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火山災害軽減のための方策に関する国際ワークショップ 2005 へようこそ
Welcome to the workshop
山梨県環境科学研究所所長

荒牧重雄

Shigeo ARAMAKI, Director, Yamanashi Institute of Environmental Sciences
数ある自然災害のうち，火山災害の持つ特徴のひとつに，火山活動の特性を良く知るこ
とが困難なことが挙げられる．困難性は，現象が発生する頻度の低さから生じる．例えば，
風水害の多くは，より頻繁に発生する．台風は毎年何回となく日本列島を襲い，
「台風」と
聞けば，強風が吹き，大雨にたたかれ，雨戸を補強するなど，現象そのもののイメージが
はっきりしている．災害を生じる程度の地震は，より頻度が低いが，それでも日本人の成
人なら震度４を経験していない人は少ないだろう．最近では，小学生でも｢起震車｣に乗れ
ば，震度 6 でも体験できる．それらに比較して，火山の噴火に遭遇する確率はきわめて低
い．
日本には活火山が約 100 個あり，平均して毎年数回の噴火が報告されているが，それで
も，噴火現象を直接体験した人は多くない．ひとつの火山について数えれば，何らかの災
害を起こす噴火は数 10 年か数百年に 1 回の頻度でしか起こらない．人間の世代交代の年数
に比較して，あまりにも長く，学習効果が期待できない．火山国であるとはいえ，国民各
人がそれぞれ噴火の具体的なイメージを持っているという状態ではない．
さらに，同一火山の噴火であっても，種々の噴火の様式がある．同じ流れ現象であって
も，溶岩の流下と火砕流の流下とでは，イメージがまったく違う．岩塊投出と終端速度で
の火砕物降下とでは，運動方程式が異なる．10 種類以上に分類される加害現象のそれぞれ
について，物理モデルを定義し，正確に理解し，防災･減災の手段を講じる必要がある．
火山防災を担当する専門家にとってさえ，火山現象を正確に理解し，知識ベースを蓄積
することが，まず必要なことである．従って，火山活動を専門に研究している人々，いわ
ゆる「学識経験者」と防災担当者との間の情報交換が，他の自然災害と比べて，格段と重
要なことになる．
火山噴火はまれにしか起こらない．そのため，発象の現場で，あわただしく情報の交換
が行われるのが現状である．理想的には，当然，平常時からそのような学習の場が設定さ
れ，市民への啓発活動と平行して行われなければいけない．
本ワークショップの目的は，火山災害の，このような特質を踏まえて，専門家と防災行
政の担当者との間で，如何に能率的に情報の交換ができうるかを，追求することにある．
そのための方法論とシステムの最適化を狙った議論を行いたい．
海外から，専門家をお招きして，貴重な事例の体験を聞き，日本のシステムと比較し，
アドバイスを受けることを期待する．また，火山防災の第一線で活躍されている，日本の
行政担当者にも参加していただいて，実りある討論をしていただくことを期待する．
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Proceedings of the workshop
Day 1 – October 26
at Yamanashi Institute of
Environmental Sciences
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MC:

Good morning, ladies and gentlemen.

We would now like to begin the

International Workshop on Strategy of Volcanic Disaster Mitigation 2005.

This

workshop is co-sponsored by Yamanashi Institute of Environmental Sciences and
National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention. The master of
ceremony, or moderator, for the entire session today is Mr. Koshimizu from this
Yamanashi Institute of Environmental Sciences.

Now we like to first of all begin by

having an opening address to be delivered by Mr. Aramaki, the Director of the
Yamanashi Institute of Environmental Sciences.

Aramaki:

Good morning.

Please.

Welcome to this Institute which is located just to the

northern foot of Mt. Fuji, which is the active volcano, one of them in Japan.

So, I’m

very much pleased to have distinguished guests from abroad, and you’ll hear the talks
from these guests.

And also we are going to have top-level officers of this country who

are engaged in hazard disaster mitigation programs.
concentrated in the last day.

Most of the talks will be

Today, we are going to talk more about the case studies.

Let me begin with the slides here. The Japanese Island is located… may I have the
light a bit darker, please.

Here, this is Japan.

These two arrows show the

northwestward advancing Pacific Plate hitting against the huge Eurasian Plate, as you
know.

So this is the plate boundary here.

It is a big oceanic trench here.

volcanoes are arranged in a row very much parallel with the plate boundaries.

The
Right

here, Mt. Fuji is located just at the triple, three-fold junction of these three plates. So
you know this is a very tricky, delicate spot where the stresses would concentrate.
Recent volcanic eruptions in Japan, taking several cases.
pretty busy in the last ten years or so.
expressions.

You may notice we have been

And there are quite a wide variety of volcanic

Sakurajima has been active for the last 50 years.

It’s been erupting,

vulcanian eruption intermittently and continuing for 50-years.

Usu erupted twice in

the last 20 years or so. And so did Miyakejima here and here.

So these two volcanoes

are two of the most frequently erupting volcanoes in Japan.
erupted in the last 190 years, but it erupted.
today.

Others like Unzen never

Iwate Volcano, you’ll hear the story later

In parenthesis, that means it did not erupt but it showed a very strong

phenomena indicating the imminent eruption. So we’ll hear the interesting story how
we coped to this incident.
These are the numbers of the persons who died because of the eruption.

And out of

these, forty-four stands out very much, and you may know this is because of pyroclastic
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flow at Unzen Volcano where the Kraffts and Harry Glicken died also.
unfortunate.

Very

These numbers in the bottom show the number of people evacuated

during the eruptions.

You can see this many people.

Out of these, the final casualty,

we think, was very low except for this very unfortunate Unzen case.
The beginning of the phreatic eruption of the Unzen in the year of 1990.
pyroclastic flow produced by the collapse of the dome.
Unzen Volcano.

The

Same, pyroclastic flow from

The night scene of the vulcanian eruption in Sakurajima.

This is the

fire fountaining from the eruptive fissure of Izu-Oshima in the year of 1986.

The same

eruption in Izu-Oshima produced this overflow in lava, lava flow into caldera.

This is a

flare dome, magmatic eruption occurred in the year of 2000 at Usu Volcano. The same
here.

Same.

