っています。 
この辺りが、国道２３０号線です。断層

でズタズタに切れている所に火口がありま

す。これが国道です。少し南の方に移って

きて、これが一番最初に開いた火口です。

そこからも現在、名残で水蒸気を出してい

ます。 
道路面を見ると、「あばた面」の模様が見

えていますが、これは大きな噴石が路面上

に落ちている、そういう状況です。この辺

りに西西山の斜面に沢山できている火口が

色々映っています。こういう所に割れ目が

できていて、そこから蒸気が出ています。

230号が映っていて、断層で切れています。
ここに住宅があります。その背後に火口が

映っています。 
 今活動的な火口がこことここにあります。

ここに大きな断層ができています。この辺

りのつながりが一番隆起して盛り上がって

います。火山灰に覆われたところは灰色を

していますが、すぐその周辺にみごとに、

緑があって、木がはえています。 
ここで、繰り返しますが、こちらの方が

国道 230号線、こちらが避難道路、泉地区
の北です。本来、南へ南へとどんどん下が

る地形をしていたはずですが、隆起したの

で湖というか池ができています。   
山肌も良く見ますとこういう所に断層が

できています。ちょっと地面がズレていま

す。ここにもできています。ずうっと断層

ができています。この尾根を越えた背後の

方は金比羅山の麓にできた火口があります。

これですね。ちょっとずれています。ここ

にも断層があります。そして、この背後、

こちらが金比羅山の火口になります。水が

溜まっています。これは古いので現在は活

動していないです。 
今、金比羅山の火口群が映っておりまし

て、自動車が映っていますね。灰がかぶっ

ているようですね。橋が、国道 230号線の
橋がなくって流出しています。住宅、木造

住宅ですが、屋根が完全にぬけています。

これは、高層アパートですが、噴石が落ち

ています。これは一番、火口に近い家です。

この辺が砂防ダムです。 
 今、噴石が噴き上げています。火口の縁

を少し越えて、着地したのがあったようで

す。この程度で収まると良いのですが、こ

の辺りにアバタ面のパターンが見えていま

す。実際、噴石が落ちた穴です。例えば直

径１ｍ、２ｍというの開いている、そうい

うのが映っています。 
こちらが、地形的に高い方の火口です。

金比羅山の西斜面です。そういう噴石が火
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口の縁に積もって、大きな火口の縁を取り

巻くように、盛り上がった丘ができていま

す。ちょっと離れると緑があります。向こ

う側の方が、西山西山麓の方の火口群です。

洞爺湖温泉街の市街地を端の方から、少し、

全部ではありませんが、少し映ります。   
この辺りは南東の端の方です。今、画面

の右側の方が湖になります。この辺の位置

ですと火山灰の降っている量が大したこと

がなくて、目立った被害がありませんが、

だんだん緑がなくなりまして、火山灰の積

もり方の量が多くなります。 
ここが西山川という、泥流の流路工です。

ここが国道 230号、ここに橋が無くなって
います。無くなった橋は流されて、画面を

外れてしまいましたけれど、下の方で、西

側の岸に乗り上げています。 
 この位置が国道 230号の湖岸の交差点に
なります。ここに、温泉小学校ですね、図

書館、やすらぎの家という浴場です。ここ

に国道 230号の橋が路上に引っかかってい
ます。ここが協会病院でしょうか。この辺

にくると灰の量が少ないですから、かなり

グリーンです。こんなところで（このビデ

オは）お終いです。 
 
OHP資料を用いた解説（宇井忠英） 
それでは、これから、お手元にある資料

も一部使いながら、それ以外にもあります

が、岡田さんと私でＯＨＰを映してお目に

かけたいと思います。 
ではこれで始めましょう。こういう地図

は皆さんご覧になったことがないのではな

いかと思います。我々の研究成果ではあり

ませんで、今年の３月の始めに、建設省国

土地理院という所で、日本の色々な地図を

作っている所です、そこで、火山土地条件

図という名称の、たまたま 3 月１日に発売
しました。それから１ヶ月経たないうちに

噴火が始まって、これが売れに売れて世の

中からあっという間に消え失せて 多分今

手に入らないと思います 
この図をお目にかけて、何を説明したい

かといいますと、今、ポインターで示して

いる所が、いわゆる有珠の外輪山とふつう

言っている、地形的には山頂部の肩の部分

に当たります。そして、そのてっぺんの比

較的平らな小有珠ですとか、大有珠ですと

か、有珠新山とか、いわゆる溶岩ドーム群

がいくつか並んでいます。 
有珠山というのは大体、もともと２万年

前から７千年前位迄は、富士山を小型にし

たような火山体、これ、成層火山というの

ですが、そういうのを何度か、噴火を繰り

返して、そういうのを作っていた。それが

７千年前に、火山体の一部をかなり壊して、

南の方に崩れ落ちて、この画面に入ってい

ませんけれど、巨大な山崩れを起こして形

を変えてしまいました。それ以来ずっと噴

火していなかった山です。 
西暦で 1663年、江戸時代ですけれど噴火
を再開した。それ以来 300何十年間かの噴
火の歴史をもっております。噴火する地点

は、いわゆる有珠外輪で囲まれる山頂部で

直接噴火をする、そういうケースがありま

す。これは、ちょうど 19977 年から 1978
年の噴火がそうでした。 
それ以外でこの地図を見ますと、ピンク

の色で丸いパターンがいくつもいくつもあ

ります。これは山頂噴火ではなくて、むし

ろ山の中腹、ないしは山麓で噴火をして、

そこで溶岩ドームを作る。はっきり溶岩が
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顔を出したのは昭和新山、ちょっとひっか

かっていますが、そういう事例もあります。

それ以外のドーム群は、溶岩が直接は顔を

出さずに、上にある地面を盛り上げるだけ、

そんなものです。 
そして、これらの直径は１キロ～２キロ

前後、高さも平均して 100ｍ～200ｍ位、比
較的小ぶりです。そういうものがいくつか

できます。そういうものができる場所とい

うのは、この辺の溶岩ドームが、この山頂

部を含んで、いくつかこのように並んでお

ります。それから、はっきり山麓に外れて

いくつかのこの辺に列があります。 
そういうことで、従来の噴火の歴史をみ

てみると、有珠山で噴火口ができるとすれ

ば、ほぼ北西―南東方向のこんな方向に長

く延びた、幅が 2 キロぐらい、こちらが長
さ５キロくらい、それくらいの範囲に火口

ができるに違いないと我々は考えておりま

した。 
 私自身も、この前、1977－1988年の噴火
の３年位前に、大学で講義した時に、そう

いうことがあるので、一番噴火する可能性

があるのは、こういう溶岩ドームのないど

こか隙間であって、例えば、この辺を指す

と皆さん厭だと思われるかも知れませんが、

洞爺湖温泉の町です。それから、いくつか

隙間があります。ここは北大の観測所があ

る所です。そういう、いくつかの隙間があ

る所などが一番やり易いだろう。そういう

ことを講義した、もう 30 年近く前ですが、
記録しています。1977年噴火はここでした。 
 今回はこれが西山、西山の麓に名前のな

い溶岩ドーム、もう少し詳しく言うと潜在

溶岩ドーム（西西山）というのですが、そ

れの更に外側に外れた麓のこの谷で今回の

噴火が起きた訳です。この図は一応これ位

にしておきます。 
 皆さんのお手元の資料の１ページにこん

な絵があると思います。地形図、ちょっと

今日、なかなか見にくいので、簡単な位置

関係を説明します。有珠の山頂部はこの画

面で、右下にはずれます。西山があります。

わりととんがった山で大きいので、分かり

ます。洞爺湖側の温泉街で、洞爺湖の公園

があります。そして、ここに金比羅山。 
 それから、西山の西山麓の部分、我々、

勝手に「西西山」と呼んでいます。今回の

火口群、丸いパターンでいくつか書いてあ

ります。 
 もう一つ金比羅山、主にその山頂部から

西側にできています。この図で示している

さっきのビデオにありました地割れが沢山

できています。線をつけて、ハッチをつけ

て書いてあります。ハッチをつけている側

が、断層でずれ時に落ち込んでいる側です。

そのようにマークをつけるのが私のような

業界では約束事になっています。 
 それで、これを見ますと特徴が少し読め

てきます。この辺の地域では圧倒的にこの

東西方向を向いている断層が多い。ところ

が、この火口群とこの火口群を結ぶ所は、

かなり南北というか、北北東－南南西と言

いますか、そういう向きの断層がかなり多

い。そういう特徴があります。 
もう一つ特徴があって、そういう断層は

この辺にもできていて、西山の北の麓とか、

東側にも少しありますが、西山本体はどう

もそういう断層がほとんどできていない、

そういう特徴があります。こんなのがまず

見えています。火口が沢山開いて、断層が

いっぱいできているところは、そこが、と
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もかく、地盤の変動が激しいだろう、それ