Economic and human losses estimated.
you.

There are two examples I am going to show

One is a future quite possible combined

Tokai-Nankai earthquakes, magnitude larger than 8.5.
major earthquake.

This is one of the most possible,

We estimate the total economic loss would be 700 billion US dollars,

or more than 12 thousand people will die.

If you think of the Fuji Volcano, which may

erupt in the same magnitude and the same way that erupted in the year of 1707, the
estimate would be about 20 billion US dollars. And probably not so many people will
die, although the Fuji case is one of the largest possible, historic eruptions in this
country.
This is the national budget spent for the mitigation of disasters according to the
government statistics.

For the earthquakes and tsunamis, 16 billion US dollars

equivalent, while for volcanic eruption, only 0.11 billion US dollars used for the fiscal of
2003.
So one would tend to make a conclusion, natural disaster in Japan seen from the angle
stand point of economic loss plus people die, meteorological disasters would be the
largest.

That includes typhoon, torrential rains and floods and debris flows and snow

and heat and cold, all included. This is the largest disaster. While the earthquakes
and tsunamis certainly can be a very impressive damage, it’s far less than the
meteorological disasters.

About volcanic eruptions, these are much, much less than

even the earthquakes and tsunamis.

However, I might stress that volcanic eruptions

are very characteristic in that they give a very significant social impact, which cannot
be estimated by the economic dollars and the yens and these things, and nobody even
killed, it must give a very complicated and serious social impact.
Also, the taking the extreme examples in the past of volcanic hazards, one may recall
the case of the Aira Caldera formation of 25 thousand years before, which resulted into
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a generation of a very large scale of pyroclastic flows and co-ignimbrite ash fall covering
the whole Japanese Island, whole Japanese Island, devastating the southern half of
Kyushu Island.

Everybody would be killed.

And this is much larger disaster than

any possible Magnitude 9 earthquakes on the Earth.
The Japanese Islands, in conclusion, the number of quaternary volcano is something
around 350.

Out of these, about 108 volcanoes are named active, as defined by the

Japan Metrological Agency, that is, those volcanoes erupted in the last 10 thousand
years. And statistics show the eruptions plus near-eruption crisis occurred about ten
incidents per year.

So, in a last hundred years or so since the beginning of the modern

volcanology in Japan, more than several hundred cases we have experienced.
So, Japan may be considered as one of the most interesting and challenging areas for
the volcanic disaster mitigation strategy in the sense that the number of capable
volcanoes multiplied by the frequency of the eruptions, again multiplied by the dense
population and highly-developed urban areas at risk.
field for us.

So this is a very challenging

In comparison with other natural disasters, volcanic disasters are very

infrequent, don’t occur every year or so.

So this leads to the difficulty for

non-specialists, who are not volcanology scientists, to form a concrete image what will
happen during the eruption and what kind of disaster he will encounter, which requires
the more intense communication between the scientists and non-scientists, and also for
public education and so on.

So, may I propose that we meet here for the quest of the

best strategy for this kind of problem?
In this workshop today Wednesday, we will hear many examples of the case studies
from abroad and also from home.

The last day Friday, you’ll hear about the

administrative framework of this country, and also the coordination between
volcanologists and civil defense specialists.

After this, I would like to ask you to make

comments and discussion about the possible suggestions and advices, especially we
would like to request to our guests from abroad.

You make a comparison with your

own experiences, your own system in your country with those in Japan, and please
make any pertinent advices.
Quick comment on the local topic. Here is Mt. Fuji.

Fuji again from south, from north

and from there. Tomorrow, weather permitting, we will go up half way, that is just the
boundary between the bear, rocky, upper slopes and wooded, lower slopes at altitude
about maybe 23 hundred meters above the sea level.

In the year 2000, a sudden

occurrence of the swarms of earthquakes, which were of low frequency shown in red
dots right beneath the Fuji Volcano occurred.

Low frequency earthquakes are very

characteristic to the volcanic activity, and there is sort of a consensus among the
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volcanologists that it has to do something with the presence of the liquid magma, most
likely.
People at risk around Fuji Volcano. About 0.7 million people live there, and in addition,
every year 30 million people visit as tourists and also staying there summer houses and
climbing to the top.

In the case of 1707 major eruption, ash fall covered all the

Kanagawa Prefecture to the immediate east and also the most part of the present day
Tokyo, Edo in the old days.

So it gave rise to a very big disaster.

Fuji is rather complicated in its internal structure.
maps and disaster estimation.
volcanic events.

So, we are trying to make hazard

The pink shows the areas of concentration of the recent

The computer simulation of the possible lava flows.

This is a kind of

a roundup map for the possible outreach of the lava flows, indicating the difference in
time of the arrival.

These are again the numeric simulation for the pyroclastic flow,

possible time. So, we made public these kinds of hazard maps.
Future eruption of Fuji.
mostly flank eruption.

Last two thousand years, no summit eruption ever occurred,
So, we naturally expect the next possible eruption would be not

from the summit vent, but from the flank eruption.

And also we can expect more of the

small-scale eruptions rather than a very large eruption, which is rare or something like
this.
Let me conclude my introduction, and we are really looking forward to hearing the very
interesting talks and also very a intense discussion today and also for the day after
tomorrow. Thank you very much.

MC: Thank you very much, and can we have light again?

I should have explained

this earlier that we will be using this device for the simultaneous interpretation services.
Channel one is for Japanese, and this is Channel two.
English channel.

Channel two English, this is

So, chose your channel. Also you can adjust the volume.

Next we would like to invite Mr. Kazutoshi Kobayashi, Director General, Crisis
Management Division, Yamanashi Prefecture for a greeting.

Kobayashi: Good morning.

I am Kobayashi, Director General of Crisis Management

Division. On behalf of Yamanashi Prefecture, let me say a few words to welcome you.
Today, Yamanashi Institute of Environmental Science and National Research Institute
for Earth Science and Disaster Prevention have hosted to have an international
workshop, inviting the world-renowned researchers pioneering in volcanic disaster
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prevention to have this International Workshop on Strategy of Volcanic Disaster
Mitigation.

It is a good pleasure to see the successful opening of this International

Workshop.

And two years ago, here in the same venue, we had the pleasure of inviting

Dr. Newhall from USGS.

He is with us again.

And from the Philippines, UK, Italy

and Indonesia, we have welcomed overseas guests.

Thank you very much for coming a

long distance to visit Yamanashi Prefecture, the foot of Mt. Fuji.
thanks to two hosting organizations, YIES and NIED.

And let me renew my

Thank you, thank you very

much.
Yamanashi Prefecture is located at the center of the Japanese Archipelago and is
surrounded by sacred Mt. Fuji, Southern Alps, Yatsugatake Mountain and
Oku-Chichibu Mountains, where rivers like Fuji and Katsura Rivers originate. You
can also see the five lakes of Mt. Fuji.
beautiful natural landscape.

So this Prefecture is blessed with rich and

And Mt. Fuji has been worshiped as a sacred mountain

and it has been fascinating people as the symbol of Japan.
Currently, Yamanashi Prefecture, under the catch phrase of “Yamanashi, Country of Mt.
Fuji” is promoting tourism industry in order to attract more people, especially here in
the northern foothill of Mt. Fuji.
inside and outside of Japan.

We welcome more than 20 million visitors both from

So the Volcano is a blessing tourism resources. But

today, we are initiating a new approach to Mt. Fuji as an active volcano.
The year 2000 was a quite important year for us to start the renewed efforts for the
volcanic disaster prevention, because in 2000, following Usu Mountain in Hokkaido,
Miyakejima Island experienced eruption, and volcanoes became active.

And from

October to June 2001, we experienced many events of low-frequency earthquakes.
GMA announced that these events of earthquakes do not immediately lead to eruption
of volcanic activities.

But we realized again that Mt. Fuji is an “active volcano”.

So,

we came to realize the importance of not only the eruption prediction, but also the
damage estimation and hazard mapping as important pillars for the mitigation and
prevention measures. And the local governments in this region realized that we have
to take care both the disaster prevention and tourism.

So they went to see the Mt. Usu

and a series of lecture programs were offered to increase the local awareness about the
importance of the volcanic disaster prevention.
In June 2001, the local government, tourism industry, and several prediction agencies
all participated in the Mt. Fuji Comprehensive Disaster Drill.

And in January 2002,

using many heavy machineries, a training dyke was temporarily prepared as a training
for the lava flow control.

So today, the local governments and citizens are well

involved.
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Due to the lack of eruption for the past 300 years, and because of serious damage caused
by one book which talked about the next big explosion of Mt. Fuji, which was quite
devastating to the tourism industry, the local people tended to think that it is a kind of a
taboo to think about and talk about the Mt. Fuji’s eruption.

But today, with the drills

that I have mentioned, all the people concerned are quite active.
on the need of volcanic disaster prevention is high.

And their awareness

And in July 2001, with the request

of Yamanashi Prefecture, the central government and the prefectural and local
governments in this region have established a Mt. Fuji Disaster Prevention Council,
and they decided to prepare a hazard map and a disaster prevention map.

And in

order to get a scientific view, the Mt. Fuji Hazard Mapping Committee was established,
which is chaired by Dr. Aramaki. Based on the various materials and field studies,
they came up with the final report in June 2004, based on the latest findings. The final
report from the Committee talked about the importance of hazard mapping and the
disaster prevention mapping, damage estimation case studies, and a need to live with
Volcano.

So it was a quite epoch making report.

And this effort was followed by the establishment of Mt. Fuji Regional Volcanic Disaster
Prevention Association.

And this organization came up with an important series of

guidelines about the region-wide disaster prevention and evacuation based on the
events, and the need to live with the volcanoes and the education.

So the local

governments are now ready to prepare the regional disaster planning and the mapping.
And all the stakeholders, both from the central government, local governments and the
civil protection agencies, are to participate in these efforts. Therefore it is quite timely
that the International Workshop is being held here.
I would like to thank again to Dr. Aramaki and those concerned.
discussion.

I do hope to see active

I do hope that this Workshop is going to give you a fruitful outcome.

Thank you very much.

MC:

Thank you very much for the presentation, or the speech.

And now we would

like to start with the presentation of the main gist of the discussion.
Ichiyama from the Environmental Institute who will be the MC for you.

My name is
The theme

one is volcanic disaster prevention strategy in various countries, how the
administrative bodies reacted to the disasters.

And from the United States, we would

like to hear the presentation from the United States, the volcanic disaster prevention
strategies in the United States, Dr. Chris Newhall please.
the USGS.
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The Scientist Emeritus of

Newhall:

Good morning.

microphone?

Yes.

Is this a

Good

morning.

Thank you very much to the organizers for
the invitation to join you again here this
year. Today, I would like to share some
experiences that we have in the US on
three volcanoes.

Each one is different,

each one tells us some new lessons. I will
point out the locations of the three
volcanoes. Mt. St. Helens is located here, near the Cascades Volcano Observatory,
CVO.

Redoubt is located up here, near the Alaska Volcano Observatory.

And Long

Valley is located in eastern California, near the Long Valley Volcano Observatory.
I’ll start with Mt. St. Helens, which
reawaked in 1980.

Before the eruption,

St. Helens was nice and symmetrical.

It

looks a little bit like Mt. Fuji, but actually
the compositions are somewhat different.
St. Helens was known to have a long
history of explosive eruptions.

It has a

typical behavior to erupt explosively once
every few hundred years.

And the latest

eruption had been in the middle of the 1800’s.

So, in 1980, we knew that it was

possible that it would erupt again. In late
March, there were strong earthquakes
beneath the volcano and a few days later
there were small, phreatic eruptions.

And

then this progressed through the rest of
March and all of April, and eventually in
May, came to the climactic phase. During
the early days, there was search first for SO2
gas as evidence of magma.

It was not found.

But we know now that that is really not a necessary indicator of magma.
hidden by the groundwater.

It is usually

This is the late David Johnston, who unfortunately was

killed in the large eruption. During April and into May, the north flank of the volcano
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bulged outward.

It was being pushed out

by an intrusion of magma inside the
Volcano, very viscous magma, and it was a
very unstable situation.
The scientists who were responding were
in two different groups.