はまず、こういうところからも読めてきま

す。次にこんな図をお目にかけます。 
 これは資料の８ページ位でしょうか？ 

前の火口分布図は私の研究室とか、その協

力者が作っているのですが、８ページにこ

んな図があります。これは建設省の国土地

理院という所で、航空写真測量というのを

やって、いわば地形図を作る訳です。以前

に作った地形図と、それから 4月 26日午後
の地形図と、平成５年８月、７年前ですね、

その時作った空中写真、その 2 つの空中写
真を比較して、特定の発見し易い場所がど

れくらい隆起したか、どれ位持ち上がった

か、そういうことを図に描いてあります。 
 この矢印のこの長さ、これが 10ｍにあた
ります。ですから、ここの所が多分 40ｍ以
上、50ｍ位、この辺ですと 10ｍ位、これみ
んな矢印の根元の地点ですね、この地図上

で。そういうところが、これだけ持ち上が

っている。異常の起こっている範囲がとも

かくこんな範囲だと分かります。 
 これが、ここが西山になります。ここが

湖岸です、ここが洞爺湖の温泉街。今、火

口群がどこにあるかというと、この辺の位

置とこの辺にあるのですが、両方を見て、

西山西山麓の辺りの方が隆起量が激しくて、

金比羅山の麓の火口群は隆起量がたいした

ことがない。洞爺湖温泉街も少し持ち上が

っていることが分かります。こちらの方の

海岸に近い方にでてきて、入江地区になり

ます。この辺も持ち上がっていることが分

かります。 
 こういう具合にかなり広い範囲の地盤が

持ち上がっているけれど、特定場所に特に

集中している、そういう観測データが出て

きます。 
 今度は特定の場所が、水平方向にどれく

らい動いているか、そういうことも、前と

同じ写真のセットで測ることができます。

それが、特定の方向を向いた矢印で描いて

あります。このスケールも、どこかに書い

てあります。画面の下の方に 10ｍ移動して
いるとこの長さと描いてあります。 
これを見て何が分かるかというと、矢印

の根元がどの辺にあるかと思うと、この辺

りです。我々が西西山と呼んでいる所の西

北西の麓辺り、どこかその辺に中心になる

ように見えます。それから、もう一つは、

遠くになるほど変動量が少なくて、近いと

ころが圧倒的に沢山動いている。 
前の図とこの図が何を意味しているかと

いうと、明らかに西西山のどこか、この辺

りに何か中心があって、そこで上に突き上

げ、横に押し上げるようなそういう動きを

しているな。それが遠くになるほど影響が

効いていないな、そういうようなことが、

これから読めてきます。 
今のようなことが、建設省の国土地理院

という所で、空中写真を撮って、地図を作

って、それで決めたものですが、もう少し、

これはお配りしている資料には、これと同

じような情報で、少し違う白黒の絵が載っ

ているのですが、こんなのをお目にかけま

す。これと同じカラーのものはお配りして

ある資料にはありません。 
 これをぱっと、ご覧になって、この辺の

ところ、この位の場所より外側の所は、青

っぽい色が塗ってあって、それから色が空

色になり、緑になり、黄色になり、赤くな

る。細長く伸びたこのようなパターンがあ

るのは、お分かりだと思います。 
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場所を入れていきます。ここが洞爺湖の

湖岸、現在、金比羅山の麓で噴煙を上げて

いる場所は、ここと多分こちら、この２箇

所です。西山西山麓で噴煙を上げているの

は、これとどこかこの辺です。色の違いは

何かというと地盤の隆起量です。先程のい

くつかの点を選んで描かれていたのとは違

って、これは面として描かれています。あ

る面積を覆って描いています。 
これは細かい話は止めますが、どうやっ

てこの図を描いたかというと、ヘリコプタ

ーに地面に向かって、これはレーザーポイ

ンターですが、こういうレーザー光線を使

って地面に向かって照射して返ってくる波

を使いながら距離を測る、そういう仕掛け

があります。そういうものを使って、ヘリ

コプターを飛ばして、ある１回の詳しい地

形図が描けます。 
これは、噴火が起こりそうだという予報

が出て、３月 31日にとりあえず急遽 1回目
のそういう装置を使った測量をやりました。

やっている最中に、噴火が始まって、あわ

てて測量を中止して逃げたのだそうで、予

定していたデータが一部取得できず、この

辺のデータが欠けているのですが、噴火現

象がやや落ち着きを見せた４月 26日に、２
回目をやりました。これらの 2 回の地形情
報を基にして両方の差をとると、どれ位ど

こが隆起したかという図がこのように面的

な図で描けます。 
この辺が色に違いのパターンが出ていま

すが、この辺りが 65ｍの隆起、新聞報道で
「西山の麓大きく６５ｍ隆起」という大き

な見出しが出たことがありますが、それの

生情報のデータはこれです。これに、先ほ

どのお目にかけた図を重ねますと、大きさ

は少しずれているかも知れませんが、こん

な位置にあります。皆様のお手元にある地

形情報です。 
この辺りにある、西山西山麓にある火口

群、その位置が色の鮮やかな黄色と赤とか、

（隆起量の特に多い）こんな位置に見事に

入っています。それに比べて、金比羅山の

麓の方は、さほど隆起量の多くない位置に

入ります。ここも結構噴煙を出しています

が 実は地盤は余り持ち上げられていない。

こちらの方がむしろ活動の中心に見える。 
もう一つ、色のパターンで面白いのは北

側で、ここを境として、直線的な境があっ

て、細長い同心円上のパターンが少し食い

違いを見せています。こことここを比べる

と、この線より、こちら側の方が隆起量が

大きい、こちらが隆起量が小さい、こちら

側では逆になります。この線よりこちら側

が隆起量が大きく、こちら側が隆起量が小

さい。逆になります。 
全体が一応に、この辺りを中心に細長い

パターンで、一様にぎゅっと持ち上げられ

るのではなく、そういう運動に加えて、こ

こを境として、ねじれ曲がって、こちら側

が沈んで、向こう側が浮き上がるここを境

としてねじれ曲がりがおきています。   
この境目は、非常にラフなことを言うと、

約 10万年前に洞爺湖を作るような、非常に
巨大な火砕流噴火を起こした火口、カルデ

ラと言いますが、そういうものの縁の位置

と大体合っています。地盤の構造の違う所

を境にして別な運動をしている。 
先ほど言いませんでしたが、この辺りの

西山本体では、元々の断層も余りありませ

んし、今回も断層が余りできなかった。割

と硬いものがあるようです。こちら側は、
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三豊山地という名前で呼んでいますが、200
万年前以上の古い、比較的硬い地層がある