One group

believed that the best way to forecast the
future was to rely on the past activity.
These

are

geologists,

volcano

stratigraphers, and they expected that
there

would

be

vertically

directed

explosive eruptions with the types of

deposits that were very typical in the
geologic record of Mt. St. Helens.

The

other group consisted of also geologists
plus

geophysicists,

and

they

were

concentrating mainly on the monitoring.
And based on the seismicity and based especially on the bulging, they said “This is very
unusual unrest, so the results might be unusual too.

So we should not rely so much on

this, but we should try to anticipate
specifically the landslide.”

And one

person, Barry Voight from Penn State
University, actually correctly anticipated
that there would be a very large landslide
like the one which occurred at Bandaisan
in

1888.

There

were

also

people

considering the Bezymianny case, David
Johnston included, but unfortunately the
paper that described Bezymianny was not so clear at the time and nobody really
understood, nobody working at St. Helens really understood what had happened there.
And the third possibility that was being considered was Usu, which formed a
cryptodome in 1944 and then again recently.

-9-

Well, what finally happened was that
there was a very large landslide.

You can

see here the side of the Volcano and the big
block of the landslide traveling down here,

and immediately after the landslide, the
hydrothermal system and the magma

exploded, and it sent a lateral blast, which
is a kind of pyroclastic flow that went
across the countryside and destroyed
everything.

The landslide removed the

top of the Volcano and it came down and

down the valley.

The blast completely

destroyed the forest in an area of 600
square kilometers.

The blast was hot, not

hot enough to char the wood, but it was hot
enough to kill everybody in the blast area,
and also to melt plastics.

And then there

was also downwind in eastern Washington.
There was heavy ash fall, which caused
that even though it was the middle of the
day, it became like night. This is in the
town of Yakima.

And there was a very

large mud flow, which came down the
Toutle River.

You can see it carried many

logs and trucks that were used for getting
the logs.

This was a very big eruption

and it was an important one in the history of St. Helens and in the history of US

- 10 -

volcanology.

It continued intermittently.

There were a few more small eruptions in
the summer of 1980.

Then there was

intermittent dome growth until 1986.

And it is still continuing.

It woke up

again in October of 2004, and the dome is

still growing again as we are speaking.
Here are some lessons from St. Helens.
For scientists, I think we learned very
quickly that these giant landslides are
much more common than we previously
thought.

Some of them have had blasts

as well.

I think it is important for the

scientists to be sure to include the worst case scenarios in the public discussions.

In

the case of St. Helens, scientists were discussing the worst case privately among
themselves, but in their discussion with
public officials, they did not mention the
Bandaisan or Bezymianny scenario.

And

now in retrospect, we know we should
have.
I mentioned the two groups at St. Helens,
those relying on the geological record
versus those relying on the monitoring.
It was an unfortunate division.

There

should not have been that kind of separation, and we know, I think everybody
understands that the two should be considered together, not separately.

And one last

point here is that St. Helens gets plenty of intermediate-term warning on the scale of
weeks and months. The scientists and the officials were also looking for the final, last
minute warning.

Maybe hours or one day ahead and there was none.

retrospect, there was no last sign from the Volcano.
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Even in the

So we should not expect that.

If

we get the intermediate-scale on weeks, we must pay attention to that.
Some lessons for officials.

It is very

important

emergency

to

have

an

coordination center near the volcano.
But it has to have also the national clout
so that it can call on the resources of all
government

agencies,

all

levels

government.

And it is important to have

it near the observatory as well.

of

In the

case of Mt. St. Helens, the US Forest
Service formed the emergency coordination center, and they were very helpful.
we need to be prepared to be unpopular.

In the case of St. Helens, there were two

major officials who had decisions about public safety.
director.

I think

One was the Forest Service

And he is not a politician, so he was willing to make the hard decisions and to

tell people “no, you may not enter this area.” The other official was the Governor of the
State of Washington and she was a politician, and she did not make the unpopular
decision, and unfortunately a number of people were killed because she did not close her
side of the area.

Just a couple of other points.

The crisis can sometimes last long, and

even though it was a crisis, it has also
been a wonderful tourism opportunity, and
now we have millions of visitors coming to
St. Helens to learn about volcanoes.
Okay,

second

volcano,

Mt.

Redoubt

erupted in 1989 and there are very few
people living near Redoubt.

But the big

issue for Redoubt is the aircraft, and
unfortunately there was a KLM 747 that
flew into the ash cloud.

All four engines lost power.

The plane was gliding for many

minutes, and it came very close to
crashing.
significant

The
to

damage

the plane.

was
And

quite
the

difficulty was that at that time, the real
time tracking and forecasting of the ash
cloud was not well-developed.

The

scientists were not really thinking very
much about aircraft at that time.
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Now

that has changed completely.
I’ll just show you a few pictures.

These

are microscope pictures of ash, which
consists of tiny, little grains like sand of
quenched glass and minerals.

These are

very abrasive and they can melt inside the
engines of the aircraft.

This is the inside

the engine of the aircraft, and after it
melts, then it is quenched, it forms a new
glass-coating over the little holes here,
which are the air and fuel nozzles inside

the engine. So the engine stops, all four
engine stopped, and the plane has no
power.

Fortunately, after it glided down

for so long, the cold air coming into the engine caused this glass to break away and the
pilot was able to restart the engine.

But it was nearly a disaster.

The north Pacific is

a very busy air route. All the flights between North America and Asia come over here.
Many of the flights between Europe and
Asia come through here.
important

for

these

So, it is very

volcanoes

to

be

thinking about the ash hazard to aviation.
Partly as a result of experience in

Indonesia

in

1982

from

Galunggung

Volcano and then from Redoubt Volcano,
there are now a series of Volcanic Ash
Advisory Centers, VAACs, that are always
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watching for volcanic ash clouds and they are ready to warn aircraft at anytime.
I think the lessons from Redoubt for scientists number one is as we have to be thinking
about the aircraft, the ash forecast has to be very fast and very accurate.

And one of

the other lessons that was a surprise is that even a very old, dilute ash, ash that is so
dilute that it can no longer be seen in satellite images, ash that is so dilute that may be
three or four days old and thousands of kilometers away from the volcano, can still be
very damaging to the aircraft.
Some lessons from the Redoubt for the
officials.

It’s very important to have a

close

partnership,

everyday

communication between volcanologists,
meteorologists and all of the information
users, the air traffic control, the airlines,
the pilots.

Because we rely on each

other for that information and there is
very little margin for error.

We must

make sure that all of the pilots know about ash clouds.

And the other problem is that

the pilots are always changing, and the officials are always changing, so you have to
constantly do new training.
Finally, I want to share a few lessons
from Long Valley Caldera in eastern
California.

This is a very large volcanic

system, and it had such a large eruption
about 700 thousand years ago that it left
a large hole in the ground.

So it is not

the typical cone-shaped volcano, but it is
a large depression in the ground. And
then much more recently, there are small volcanic domes which have grown across the
western side of the Caldera.
restless in 1980.

It became

Actually, it began in

1978, but then in 1980, there were four
Magnitude 6 earthquakes.

And these

occurred in the south of the Caldera, and
just south from that, this Caldera here,
LVC, is situated at the western edge of
what we call the Basin and Range. It is
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an extensional tectonic environment.

Here is the Sierra Nevada Mountain Range, and

there is also some strike slip sheer along here. So, all of these tectonic forces are acting
on the Caldera.

Here’s a view across the Caldera from the southwest rim.

I mention two things here.
resurgent dome.

One is the

It is the four of the

Caldera that has been bulged upward by
magma coming in from below.

And most

of it formed a long time ago, but there has
been new movement, there has been new
inflation of about one-meter since 1978.
The other thing is, here is the town of
Mammoth Lakes.

This is a resort town.

The population is normally about 15 thousand.

But during the ski weekend in the

winter, the population is about 50 thousand. So it is a very popular ski resort for
people from Los Angeles, especially rich people from Los Angeles.

They have

condominiums.
Here is the time history of unrest. There
were earthquakes that began in late 1978.
These are the ones larger than Magnitude
3 in the Sierra Nevada Block.
the ones inside the Caldera.

These are
You can see

that they occur intermittently.

This is

accumulative plot, so each time there are
more, it jumps up.

The dots show the

swelling of the floor of the Caldera, and
this other line shows more or less the same thing.

So you can see that there has been

quite a bit of unrest at Long Valley.
There’ve been two episodes now of elevated
carbon dioxide gas coming out underneath
Mammoth Mountain, and the CO2 gas
kills the trees, it almost killed the person
but not quite.

And the last big pulse of

activity was in ’97 to ’98.

It was focused

especially here in the south moat and also
over here beneath Mammoth Mountain.
There are still deep, long period earthquakes occurring beneath Mammoth Mountain
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and just outside, just to the southwest of
the Mammoth Mountain.
similar

to

the

deep,

These are very
long

period

earthquakes that have occurred here at
Mt. Fuji. We think it relates to supply of
fresh magma coming in underneath the
Mammoth Mountain.
So, from a scientific point of view, Long
Valley is very complicated.

There are

many different processes active all at the
same time.

There is magma intrusion

occurring here.

There is faulting on

several faults through the area, lots of
earthquakes going on. There is swelling
of the resurgent dome.

Probably the

swelling of the resurgent dome is not
related directly to magma intrusion, but I
think it is an indirect result of some
squeezing of mush up underneath the resurgent dome.
Now, the interaction with the public officials has been rather interesting.

The first

news about the crisis or about the new activity at Long Valley Caldera came in the
newspaper, came from the Los Angeles Times. And that made the local officials very
angry.

And I can sympathize with that, because if you are an official, you don’t want to

hear about your community from the
newspaper.

You want to learn about it

quietly, directly from the scientists.
this was a big mistake.

So

It was made by a

scientist who just didn’t even think about
the consequences.

And it took many

years for USGS to recover from this, and
now

finally,

constructive.

the

dialogue

is

more

But for many years, there
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was a very difficult relationship between scientists and people in Long Valley.

In fact,

one scientist even received a death threat.
So, some of the lessons for scientists.

One

thing we’ve learned is that this very large,
solid (?) calderas are easily disturbed, but
at the same time there, they’re able to
buffer

or

to

contain

most

disturbances without eruption.

of

the

However,

after an extended period of unrest, such as
what occurred at Rabal in 1994, an
eruption can occur quite suddenly with
very little or very short final precursor.

It’s very important to engage the officials in

the discussion of what kind of warnings they want.

And if there are skeptics, and often

times there are skeptics, one way for the scientists to deal with them is to take them,
invite them to go talk with there counterparts at other volcanoes that have erupted
recently.

So, it is not discussion between scientists and public official.

It is discussion

between police chief and police chief, fire chief and fire chief. Because they can talk the
same language and it is very effective.
Also for officials, especially at large
volcanoes like Long Valley, you need to be
concerned and be prepared to have false
alarms.

Of course, as scientists, we try to

avoid false alarms, but sometimes there
will be some, and everybody needs to
understand that if you want to be
completely

safe,

if

you

want

to

be

one-hundred percent safe, you must be
willing to accept false alarms.

If you’re willing to accept more risk, then the scientists

can wait longer before issuing the warning
and they can reduce the number of false
alarms, but the citizen must then accept a
higher level of risk.
Just final lessons, I think, from all of these
volcanoes. It’s important to discuss these
questions of acceptable risk and warnings
in advance to have a good plan between
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the scientists and officials.

Often times this can include a simplified warning scheme,

like a color-coded warning scheme. And this is keyed to the official response plans.
And finally, the point that I would make is that it is very helpful to have a volcano
observatory that has all disciplines, geology, seismology, geodesy, all of the different
disciplines together in one observatory, and to have the emergency coordinating center
nearby.

They should both be near the volcano and they should be near each other, and

they have to be connected with the national resources so they can get the help from all
different agencies and levels of government.
our lessons from each volcano.

I think in the US we have been learning

I do not claim that we have a perfect system.

I think

we try to incorporate the lessons from each one, but of course there will always be some
more things in the future.
MC:

Thank you.

Thank you very much.

presentation?

Are there any questions or comments on the

If you have any questions or comments to make, would you please state

your name and your affiliation before giving your comments or questions?

We still

have some time for questions and answers, so please go ahead.

Q.

My name is Aramaki.

Thank you very much for your interesting talk.

question is, you proposed to establish an all discipline in observatory.