所です。そういう二箇所の山地を避け、間

の谷間の比較的軟らかい所をねらって、今

回のマグマが上がってきているなというこ

とが、こんなデータから分かります。 
あまり長く話すといけないので、後は岡

田さんに引き継ぎます。 
 
OHP資料を用いた解説（岡田弘） 
宇井先生の話に続いて、観測でいったい、

機械観測でどんなことが分かっているか、

その概要を簡単に話したいと思います。１

９６７年から気象庁は有珠山の南山麓に１

点、地震計を置き、地震観測によって噴火

を予知しようという、監視観測を始めてい

ます。 
その観測データによりまして、今回の噴

火を含め、２回の噴火を経験していた訳で

す。結果を一つの絵でまとめてみると、ど

うなっているか、この図はお手元の資料の

中にあります。縦軸は（対数軸になってい

ますから）１スケールは１０倍になります。 
ですから、１９６７年の観測の始めから、

１９７７年８月７日の噴火前日までは、地

震活動は全てこの低いレベルを維持してい

たこととなります。ある時は０回、ある時

は 30回ぐらい起こる月もありますが、平均
すると数回ぐらい、その程度です。 
有珠山が大変有難いのはこういう噴火、

矢印の三角印が噴火の時期ですが、噴火の

直前、低い活動レベルから突然ポンと地震

活動が上がってくれます。（前回の噴火では

前兆地震は）３２時間でしたけれど、地震

を起こしてレベルが上がった所で噴火して

います。従って、誰にでも分かる。余りに

も異常な状態に入ったということが分かっ

た訳です。しかし、前回の噴火ではたった

32時間で噴火となりました。 
 それから、次の年は銀沼噴火がございま

して、その後地震の数は順調に減って、噴

火から４年７ヶ月後の 82 年の３月１６日
に最後の群発地震を起こして、その後ピタ

ッと元の静穏なレベルに戻ってしまいまし

た。そのレベルがずっとその後続いていて

おります。 
ずうっと続いておりますが、若干動きが

ありまして、どうもこの辺り(数年前)から少
しずつ増えているのではないかと指摘され

ておりました。今回も前の噴火と非常によ

く似ていて、低いレベルからポンと地震活

動が上がります。3 月 27 日から、3 月 31
日の噴火までの群発前兆地震です。 
変化の度合いは、２桁から３桁ぐらい、

普通の活動よりも１０００倍位ぐっと地震

活動が高く、マグマ活動がでかく本格的だ

ということを我々は知ることができます。

しかも、前回とほとんど同じようなレベル

に上がってから噴火が始まった訳でありま

す。 
現在このグラフで見て、どこまできてい

るかというと、急速に現在地震活動は減っ

ておりまして、終息時とほぼ同じレベル。

５月のデータですが、５月の 1 月間で 334
回という数字になっております。前回もそ

の位の所までくると、ある所でストンと止

まってくれましたので、そういうことが今

回も起こってくれると大変有難い訳です。 
実は私どもの観測所も避難いたしました。

前兆地震が始まると同時に、実は今年度平

成１2 年度の予算が文部省から認められて
おりまして、山頂に非常に充実した観測点
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２点と、全てのデータは現在、噴火時点の

３月の段階で、壮瞥温泉に集まっておりま

した。 
しかし、壮瞥温泉にデータが集まってい

るということは、噴火が起こるとデータが

全て失われるということになりますので、

対応ができません。そのことを知っており

まして、長いこと色々と対策を考えてきま

した。その対策がやっと認められまして、

今年度の予算が認められて、いよいよ４月

からいよいよ着工ということでした。 
全てのデータを壮瞥温泉に直接集めずに、

どこか安全な所にいったん集めて、そこと

観測所を結んでおく、何か異常が起こった

ら、その安全な所に人だけが移れば、全て

のデータをそこで見ることができる、そう

いうシステムにしようと計画中でした。 
噴火まで、今まで 30年よりも短い間隔で

起こったことがございませんから安全を見

て、25年程度をめどにやれば、間に合うだ
ろうというのが我々の判断でしたが、残念

ながら実現より 1 年、再び１年噴火が早く
起こってしまいました。27日の夜、地震が
急増しまして、28日に朝に、臨時観測所を
安全な所につくることに、すぐとりかかり

ました。 
その日の内に、伊達市の野球場を臨時観

測所の場所と決めまして、早速プレハブの

建設の手配を始めました。臨時観測所のプ

レハブが完成したのは、噴火が始まるほん

の１、２時間早い、31日の昼でした。その
ようなこともありまして、ともかく観測を

中断しないで、今回の噴火活動に何とか対

応することができた訳であります。 
また同時に、全国からこういう時のため

にすぐかけつける協力体制がございますの

で、総合観測班という形で、九州に多くの

火山がありまして大学が観測研究を行って

おりますので、そういうところから、岩手

山などを担当している東北大学、あるいは

東京工業大学の火山ガスの研究者、いろい

ろな分野の各地の噴火予知の先生方が、噴

火開始の前から現地入りして応援いただき

ました。 
地震がどんなところで起こっていたかと

いうことについて、次に簡単にお話しいた

します。噴火前の地震はこのように山頂の

西側に偏っていて、しかも当初北西部に集

中しています。深さ４キロから６キロくら

いがほとんどでした。ところが、30日位を
境に震源分布はワーッと広域に広がります。

北の方はカルデラの、洞爺湖の中まで、南

の方は有珠の方、かなり広いところまで、

伊達寄りの所まで、広がってまいります。

これが、噴火の直前の段階です。 
噴火が起こってから後は、どんな風かと

いうと、これは４月３日から５月 20日まで
のデータですが、このようにやはり主に起

こっている深さというのは４－５キロ前後

でかなり深いですね、 
ここに地震が起こっていない空白域と呼

ばれるものが見えますが、その南側にかな

りの地震が起こっております。元々始めに

起こっていた北西部、山頂北西部でもまだ

起こっております。この空白域が何である

か、いろいろな考えがございまして、まだ

確定おりませんが、そこにマグマの本体が

入っているという考え方が一般的でありま

す。 
 これは後でお見せしますが、今回の噴火

は前回を上回る量のマグマが動いていると

いうことが捉えられています。前回は短い
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時間の前兆地震のすぐ後で、非常に爆発的

な軽石噴火というのが起きまして、大量に

降灰、特に壮瞥町の方、あるいは虻田町の

方では次の日から降った訳ですが、爆発的

な噴火となりました。 
今回は噴火自体は規模としては小さいで

す。しかし、動いているマグマは大変大量

であることを次にお話したいと思います。

今の図を見て分かることは、現在隠れた溶

岩ドームの生成が行われている西西山の西

山麓、この付近ですが、この付近では地震

が起こっていません。地震が今起こってい

るのは、主に南山麓の有珠に寄った所です。

ですから、虻田町のこの辺りや有珠の方で

は、ことによって何日かに 1 回は今でも地
震を感ずる訳です。 
ところが、マグマが浅い所迄きているこ

とは分かりますが、実際にどの位浅いかと

いうと、人によってずいぶん違う訳です。

地表からおおよそ 500ｍ位の深さの所に貫
入している浅いマグマは、西西山の西山麓

にもぐってきていて、マグマの熱が地下水

と２箇所で接触していて、火口から水蒸気

や少量の火山灰や泥を吹き上げて噴火が続

いている、というのが現在の状態です。 
当初は本体のマグマが少し出ようとして

いて、これが 3 月３１日の状態です。おそ
らくこれは似たような図があると思います

が、有珠山の山体がどれだけ変形したかと

いう図であります。ここの山頂を中心にほ

とんど同心円状に、つまり円をいくつか描

いた図になっておりまして、ここが２ｍ以

上隆起し地面が持ち上がった場所です。こ

こが１ｍ、ここが 50cm、ここが 10cm、か
なり広い領域にわたって、実は有珠山全体

が持ち上がっております。 

 持ち上がった中心というのは山頂西側に

あります。これは先ほどお見せしましたよ

うに地震が起こっていない、５キロ以内の

地震が起こっていない空白域、どうもそこ

にマグマが入ったようです。私共が 3月 31
日の最初の噴火の直前に大変心配していた

山頂噴火の恐れというのは、本当にその心

配があった。マグマは当初、山頂の西側を

ねらって、爆発的な噴火をしようとねらっ

ていたのはどうも事実であります。そのこ

とは後で分かりました。 
しかし、実際には 31日には入ってきたマ

グマの一部は西側にずれて、そこで一部は

マグマ的な噴火をして、その後は西山麓の

浅いところにマグマが流れこんで、そこで

地下水と接触して、熱が地下水と触れて、

金比羅山火口群、西西山西麓の火口群、こ

の 2 箇所で、熱水、マグマの熱と地下水と
のせめぎあいをしているのが現在の活動の

特徴かと思います。 
このような火山活動の影響はいろいろな

観測によっても分かります。これは、麓か

ら特定の目標物を決めて角度を測ります。

例えば、ここに「傾いた家」というのがあ

りますが、この「傾いた家」というのは、

実は変動が激しい「お菓子の工場」のある

この付近の建物です。そのデータを見てい

くと、横軸は時間ですが、どんどんどんど

ん見上げる角度が変わります。つまり、隆

起をしている訳です。 
隆起の割合は、最近の平均的な割合の勾

配から求めますと、１日当り 10cm、あるい
は場所によっては 15cm、その位の割合でま
だ頭打ちにならないで進んでいるというの

が現在の状況です。このまま進みますと、

マグマが顔を出してくるような溶岩ドーム
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ができる可能性もまだ残っているかもしれ