My

Can you

elaborate that especially in relation to Long Valley?

Newhall:

The importance of having the all-discipline observatory is that, many times

the unrest which occurs at a volcano, for example Long Valley, is very puzzling, we do
not understand everything which is going on.

So we need the ideas and the input from,

for example, the geologists, from the seismologists, from the hydrologists.
that in Long Valley, hydrology is very important.
have been important member there.

It turns out

So the groundwater hydrologists

From various other lines of geophysics and

geochemistry, it has taken a very large team, including scientists coming also from
universities to try to figure out what really is going on at Long Valley.

And I think

even today, there is still disagreement among scientists but we are gradually getting
closer to some consensus on the activity.
I think that the Long Valley Observatory is not perfect in that.
observatory is rather small.

The core staff of the

And then they rely on many additional researchers

coming from other parts of USGS, coming from universities. So right now in the quiet
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time, or relatively quiet time at Long Valley, maybe this is okay. But if there comes a
time of major crisis at Long Valley, it would be very important for all of those scientists
to be together in one place.

I think it is very difficult to try to have good scientific

discussion if the scientists are scattered over many different places.

You need a central

observatory for that.

MC:

Thank you.

Any other questions?

You can pose your question in Japanese, if

you like.

Q.

I am Nakada from the University of Tokyo.

I want to ask about the

establishment of all-discipline volcano observatory.

This establishment is just only

before eruption or long time before the eruption?

Probably you have many active

volcanoes in the United States.

Each volcano should have such kind of establishment.

This is my question.

Newhall:

As you know, we have five volcano observatories in USGS that cover all of

the volcanoes.

So, each observatory is responsible for a region of volcanoes. I am

thinking specifically about the case of Mt. Fuji here. When a volcano is quiet for so
many years, it is hard to justify having a full-time staff of all disciplines just sitting
there and waiting for ten years or fifty years or a hundred years.

But at the same time,

I think it is going to be very important to have some plan or prior arrangement whereby
scientists who would normally be at other institutions can come together and really
function very efficiently as a single observatory during a time of crisis.

If we had no

limits on money or personnel, it would be good to have it established long in advance.
But realistically there are limits on money and personnel, so, may be the compromised
solution, or the alternative solution is to perhaps have… I think in the Japanese
volcanological community, you have a history of having joint observations, and bringing
scientists from different disciplines and institutions together to focus on a particular
volcano.

Maybe this could be extended into a more permanent observatory concept.

I’d like to suggest that as an idea for discussion.

MC:

Thank you, sir. Any other questions?
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Q.

Thank you.

I come from Fuji Yoshida City.

My name is Hayakawa.

You talked

about the newspaper coverage about the possible eruption and you said this was quite
harmful. How, in specific terms, was it harmful, and how was the relationship restored
and repaired?

Newhall:

The reason it was harmful was that the news was released and it reached

the local people before the local officials knew. So, as soon as the local people read the
newspaper, then they call the local officials and then they say “what are you doing about
this?”

And so the local officials are very embarrassed. And so that was what was

harmful. What should have happened is that the scientists should have talked first
with the local officials, and then they would have already known about the problem and
had time to think about how would they answer the questions from reporters. The
trust was restored really by the efforts of one person, Dave Hill.

Dave is a very good

scientist and he’s very quiet, and he talks very well with the local officials, and he made
many, many visits to local officials for years. He would go, and he would patiently
meet with them and answer their questions, and gradually they learned to trust him.
But it was difficult.

It took a long time.

And I think maybe one other thing that helped, I mentioned also about having the
officials go visit their counterparts at another volcano.

In this case, we, the USGS,

invited the officials from Mammoth Lakes to go visit St. Helens.

And so the fire chief

and the police chief and the mayor, they all went, and they met with their counterparts
at St. Helens.

And they saw the effects of a volcanic eruption, and after that, they were

less skeptical.

MC:

Are there any other questions?

No questions.

If so, thank you very much, Dr.

Newhall. Next is an Italian example, from Etna Mountain.

Professor Franco Barberi

from University of Rome, please.

Barberi:

Good morning.

I’m very glad to be with you.

And thanks for the invitation.

I’m certain that we will have a very stimulating discussion and we will also learn a lot
from the Japanese experience.
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Before discussing some of the most relevant problems on volcanic disaster mitigation we
have in Italy, let me briefly recall how the volcano mitigation organization is in Italy.
Then we will have time to go more deep
into these discussions.

Since some years,

we do have a single scientific organization,
the National Institute for Geophysics and
Volcanology that takes care of volcano
monitoring on all Italian active volcanoes
and also other assessment.

So it is this

Institute that provides indication for the
scenario of the events to be expected in case
of activation and also establish alert
thresholds.

And these are the main

scientific responsibility as far as volcanic
hazard is concerned.

Belonging to the

same Institute, we have a long-established
National Volcanic Group that call the needs
on research on active volcanoes, from basic
research to research dealing with eruption,
every research dealing with volcano.

On national level, we do have the Civil Protection

Department, which is an office of the Prime Minister.

And this Department is full of

responsibility as far as emergency planning and coordination and management are
concerned.

So, volcanic risk management is under the responsibility of the national

government and the Prime Minister.
responsibility, it is the regional level.

We have a third level, which has a lot of
Campania is the region for Vesuvius and Campi

Flegrei, Sicily is the region for Mt. Etna.

And the region has the main responsibility

for the land-use planning, which obviously has a lot to do with the level of risk. And
also I will show you that in the responsibility of the region, there is also all measure
concerning risk mitigation actions.
We do have eleven active volcanoes in Italy,
about one-tenth of what you have in Japan.
But some of these are in very densely
populated areas, so with a very high level
of risk.

In the recent years, we have had

two new entries with respect to the
traditional Italian volcanoes.

And these
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are Colli Albani near Rome and Panarea, which is a small island in the Aeolian arca in
the southern Tyrrhenian Sea. This is Colli Albani, this is Roma City, and Panarea is
there.
Colli Albani, or Alban Hills, is the volcanic
complex to the south of Rome with some
crater lakes in site.