ません。 
一方、水平方向の角度を見ている目標物

でも横にずれている、それも決して少ない

量ではありません。例えば、3番、4番、こ
こにあります、この線ですが、ほとんど同

じ割合で現在もまだ動いています。横方向

に動いています。 
 この場所は洞爺湖幼稚園です。つまり、

洞爺湖幼稚園というのは、隆起が起こって

いる中心から虻田の海寄りの方にやや離れ

た場所です。その場所では、むしろ、隆起

の量よりも横に動く量の方が大きいのです。

ですから、その余波が虻田町、あるいは JR
とか、道路とか、家の辺りの道路とか、い

ろいろなところにひずみを生じさせている

原因となっています。 
現在、麓、山から離れた所はだいぶ変動

量が減って、動きは止まってきているよう

ですが、幼稚園の辺りまで近づくと、まだ

ほとんど 45 度の方向で横にも押しあげて
いることが分かります。このような動きが

起こっている理由は、現在、まだ、少量な

がらマグマが深い所から、西山西山麓の方

に供給されているということを示している

訳であります。 
（テープ交換の為、約２分程度データなし） 
これは、先ほど、宇井先生がお見せした

図と同じです。つまり、マグマは元々、(山
頂の)この辺りをねらって出ようとした。そ
のために、北屏風山、あるいは西山の尾根

筋、この辺りで（噴火に先駆けて）断層が

沢山できた。雪面が割れているのが（噴火

の前のヘリコプターによる観察で）見つか

っています。しかし、どうもその状態は噴

火開始後には、余り大きく変化していませ

ん。 
一部の外輪山、あるいは南外輪山で隆起

が続いたり、少し押し出しが続いた時期が

ございましたが、現在その量は減っており

ますので、山頂で再び動く可能性はほとん

どなくなった、というふうに現在考えてお

ります。 
したがって、現在は少量のマグマがそこ

から、深い所を伝わって、こちらの西山西

山麓の火口群に入って、金比羅山火口群の

所ではほとんど隆起しない形で水と接触し

て、水が大変豊富な洞爺湖に近い場所です

ので、熱と水と、地下に入っているマグマ

はなかなか冷えませんから、「地下水とマグ

マのせめぎあい」というのはかなり長期化

するものと思われます。 
従って、今後の問題としては、このあた

りの問題として、そういう熱水活動による

熱水爆発という危険性が、ここしばらく続

く可能性があるということが考えられます。

一方、西山西山麓の一番激しい隆起域の辺

りでは、現在の隆起の割合が今後更に少し

ずつ減ってゆくかどうか、それにかかわっ

ております。観測データの話は以上です 
 
司会者 
それでは、両先生のお話に対して、これ

から質問の時間をとりたいと思います。質

問のある方、あの、名前と所属をおしゃっ

てから、質問していただきたいと思います。

よろしくお願いします。 
 
質問一 
はい、泉地区の自治会長をしている○○

でございます。泉では大変先生の配慮をい

ただきまして、いろいろ教えていただき、
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ありがとうございました。今回の噴火に  

際しては、的確な情報をいただき、１万人

が無事に避難し、今日を迎えることができ

ています。これも岡田先生を始めスタッフ

の皆さんの力強いご支援があったからだと

このように、この場を借りて先生方にお礼

申し上げたいと思います。ありがとうござ

いました。 

  

5月８日、道新に出ていたのですけれど、

「南西山腹に地震空白域」、このように見出

しで出ていました。山腹に地震の震源地の

空白域があることが７日、火山噴火予知連

絡会有珠山部会の総合観測班の調査で分か

った。空白域の大きさは、１平方キロメー

トル程度で、深さは地表から４～６キロ地

点と見られる。 

新聞などを見ると、「沈静化に向かってい

る」とこのように書かれており、私どもは

ある程度安堵の胸をなでおろしております

けれど、今しがたから、先生のお話を聞い

ていると、まだまだ危険度は残っているの

だな、とこのように考えられるところもご

ざいます。 
また、一部解除されて帰った方々も数々

おりますけれど、私の方の泉で、あの消防

本部の近くで、先ほどの図を見ると、すで

に水が溜まって、あの家が近々水没するの

ではないか、仏さんはどうなっているのだ、

子供の写真もぬれてしまったのでないか。 
また、温泉の方をみるとあのように屋根

に穴が開いている。雨もりで家の中がダメ

なんだろうと、こんなことを考えると胸が

痛くなりますけれど、これも自然の事でご

ざいますので、何ともいたしかたないな、

とこのように今考える訳でございます。 
先生の方にも、新聞の記事のプリント、

いっているかと思うのですけれど、まず質

問します。恐らくこれは愚問だといわれる

のは承知しております。今、先生の説明の

中で、５ページ、６ページ、７ページ辺り

を見て、やっと理解できましたけれど、言

葉だけで理解できなかったこともございま

した。 

このように、あれは何を意味しているの

だろうかと、先ほどまで疑問だったのです

けれど、先程の説明を聞かせていただき、

ああ分かった、こういうことなのです。ま

た、記事の中でずうっと下がっていくと、

「深い所から浅い所に向かって、マグマの

通り道のある可能性がある」とのことにつ

いても、まだまだ予断を許さないものがあ

るのだな、とこのようなことを考えながら、

この貴重な時間を使わせてもらっておりま

す。 
この他に、（室蘭土木）現業所の方がおら

れませんけれど、もし、町長さんが分かれ

ば、お答え願いたいことが一つございます。

今、無人の機械を入れて、高速道路の上、

遊砂地を作っているはずですけれど、どこ

のマスコミも私共に教えてくれません。 
ただ、いつの日にかテレビに出ていたの

が、「深さ４メートル、幅 20 メートルの池
を掘る」と、このことだけが、私の頭の中

にございますけれど、これがどのような構

造でできるのか、何時できるのか、それが

できたら何立米を溜めることができるのか。 
今ございます、22年前も噴火の時にでき
た遊砂地、つい先だって新聞に出ておりま

したけれど、土砂を運び出したのが 1 万
3000立米とか、と記されてありましたけれ
ど、私の家はその下の遊砂地の山側にある

ものですから、この池に泥流が入る前にオ
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レの家がやられてしまうのではないかと、

こんなことをチラチラと考えながら聞いて

いました。 
もし、町長さんが、土現の計画等が分か

っていたら、教えてもらいたい。これらの

2 点の質問、先生の方には愚問になると思
いますけれど、先ほど理解できなかったも

のですから、その辺をお許し願って、お答

え願えれば幸いと思います。よろしくお願

いします。 
 
質問一に対する解説(岡田弘) 
先程お話したように、地震空白域につい

てはまだ議論の途中でありまして、たぶん

現在は、一人一人がかなりいろいろ違った

意見をもっている状態だと思います。 
前回の噴火と比べて決定的に違うのは、

今回、地震はやや深い所で起こっている。

前回は 2.5 キロより浅い所にすべて起こっ
ていた訳です。しかも全部が全部、山頂の

火口原の中で起こっていた。有珠新山を押

し上げるための地震であることが分かった

訳です。 
ところが、今回は、溶岩ドーム、隠れた

溶岩ドームが西西山西山麓で成長している、

その場所で地震が全然起こらない。そうで

はなくて、もっと深い５キロ位の所で、し

かも山頂の下、場所的に外れた所で地震が

起こった。 
しかし、幸いなことに、この地震活動も

最近はだいぶ下火になっています。たぶん、

皆さん、お感じになっておられると思いま

す。最近、体に感ずる地震は減ったと。し

かし、忘れた頃にはまだ起こっていますか

ら、ポツンポツンとまだ起こっています。

それについては、資料の中で、横軸が時間

で、ここ２ヶ月少しの間の活動推移が書い

てありますので、ご覧下さい。 
おそらく、空白域については、どうも深

いところから、マグマがきて、そのマグマ

が活発であれば山頂の西側はまだ隆起を続

ける訳ありますが、この活動は現在ほぼ停

滞しておりますので、山頂に活動が移動し

て、新たな活動が起こるとすると、どうも

それはかなりはっきり分かりそうだという

ことで、かなり警戒する区域を狭めること

ができた。これは、４月 10日前後には、そ
ういう判断ができた訳であります。   
今の質問・ご意見の中にどのような被害

が、どこで、どういう風に起こっているか

については、今回は特徴がありまして、今

回は、火山灰そのものによる被害はほとん

どありません。今回、起こっている被害は

噴石、泥流、地殻変動、この３つが主なも

のです。 
特に、２日前に、虻田町長さん達と一緒

に、泉北地域、西胆振消防のあの集落に、

実際に地上で初めて入って、地殻変動の被

害が、我々が空から観察する以上に進んで

いるということについて、大変驚きました。

なかなか空から見た限りでは、家が傾いて

いるかどうかということが良く見えません

でした。しかし、実際に行ってみると、か

なりの、やはりマグマの押しによって、家

がゆがんだり、傾いたりしていました。 
実は、３時間程前にようやくその時の拡

大写真の焼付けができたので、今日、オー

バーヘッドでお見せするところまでいかな

かったのですが、この体育館の壁に、ずう

っと並べて写真を飾っていただきました。

これらの写真は残していきますので、皆さ

ん、その辺りに住んでおられる方もおるか
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と思いますし、お友達や知り合いがおられ

る方もおると思いますが、その辺りが現在

どの様になっているか、正確につかんで、

これからどのような対応ですね、行政が何

ができるかも含めて、やはり考えてゆかな

くてはならないと思います。これが地殻変

動です。 
噴石につきましては、泉北地域では 1 軒
だけ、屋根を貫いて、石がぶち抜いており

ました。しかし、ほとんど噴石の被害を受

けておりますのは、洞爺湖温泉では金比羅

山にごく近い、非常に火口からの距離の短

い限られた範囲であります。このことにつ

きまして、今地図で示します。 
ここが、木の実の沢と呼びまして、この

前の 1977-1978年噴火の時、泥流と降灰と
地殻変動の「三重苦の災害」を被った所で

す。３階建ての鉄筋コンクリートのアパー

トが７棟あって、その南側には保育園や浄

水場があり、更に平屋も沢山ありました。 
しかし、噴火後ここでは地域を限定した

集団移転が行われておりましたので、砂防

ダムになっておりまして、今回はアパート

自体が壊されて噴き飛ぶということだけは

免れた訳であります。代わってこの辺りの

砂防ダムのじゃかごの石とかそういうもの

が、町の中のこの辺りまで飛んでいるよう

です。 
噴石で主に破壊されている地域は、多分

この付近迄です。Y 字型の２つの流路工が
ありますが、これらの流路工より東側の市

街地については全く無傷で火山灰が少し家

を覆っているだけで、地殻変動の被害もあ

りませんし、噴石の被害も多分ないだろう

と思います。こちらの地図ですね。 
 しかしながら、火口に非常に近い、正面

を向いている地域というのは、現在でもな

かなか近づけない、近づきがたい場所です。

実際歩いてみますと、この辺りには沢山噴

石が落ちています。いつの噴石かは分かり

ませんが、ごく新しいものは割合少ないよ

うです。 
泥流は主にこの流路工を流れましたが、

（国道 230号線の）この橋（木の実橋）と
この橋(桜橋)の２つが破壊されました。国道
のこの橋は流されてきて、このアパートと

この町営温泉の間の、ちょうどこの高さに

放り出されました。非常に幸いだったのは、

ほんの２～３ｍでアパートを直撃せずに済

んでおります。この辺りにあります。 
この小さな橋は更に流れていって、（小学

校の体育館横の）ここにひっかかっており

ます。この橋は少し悪さして、（流路を遮断

した）そこからオーバーフローした泥流が

少し、この部分の被害を大きくしておりま

すが、それもこちらの（東側の）流路工に

流れこんでおりますので、こちらの町の中

心部には至っておりません。一方、火口の

出口付近から（流路を外れて）両側に初め

からオーバーフローして、流れている泥流

がありますので、そういう影響も若干ござ

います。 
 洞爺湖温泉小学校のこの部分は窓から泥

流が校舎の中へ流れこんでおります。しか

し、その西側のグランウンド辺りにくると

泥流の量が大変少なくなっております。み

ずうみ読書の家（図書館）は、室に入ると

天井のシャンデリアしかないという状態ま

で埋まっております。本棚はそのまま泥流

に流されまして、小学校のこの辺りに散ら

ばって、更に流れてきてこの道路に散らば

って、更にこの辺りまで本が散乱しており
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ます。 
泥流被害は若干、この辺りに広がってお