In the stratigraphic

and geological research in the last years, it
demonstrated

that

this

volcano

has

erupted until recent Holocene time, and
we

found evidence

for

many

lahars

produced by water overflow from Albano
crate lake, which is this one, mostly
traveling northward until Roma City.
excavated in the

4th

And we also found out that the Romans

Century Before Christ the drainage tunnel from the Lake in order

to keep low the water level, and this was certainly the first volcanic prevention,
intervention ever made.

So, actually there is a potential risk even for the Capital city

of Italy, or Rome, because of the presence nearby of this Volcano.
At Panarea, we do not have any evidence
of eruption in the last 22 thousand years.
But in November 2002, a small phreatic
explosion occurred from the sea off shore
of this island.

And it was followed by a

stronger gas emission from the sea.

We

looked at the whole history and we found
out that Strabo described a similar event
in 126 Before Christ.

Again, something

probably corresponding to small phreatic explosion and strong degassing.

What is

important is that the gas geochemistry, in particular idiom isotopes, indicated that
these gases of magmatic origin and
therefore the likely existence of an active
magma chamber at depth.

So these are

two new entries in the list of Italian active
volcanoes.
A few words on Etna, then I will
concentrate my presentation on Vesuvius.
Etna is certainly one of the most active
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volcanoes in the world.

It is very frequently erupting.

have an eruption of Mt. Etna.

I would say every two years we

Phenomenal activities are effusive with lava flow

emission, but in the last eruption we also have had some phreatomagmatic explosion.
You can see some example here, which created problem to air traffic and pollution of air,
agricultural lifelines. But the most problem is the emission of lava flow, which do not
create a danger for population because of this low advancement velocity, but can make,
and have made in the past, very huge economic damages.

In the last ten, twenty years,

we have learned much at Mt. Etna in the techniques of controlling lava flow. I just
would briefly mention the two different kinds of intervention that we have positively
experienced at the Mt. Etna.
The first is the lava diversion. You can
see here the preparation on the levee of
the natural lava channel to be destroyed
by explosion, by blasting, in order to divert
the

natural

lava

into

artificial channel.

an

excavated

You see here the

diverted flow. This picture is taken from
this side. And this is the diverted flow,
and the initial natural tunnel was blocked
by throwing into it large fragments of rocks.

And we were able to totally divert the flow,

and this permitted the natural flow that was advancing from this side for about nine
kilometers to stop.

And then the eruption started again and during this time, the flow

rate decreased and there was no more problem.
The second kind of intervention that has been positively experimented at Mt. Etna is
the construction of earthen barrier.

You

see in this picture two different kinds of
barrier.

This one was build near the end

of ’91, was transversal to the advancement
of the lava flow.

And this delayed the

flow advancement for nearly one month.
At this side here, we were quite near to a
village,

which

was

only

about

kilometers away from this position.

1.5
Then

the progressive accumulation of the lava flow here brought this barrier to be overflow by
the lava.

The second kind of earthen barrier that has been tested with good results in

Mt. Etna are barriers which are oriented transversal to the direction of advancement of
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lava flow.

Here you see a series of these barriers.

Some of them have been partly

covered by lava flow, and this one that was protecting tourist installation,
infrastructure, in the upper part of the Mountain.

So, I want to say that we now know

quite well when it is possible to intervene in order to delay the lava flow advancement
or to divert the flow direction towards less damaging parts.
Next, I will concentrate most of my talk on Vesuvius.

As you can see from this picture,

Vesuvius Volcano is perhaps the volcano in
the world which has the highest density of
population

around.

Because

of

the

character of the spattered eruption, which
is mostly explosive, but mostly because of
the high density population around the
Volcano, this Vesuvius is certainly the
volcano with the highest risk in Italy, but I
would say perhaps it is the volcano with
the highest risk in the world.

This is the,

as light show, the volcanic eruptive history
of Vesuvius.

The recent volcano begins

its activity about 18 thousand years ago.
Before 30 to 20 thousand years ago, the
formation of the ancient volcano, Mt.
Somma occurred.

Since 18 thousand

years ago until the very famous Pompei
Eruption of 79 AD, Vesuvius produced four
major plinian explosive eruption and dozens of medium-sized, medium energy explosive
eruption of subplinian types.

And you can see the entire eruptive color, where the

different color here expresses the Volcanic Explosivity Index.

The red being the plinian

events. When the last subplinian event occurred in 1631, then it was followed for
nearly three centuries by almost continuous activity.
and was made into very frequent eruption.

The Volcano had an open conduit

The last of these eruptions occurred in

1944, sixty years ago. Since the Pompei 79 AD eruption until the last 1944, we had
almost persistent activity until the most recent time, and two subplinian explosive
events, the last one 1631 and another one in 472.
So, the volcanic history of Vesuvius is characterized by the alternance without
irregularity of periods of open conduit persistent activity, like the three centuries from
1631 to 1944.

In these open conduit periods, the maximum VEI is three, of what I call
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the ultra strombolian explosion.
eruption

is

kilometers.

more
Then

or

less

these

0.1

The erupted volume of magma during a single
cubic

periods

of

persistent activity ends, and repose period
begins, which can last very long, for
several centuries, even thousand years.
The conduit is obstructed, is closed, and
this long repose period is interrupted,
closed, always by explosive eruption of
variable energy, or variable intensity, but
usually of subplinian or plinian character.

So it is very clear that since the last

eruption in 1944, we are at Vesuvius in one of these repose periods. And let me first
say that we cannot say when this period will interrupt, so when the next eruption will
occur.

Nobody is able to answer this question.

So we don’t know when Vesuvius will

reactivate in the future.
During the open conduit period, we have
what’s called violent strombolian activity
with ejection of scoria ash fallout but
without

pyroclastic

flow

generation,

mainly lava fusion with limited associated
strombolian activity. In some important,
mostly phreatomagmatic, explosion, like
the one of 1906 that you can see it here,
but they are not important explosion, but
with an important level of risk in the present situation because of the high density of
population.
The eruption that closes the longer, resting periods, may be all subplinian VEI 4 or
plinian VEI 5.

Pompei eruption was one

of this kind, 1631 was one of this kind.
And the plinian eruption is characterized,
all these eruptions are characterized by
the same dynamics.