ります。申し上げたいことは、２つの流路

工、この建設のために当時沢山の人々が、

今まで住みなれた土地を手放した訳ですが、

そういう対策が今回かなり役立って、温泉

街東部のこちらの（密集地の）部分を救う

ことが、今までのところはできている、と

いうことになるかと思います。 
前回の噴火では、こちらの温泉町西側で

は大変地殻変動が激しくて、沢山の民家が

壊れたりしました。例えば、協会病院がこ

の（再建された）２つの建物の、こちら側

にあった部分が完全に破壊されたり、この

道路が４ｍを超える横ズレ断層で壊れたり

した訳です。今回、噴火の前日には、この

道路は確かに割れましたが、その後、（前回

のような）大きな変動はありません。した

がって、この辺り全体としては、地殻変動

の被害が若干ありますが、大変ひどい状態

ではありません。 
その分、泉地区の方は、先程の様に、浅

いマグマが大量に入っている場所でありま

すので、それに押されて、特に西胆振消防

署から南の方については、現在、建物は非

常に傾いてしまっているということで、今

後、火山活動の様子を見ながら、ともかく

大事なものをどのようにして持ち出すかと

いう対策に取り組む、そういう計画を現在

検討中というふうに聞いております。 
 
質問一に対する補足説明（宇井忠英） 
 今の話で、泥流の話ですが、少し補足説

明します。 
今、お話のあった、（洞爺湖温泉西部の）

こういうところに被害を与えている泥流と

いうのは、４月７日から９日頃の時点でし

ょうか、この画面に入っていません。噴火

口の周辺で、いわば温泉が自噴するような

状態になって、そういう温泉水に流されて、

噴出物が流されて、こういうところで、橋

を壊し、オーバーフローして、泥流になっ

たのです。 
（この種の熱泥流の他に）いわゆる雨が

沢山降りますと、泥流が発生するというこ

とが危惧されております。ところが、少な

くとも最近までの間、雨による泥流は意外

に少ないのです。 
昨日、一昨日自衛隊のヘリに乗って、一

番新しい泥流がどこまで来ているか、一番

最近の、５月の２７、２８日頃に２日ほど

連続して沢山雨が降った。それだろうかと

思います。どこまできているかというと、

下から来て、ちょうど、230 号の橋が流さ
れた、ちょうどこの場所で、ここで止まっ

ています。基本的に泥流堆積物といえるも

の。意外に雨が降っても泥流がたいして出

ない、そういう状態になっています。 
泥流の対策工事が、無人化の機械によっ

て進められています。その工事は、高速道

路のインターより上の、ちょうど国道 230
号線を中心として、一番狭まった所によう

壁が作られ、その上に遊砂地が作られる、

そういう工事でございます。 
この工事の前に、77年の噴火の際にでた
泥流に対してその後作られた遊砂地の土砂

の排土を現在やっております。その土上げ

が終わった後、泥流工事にかかってくる訳

ですけれど、いかんせん無人化の機械によ

る操作ということで。その後、先ほど申し

上げたような遊砂地と堤防ができる訳でご

ざいます。 
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これらのことと、工事の内容、あるいは

もしもの場合、板谷川の氾濫ということを

想定いたしまして、板谷川の泥流災害がど

のようになるか、建設省と道庁の室蘭土木

現業所で、これらで検討を進めておりまし

て、近々、泉地区の比較的下というか、下

在の方々、入江地区の板谷周辺の方々にお

集まりいただき、近々、説明会を実施する

と、こんな予定と聞いておりますので、お

含みおき下さい。  
 
司会者 
予定しておりました時間がきましたけれ

ど、もうひと方、はい、そちらの方どうぞ。 
 
質問二 
はい、すいません。ありがとうございま

した。・・23 年前・・現在の先生方のお考
えがどうか・・何故、こんな質問をするか

というと・・人間にとって危険度・・噴火

口・・（テープ聞き取れない）   
 
質問二に対する解説（岡田弘） 
 なかなか地元にいると（知識も豊富で）、

きちんとご理解いただいており、的確な質

問だと思います。 
まず、第一の点です。第一の点は、有珠

山で溶岩ドーム、あるいは隠れた溶岩ドー

ム、つまり、火山活動、マグマが直接地表

をめざして、途中で止まったものまで含め

ますと、それは、西丸山、明治新山、第 2
明治新山、東丸山 松本山、昭和新山、こ

の直線状の部分、つまりこういう（ドーム

群の並びをつなぐ）割れ目群があって、そ

こからか、あるいはその延長部（である北

側の帯状地帯）から将来の噴火が起こる可

能性を考えております。 
それから、もう１つの（帯状）列は、大

有珠を作った時に、南東山麓に低い屋根山

を作り、更に中段の屋根山を作って、更に

爆発して大有珠ドームを作る、そういう活

動をしています。西山につきましても、西

西山の低いのを作って、高い方の西山を作

って、そういう活動をしております。（活動

した時期が）何時かは分かっていません。 
更に、人によっては、ドームであるか、

いろいろ学問的には議論が分かれますが、

北屏風山。更に小有珠、有珠新山、オガリ

山、こういう（山頂部の）ものを全部集め

ると、十いくつかあります。そういう（も

う一つの）ドーム群の配列方向はこういう

方向に西西山から山頂を通り南東麓の大有

珠の屋根山までの帯状地域に並んでおりま

す。この（二つの帯状方向の）どこか、あ

るいはその延長線上で次期の活動が起こる

であろうという限りにおいては、今回の活

動は予測の範囲内でありました。 
（虻田本町に最も近い）西山という潜在

ドームは少し古くて、しかも大変高い、標

高が高いものでありますから、活動が西山

の東側で起こってくれると虻田（本町）側

は（影となって守られるため）かなり安全

になります。今回はそうではなくて、こち

ら側で起こったために、虻田本町側の方、

特に泉北地区、および泉南から海岸沿いの

方が、急遽、ハザードマップの見直し（に

より避難）という措置を、とらざるを得な

かったということになります。 
 従って、（当初は）山頂噴火を（想定して

いましたので）、西山が（虻田本町側の）こ

ちらを守ってくれると思っていました。（こ

のことは、当時のハザードマップでレッド
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ーゾーンの西側のくぼみとして示されてい

ました。）このくぼみについては、実は 31
日の噴火の直前、私と宇井先生は国の対策

本部に呼ばれておりまして、ハザードマッ

プの見直しをやって下さいと言われました。

その時に実は噴火しました。（噴火の直前に、

今回の活動は西よりなので）このくぼみを

（西側に）広げざるをえない、もう１つは

(洞爺湖岸の月浦側の)この線をどれだけ、こ
ちらにもってくるか、その２つ（の判断を

必要とした訳）でありました。 
１８２２年の文政熱雲の際に、アイヌの

集落が破壊された時、集落は（現在の虻田

漁港付近の）ここにありました。その時、

当時の人々は（噴火終息後に）ここに村を

再建せず、なるべく、豊浦に近い（西はず

れの）ところに集落を（新しく）作りまし

た。そのことは現在もきちんと生きており

まして、現在の JR 洞爺駅、虻田町役場、
虻田小学校など、つまり、旧市街地という

のは、虻田町の中で一番安全な西側へ当時

移住した結果なのです。 
従いまして、今回、山頂が膨れる、西側

で噴火するということがありましたが、こ

れが 1822年の噴火、この図は、皆様のご家
庭にも配られておりますハザードマップの

中にありますが、昔、（この地で）どういう

ことが起こったかということを示していま

す。（現在の虻田漁港寄りの）ここの場所が

（熱雲で）破壊された訳でありまして、虻

田の再建はこちらの（西側の）安全なとこ

ろに移ったということが（歴史上）大変重

要かと思います。 
今回の活動は、当初山頂部の西側で起こ

りました。マグマは更に（西西山で噴火し

て、更にその）西の方に（潜在ドームとし

て）出てきました。この活動を見ていると

次のことを思い起こします。ごく最近の活

動、最近マグマが入ってきた場所を避けな

がら、（どうも）マグマは入りこみ易い所を

探してきた（ように見える）。我 （々以上に）

知恵を絞って、（出る所を探している）様な

気がしました。 
最近の活動としては、例えば江戸時代末

期の大有珠を作った活動、こういう所、（山

頂東部から南東山麓の）ここを避けました。

それから、（北山麓の）明治の活動域を避け

ました。（また、東山麓の）昭和新山の活動

域を避けました。山頂でも、（1977-1982年
の活動で成長した） U字型断層で囲まれる
有珠新山を避けました。そのために西に寄

ったような気がします。 
西に寄って、当初は山頂西部から出よう

としたと思います。（そのため山頂の）この

辺りに沢山断層を作った訳ですが、何故か

（噴火直前になって）途中で諦めて、深い

所からこちらの（西側の）方をねらって出

たというのが今回の活動だった訳です。 
有珠山のマグマは過去の火山活動で明ら

かになっているように、この２つの帯状地

帯に沿って移動もいたします。例えば、明

治の活動は、最初は（金毘羅山の）ここで

噴火が起こりますが、（次には東丸山横に源

太穴というように）こういうところに（次々

と）火口を開けながら、かなりの広い範囲

を（火口は）移動します。前回の（1977年
の噴火）活動でも第 1 火口、第２火口、第
3 火口が（小有珠南東の）ここに開きまし
たが、その後、第４火口は（北火口原の）

ここに飛びました。 
昭和新山の活動も、どうも最初（北西麓

の洞爺湖温泉側の）こちら側で起こった様
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ですが、１週間後には（山体の反対側の南

東山麓の）柳原で活動が起こって、（その後）

更に北に移って、更にフカバに移って、と

うとうここで噴火して溶岩ドームが出てく

る。このように移動いたしました。 
しかし、現在（起こっている活動では）、

マグマが実際に動いている場所は現在（西

麓の）ここしかございませんので、現在は

もう移動するだけの力は、今のままでは、

持っていないだろうと考えています。従い

まして、先ほどの質問のうち、（現在）どこ

まで危険であるかということについては、

現在活動している隆起域、および、噴火を

している活動的な火口にごく近い部分と申

し上げてよろしいかと思っております。そ

れが 1点目です。  
 「（火山活動は現在）終息に向かっていて、

ピークは過ぎた」とはっきり言ってくれる

と非常に安心できる。私もそういうことを

はっきり言って、少し休みたいのですが、

相手は自然なので、なかなかはっきり言え

なくて困るのです。しかし、はっきり言え

ることはいくつかありまして、山頂での隆

起活動、あるいは山頂での押し出し、膨ら

みという活動は現在止まっています。 
 従って、山頂での再活動の可能性という

はかなり低い、ほとんどない。両方、同じ

言葉ですが、マスコミによると、「完全にな

い」という言葉になって、新聞に出る訳で

すが、科学者は、「絶対にない」とは絶対に

言わないですね、そのへんが少しまどろっ

こしいかもしれません。 
現在実際動いているのは、この辺りの浅

い所に貫入したマグマの熱で、地下水が熱

に触れながら活動する。地下水が西山西山

麓については少しずつ枯れてきて、噴火の

タイプが変わってくるのではないか思って

いたのですが、意外としぶとく続いていま

す。ある１週間は活発になったり、あるい

はある１週間はほとんど灰を出さないで、

（白色の）噴煙だけになったり、少し波を

打ちながらも、全体としては低いレベルで

活動が続いていると思います。 
 北西側の金比羅山付近の火口域につきま

しては、カルデラの内側であることもあっ

て、地下水が非常に豊富なために、地下水

とマグマの熱とのせめぎあいというのが、

一番激しく続いています。そのために、場

合によっては噴石が、その火口から正面向

かったようなところに、少し飛び出してい

ることが現在もあるし、今後もしばらくの

間続く可能性が高いと思われます。 
しかし、洞爺湖温泉街の無傷な東側につ

きましては、特にアクセスが簡単な東側か

ら、虻田町長さんの判断によりまして、一

時帰宅、非常品の持ち出し、そういうオペ

レーションが可能だということで、現在実

施されているところです。他の地域の一部

でもそれが可能かということについても、

現在検討が進んでいるというふうにうかが

っております。以上です。 
 
司会者 
 えーっと、次。はいどうぞ。 
 
質問三 
 洞爺湖温泉の○○と申します。「余計なこ

とですけれど、三つ質問があります。一体

あとどの位我慢したら良いんでしょうか？

二つ目の質問です。次の噴火はあと何年位

したら起こるのでしょうか？三つ目の質問

は、分からないことがあったら先生方に会
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いに行っても良いでしょうか？ 以上です。

よろしくお願いします。」 
 
質問三に対する宇井忠英の解説 
 ええと、今のご質問のうち 2番目ですが、
次の噴火は何時か。これは大変答え難いこ

となのですが、それについて、ざっくばら

んに私がどう思っているかということをお

話したいと思います。 
皆様、よく言われているように、従来は

次の噴火は 30年から 50年くらい先だろう
と（考えていた訳です。）これがですね、な

んて言いますか、30年というのはきつくて、
例えば、「今年は 22年目なので、23年とか、
24年目も大丈夫か？」とか、「西暦の 2006
年まではだいじょうぶでしょうか？」とか、

去年、（壮瞥町における講演会で）私にそん

な質問をされた方がおられます。 
ところで、(噴火の時期を噴火周期から)

そんなに厳密には言えません。噴火の間隔

というのは、けっこうばらつきがあるとい

うことを私自身知っています。それだけに、

答えは口ごもる訳です。ただ、今回の噴火

は（今迄で最も間隔が短い）23年ぶりでし
た。 
そういうことが実際に起きてみて、改め

てこういう火山地形図、こういうものを見

て、ちょっと考えたことがございます。そ

れは、1663年以来の噴火、古文書に記録が
書いてあるものが、この前までに７回です

か、長いところは噴火間隔が 100年ちょっ
と空いている、短いところが 32年だったか
と思いますが、それくらい空いています。

そういう所、そのへんから安全を見て、30
～50年という数字が出てきた訳です。 
ところで、ここの地域にでております溶

岩ドーム群の数を数えてみると、(噴火に対
応する)７回分どころか、16 か 17 個ある。
そのことは何を意味するか少し考えてみま

した。昔の方々が噴火の記録をどうやって

残したか、当時アイヌ民族は文字を持って

おりませんでしたから、いわゆる松前藩の

和人が記録を残した訳です。 
（噴火があり）何かしかの被害がでると

記録に多分残す、例えば江戸の幕府に報告

するためということもあって、そういうこ

ともありますから、やや小さめで被害ので

ない噴火の記録は欠落している可能性があ

る。つまり、それは江戸時代以来、７回で

はない、30～50というのは少し見通しが甘
かったのではないか、23年振りだから言い
訳する訳ではありませんが。 
  1663 年から 2000 年までの約 340 年、
それを 17 ぐらいで割れば、20 年間隔にな
る。単純に割り算すれば、20年に 1回にな
ります。１回の噴火で溶岩ドームが２つで

きたケースもあるかも知れません。例えば、

昭和新山と屋根山はちょっと違う地形して

いますから、噴火の史実を知らなければ、

２回に数えてしまう可能もある。30～50年
間隔というのは見通しが甘かった様です。 
 あくまで、防災的な見地で考えておけば、

今回の経験も踏まえて、まあ、20 年～30
年と言っておいた方が、それも奴ら専門家

のいうのはあまりあてにならない。あいつ

ら、少しマユツバだから、安全のことを考

えるともう少し短めに考えておいた方が良

い、という覚悟をされた方が良い。私はそ

う思います。岡田さんは少し違うことを言

うかも知れません。 
 
質問三に対する岡田弘の解説 
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 だんだん難しい質問ばかり浴びることに

なって困っていますけれど、まず、次の噴

火は何時かということについては、今まで

一番短かった（噴火間隔）は多分 32年だっ
たと思いますが、前回の 1977 年噴火から
32年だと、私はすでに退職していることに
なりますので、（大変な目に会わなくて）良

かったなあと思っていたのです。 
実は、しかし、やっぱり万一ということ

もありますから、（安全の為にはせめて）25
年目くらいをメドに、何かちゃんとした対

策をしておかなくてはいけないということ

で、今年の 1 月に新聞で報道もありました
が、観測所に保存されていた前回の噴火の

記録用紙、ペンレコーダーの記録を安全な

登別に持ち出したというのが、新聞の一面

をかざったことがありました。 
少しずつできる、お金のかからないでき

る部分から、少しずつやっていた訳ですが、

残念ながら、（噴火が早すぎて実際には）間

に合いませんでした。もし、今年度、認め

られた予算が昨年度にきていたら、（山頂観

測も充実し、テレメータも安全域でも使え

る体制が整っていたはずで）、今回の対応で

はもっと詳しいことが分かったはずだと、

（マグマに先を越されて）本当に悔しい限

りです。 
 次の噴火があと何年先か、ということに

ついては、今回の活動がどういう形で終息

するかに大きくかかわっております。現在

までの推移を見ますと、２ヶ月間でかなり

急速にしぼんできているように見えます。

従いまして、ごく浅い西山西山麓の所に出

ようとしているマグマが、今後隆起が減っ

ていき、科学的にはいつ終わったと完全に

分かるだろうと思います。観測をすること

によって、それは分かります。 
 前回の 1977 年の活動が４年７ヶ月後に
なって、わずかな隆起、だんだん隆起量が

減ってくるのですが、わずかな隆起がピタ

ッと止まって、そこから非常に僅かな沈降

に変わりました。つまり、今まで押し上げ

出ようとしていたマグマが、その力が完全

に抜けるある日があります。それは観測に

よって分かります。 
もし、そのような(今回のマグマ活動の終
息の)日が近々来るとすれば、その後、おそ
らく少なくとも 20 年、30 年という眠りに
再びつく。そして、再びエネルギーを貯め

て活動を始める。それが、今まで有珠山が

1663 年以降繰り返してきた活動だと思い
ます。 
資料の中に過去の噴火の歴史の表が３ペ

ージにございます。それぞれの噴火で、洞

爺湖温泉について、どの程度被害があった

かを申し上げます。1663年、これは、洞爺
湖温泉は壊滅状態です。1769年の噴火、こ
れはかなりの量の火砕流が洞爺湖温泉を襲

った噴火だと思います。1822年の噴火、そ
れを上回る量の火砕流が襲って、現在の扇

状地地形を作った原点だと思います。1853
年、これは少し東側で起こりましたので、

若干被害は少ないかも知れませんが、やは

り、火砕流噴火で、あらゆる方向に火砕流

（やサージ）が出ている可能性もあります。 
1910年噴火、これは今回と非常に良く似
ていまして、熱泥流が現在のホテル群があ

る東側を流れております。東側の所には深

い谷地形がありまして、その名前は「土砂

押しの沢」と、当時の文献に記されており

ます。その後、温泉が見つかったがために、

ここに町が作られた訳であります。 
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そのことを考えると今回の活動で、新た

に虻田温泉が発見されて、また、次の 20年、
30年栄えていく。あるいは、場合によって
は、その次の噴火は一番新しい所を避ける

という、こういう特徴があるとすると、壮

瞥町側に移っていくかもしれないし、伊達

側に移っていくかもしれない。 
皆さん、この辺りの 3つの町では、「次は
自分の方でなければいいな」と本当に思っ

ている訳ですけれど、なかなかマグマは、

ある時はあっちをねらいながら、本当は別

の方向に突然移ったりすることもございま

すので、大変扱いが難しいのではないかと

思います。 
その後の昭和新山の活動につきましては、

洞爺湖温泉では前兆地震で若干被害が出た

程度で、（歴史時代の噴火の中で）洞爺湖温

泉は一番安泰、安全であった活動だったと

思います。前回の 1977年の噴火活動では、
大量の降灰、地殻変動、泥流の被害を受け

た訳であります。（この様に、洞爺湖温泉地

域は、有珠山の噴火の度に大きな被害を繰

り返し被ってきた訳です。） 
 それから、もっと大事な質問がありまし

たね。「あと、どのくらい我慢したら良い

か？」。私共もあとどの位我慢すれば、この

クタクタの状態から解き離されるかという

ことで、（早くそうならないかと）楽しみに

しているのですが。」 
 現在の推移が続けば、この（沈静化の）

傾向が続けばというのは、先ほどの火山噴

火予知連絡会による統一見解にもありまし

た。この傾向が続けば、意外に（終息は）

早いかも知れない、というふうに私は思っ

ています。 
 従って、現在の隆起速度、先ほどグラフ

で見ましたように、まだ直線で隆起を続け

ていますが、時間が経てば、（隆起速度は）

少しずつなまってくるでしょう。そういう

傾向を何とか見出したいと思っております。 
それを睨みながら、実際には、そういう

変動が続けば、地殻変動で家がどんどん壊

れてしまいますので、噴火の規模や噴石の

状態を見ながら、ともかく荷物の非常持ち

出しなど、手の付けられるところから取り

かっていくことで、当面対応していくこと

が必要ではないかという風に考えておりま

す。 
 それから、（三つ目の質問の）「相談に行

っても良いか」ということにつきましては、

もちろん結構です。但し、私は一人しかお

りませんので、皆さん全員が一度に押して

かけてこられても、なかなか身動きがつき

ません。一番簡単なのは、役場を通してフ

ァクスで、質問を１、２、３と、私は３つ

以上だと、とてもおっくうで多分返事を書

けないと思いますので、質問を箇条書きで

役場の方に寄せていただけば、それに対し

て私共で検討して回答することは可能です。 
 今の国立大学は、こういう学問を社会に

どのように還元していくかということにつ

いて、非常に積極的にとりかかるべきだと

いうことがありますし、私共の学長さんも

そのような考えを持っておられます。 
私たちもできる範囲内において、火山物

理学を専攻としております私と私どものグ

ループ、火山地質学、岩石学、噴出物等を

専攻している宇井先生たちのグループと、

あるいはアドバイザーとしてなお活躍され

ておられます勝井義雄先生を始め周りの研

究協力者と共に、どうのようにお答えすれ

ば良いかについて、検討の上、お答えする
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ことができると思います。 
 
質問三に対する宇井忠英の補足解説 
 今の質問に「押しかけてよろしい」とい

うことで、もう一つお答えするルートがご

ざいます。これは、いわゆる、パソコンで

ホームページをいろいろ検索することやっ

ておられる方に手立てがございまして、日

本火山学会という組織がございまして、そ

このホームページを開くと、質問コーナー

というのがあります。時々質問がきて、火

山学会の会員の中で適当と思われる者が回

答する、そういうのがあります。 
私が最近、回答したものでは、「駒ケ岳で、

別荘地を買おうと思う。特定な場所が書い

てありました。そこが安全かどうか答えて

欲しい。」、そういうのがありました。私は

答えました。「その場所はお辞めなさい。数

十年以内に火砕流が出る可能が十分あるか

ら。」それが、私の答えです。そういう調子

で、火山学会のホームページも使えるかな

と思います。 
 
質問四 
（テープで質問は聞き取れない） 
 
質問四への岡田弘の解説  
 今の「カテゴリーの１」の線引きは、現

在は気象庁が主導で国が決めています。そ

れから、先程の泉北部の○○さん宅の荷物

の運び出しの話ですが、昭和新山の活動が

起こった時には、当時家を分解して、大八

車で運び出したという話もあります。 
 
質問四の補足質問（一） 
 (テープで質問は聞き取れない) 

 
質問四への岡田弘の補足解説（一） 
 私ども研究者が直接、カテゴリーについ

て決めているのではありません。そのこと

につきましては、国の対策本部で担当して

いる気象庁の方からいずれ回答があるかと

思います。 
 
質問四の補足質問（二） 
（テープで質問の内容は聞き取れない） 

 
質問四への岡田弘の補足解説（二） 
 具体的にどの家（で緊急オペレーション

が必要で可能か）ということですが。実は

町長さんと泉北部の現地に入ったのは、あ

の地域全域でそういう（オペレーション）

が（現実的に）可能なのか、もう少し詳し

く地点ごとに）やはり危険度がかなりいろ

いろ違うか（その程度を）見たかった訳で

す。 
まず第 1に、（噴石の危険度についていえ

ば、泉北部の立ち入った中での）噴石は１

箇所だけです。１箇所の家で噴石が屋根を

貫いています。これは金比羅山の（方の火

口）が大きく開いた時の活動でありまして、

西山西山麓の火口群からのものではありま

せん。これは確認しました。 
もう１箇所は、非常に（活動中の）火口

に近い、西山西山麓の火口群に近いところ

がございますが、そういう所にどのように、

短時間でアプローチできるか、近づくこと

ができる（通路が確保できる）か。私共が

行った時は、堆積している火山灰が濡れて

大変滑り易い状態でして、あの状態では（普

通の車両の利用は）難しい。 
しかし、ひょっとして火山灰が乾いてき
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た状態で、かつ、活動を見ながら、そうい

うこと（緊急オペレーション）もできるか

かも知れない、という感触を持っておりま

す。総合的な判断は虻田町の方で順次なさ

れていくものと理解しております。 
 
質問四の補足質問（三） 
（テープで質問の内容は聞き取れない） 

 
質問四への岡田弘の補足解説（三） 
 先程お話しましたように、Y 字型の２つ
の泥流を流す溝がございますが、そこの 2
本目から東の側、即ちほとんどのホテルや

みやげもの店のある地域は無傷です。この

地域は完全に無傷です。火山灰が若干、覆

っているだけです。雨による泥流被害もな

いと思います。 
従いまして、今後、もしこのまま終息す

る、今の傾向が続いた場合には、再びここ

で次の 20年、うまくすると 60年というこ
とになりますが、その次の活動がどこで起

こるかによって、その期間は変わるかも知

れませんが、再びここは栄えた町になるこ

とは間違いないと私は思っております。 
 そのようにして、明治の噴火で破壊され

た所を再建して使ってきた訳でありますの

で、今後についても、この地域については

次の噴火のことを考えながら復興してゆく、

ということが必ずあるだろうと私は思って

おります。 
ただ、火口に非常に近い所、こういうと

「どこまでか？」「どこかで線を引け」と必

ず言われるのですが、残念ながら、現在、

私は完全に線は引けません。様子を見なが

ら、ということになりますが、それは例え

ば、噴石が本当にどこまで飛んでいるのか

がはっきりか分からない、そういうことが

ございますが。 
この周辺につきまして、防災空間、つま

り公園化にするとか、色々な考え方がある

かと思います。例えば、橋げたが、この国

道 230号線の橋げたがこういう所に引っか
かっておりますけれど、例えば、こういう

ものは永久保存すると、ものすごい観光客

が世界中から押し寄せてくる、そういうこ

とになります。 
 ですから、皆さんもこの町を今後どうい

う風に使ってゆくのか、次の 20年なり、60
年なり、それをどういう風に使って、たく

ましく生きてゆくのかということについて、

ぼつぼつ議論を始めてですね、やっぱり、

力強く、こういう地域を復興させていただ

きたいと思います。復興の際にどうしても

必要になるのは、復興だけでなく次の噴火

を考えながら手を打ってゆくということに

よって、非常に大きな力が得られます。 
このようなことに成功した一つの地域と

して、６ヶ月避難した十勝岳の山麓にある

白金温泉の例がございます。みやげもの店

とか、ホテルを撤去してそこに（泥流を流

す）流路溝を作りました。泥流を流すよう

な、例えばここでいうと、こういう所に大

きな流路溝を作って、そこを公園化しまし

た。 
それから、避難道路を大々的に整備しま

した。それから、避難先のところには、例

えば、いざという時には避難所になる所を

普段は博物館として利用して、そこま避難

階段を上ると、大雪山系から十勝山系（の

雄大な光景）が全貌できるような、そうい

う新しい観光のメッカを、防災と兼ねて建

設しています。是非とも、皆さんにもそう
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いう所を見ていただきまして、いろいろな

所で取り入れられている英知を、この地域

でどう使ってゆくのか、是非真剣に議論し

ていただきと思います。 
 
質問四の補足質問（四） 
（テープで質問の内容は聞き取れない） 

 
質問四への岡田弘の補足解説（四） 
 (北西外輪山である)北屏風山それ自体の
亀裂はあまり激しくありません。幸いに、

今回山頂部で地割れができている一番激し

い所は、北屏風山と西山の鞍部の周辺であ

ります。したがって、（当初心配しておりま

した）北屏風山などが脆弱になって崩れる

恐れということは、現在考えておりません。 
 
長崎良夫虻田町長のことば  
 私共も、この火山とともに生きる、火山

の麓に住む町民として、火山というものを

十分知りながら、今後生活していかなけれ

ばならないのではないかなと、こんな気持

ちで一杯でございます。 
今回の噴火災害につきまして、大変広範

な避難まで余儀なくされたということで、

大変町民の皆様にご迷惑、あるいはご負担

をおかけしたと、私としましても残念でご

ざいますけれど、この噴火を契機としまし

て、やはり火山に強い町、防災の町づくり

というのを是非ともやっていかなくてはな

らなりません。 
こんなことで、皆さんのご意見も入れな

がら、これからの復興に努力してまいりた

いと思っておりますので、皆様のご意見な

ども今後お聞きする機会もございますので、

是非、その点ご協力をいただきたい、とこ

のように思っております。 
 
司会者 
それでは、予定の時間を 30分ほど過ぎま

したけれども、以上をもちまして、噴火の、

火山活動の報告会を終わらせていただきた

いと思います。両先生方、大変貴重な時間、

おいでいただきましてありがとうごいまし

た。感謝したいと思います。 
 
書き出し境幾久子、編集岡田弘、ver.060226 
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