Different energy,

different size, but the same dynamics with
the formation of the plinian column,
emission

of

ash

fallout,

downwind,

generation of pyroclastic flow, and the
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lahars generated by the mobilization of loose pyroclastic by heavy rains.
So, as we have, as world in the history of Volcano, plinian and subplinian eruptions,
seven events during the entire history.

Subplinian category II of minor energy and

violent strombolian...
So these are the list from low energy to
high energy explosive eruptions that have
all occurred at Vesuvius.

And I have to

say that the primary explosivity is very
frequently enhanced by

magma-water

interaction.
Now the basic question that volcanology
must answer and provide information
indication to civil protection authorities is,
Vesuvius is now resting for 60 years, in
case of reactivation, which is the eruption
that will likely produce?
category

of

eruption

Which of this
will

be

likely

generated, and which are related to the
civil protection implication?

If you look

at the history and try to compare the
energy of the eruption, here is the simplest
precedent, the volume of the erupted material with the length of the repose period
between the eruptions. Some relation appears in the sense that as long as there is a
repose period, the higher is the energy of the following eruption, but without any
mathematic rule.

You can see, in any case, that there are minor explosion events,

violent strombolian are usually characterized, preceded by small repose period, and
they actually occur during the most open conduit period of activity of the Volcano, and
the high energy eruption, plinian or subplinian preceded by repose interval of the order
of hundred of years.
In the last year, several attempts have
been

made

in

order

to

build

the

probabilistic event tree for Vesuvius.
What

I

show

here

is

the

one

by

Marzocchian orders and between orders,
Chris Newhall also included, which was
published in 2004.
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And just going into the main conclusion, considering three different events with this
VEI values, the probability decreased from the smaller size of eruption to the higher
side.

This is a plinian Pompei-type eruption. This is a subplinian event like 1631.

And these are smaller ultra strombolian activities.

But this is somewhat logical,

because for three centuries of open conduit activity, the last of Vesuvius history, we have
had many events of this kind.
This is a similar, more recent, not yet published event tree, which was produced by the
Exploris European Project and Willie Aspinall contributed to the production of this
updated event tree.

And once again, the different kind of eruption style that I

mentioned before are realistic and there is a sort of a probabilistic assessment of what
we should expect.
Let me go back to the previous one.
Which event do we have to select?
one with the highest probability.

The

I don’t

think we have to select that event for two
basic reasons.

The first one is that I

repeat those kinds of eruptions were
produced mostly during periods of open
conduit activity, or permanent or most
permanent eruption of the Vesuvius.
Vesuvius at that time was similar to the present Etna, although with some difference in
the magma composition and theological properties.

And the second reason is that the

probability of approaching 30% or 25% is too high to be neglected.

And we are, to some

extent, also concerned by the fact that according to the procedure of assessment, you
could have about 10% of probability even of maybe a major plinian kind of event. In
any case, our choice has been to select in an event of this kind to make wise scenario for
civil protection purposes.
And let’s briefly review with this as taking a reference eruption of a subplinian event,
similar but not identical to the 1631,
which kind of hazard maps and hazard
scenarios

we

do

obtain.

The

first

phenomenon to consider is risk related to
tephra

fallout,

pyroclastic

fragments.

Here is a table summarizing estimates of
percentage of roof collapses according to
the lot by ashes on the building covers.
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And we chose this value 300 kilogram per
square meter as a reference value to draw
this yellow line around the Volcano, which
is an area exposed to pyroclastic fallout
risk.

Obviously this area takes into

account the distribution of all during the
old past eruption of pyroclastic fallout
material.

But each eruption is being

characterized by this specific ash dispersal,
which is mostly controlled by the wind direction and velocity at the moment of the
eruption.

You see for instance here, this narrow area is the main dispersal of ashes

during the 1631 subplinian eruption. So, all this part of the area will be actually
affected during the eruption, depending on the wind condition at the moment of the
eruption. The most delicate aspect is that of assessing the earlier expose to pyroclastic
flow hazards.

And there has been a continuous updating of this map during the years.

The present emergency plan for Vesuvius, which is presently under revision, being
updated, considers this red line as the area exposed to pyroclastic flow hazard. The
contour is simply an administrative contour, it is the boundary of municipality around
Vesuvius. But it was based on the observation in the field of the extent reached by past
pyroclastic flow on numerical simulation of the pyroclastic flow, taken as a reference
subplinian eruption like the 1631, but not identical.

Major difference, if you look at

this purple color, it is the limit of pyroclastic flow emitted in 1631.

And at that time of

eruption, the morphological barrier represented by the caldera wall of Mt. Somma,
protected northern flank to be invaded violently by pyroclastic flow. But these only
introduce more changes in the gas content of the magma, and physical parameter of the
eruption is easy to have a collapsing call over passing this morphological barrier.

So,

in the real scenario the source provided for
emergency plan, possible extension as well
also in the northern part of the Volcano
was considered.
Major efforts have been made in the last
years in the numerical simulation of
pyroclastic flow from Vesuvius in order to
try to put some limit at their extent of the
territory that could be devastated by these
phenomena.

You can see here the simulation of a 2D physical, numerical model of
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pyroclastic flow.

Let me see if I can switch and…that’s better.

So, you can see here a numerical simulation of pyroclastic flow.

This was an important

progress made a few years ago in the Pisa Volcano Simulation Group.

And what

progressively improved by introducing, for instance, several particles and a lot of
complication, but the most recent progress come again from this Exploris European
Project, and these are still unpublished results and I have these image from Augusto
Neri, which is responsible of the project and a scientist that took care of this plinian
pyroclastic flow simulation.

The important and new is that this is a 3D model that

takes into account the morphology of the
Volcano, the morphology of the crater in
the all 3D feature of the pyroclastic flow.
And this was important in order to explore
the possibility of the control exercise by
the

morphology

of

the

pyroclastic flow disperse.
a

few

months

this

Volcano

of

This will be, in

project

will

be

completed, and we will have some new
important results, particularly in trying to assess combining field observation with this
physical model application on the limit that can be reached by pyroclastic flow.

As you

can understand, this is a very delicate matter, because very lot of people lives there, and
the precise definition that the boundary that can be reached by pyroclastic is a major
civil protection problem.
Other important results that have been
obtained in the last years.

In some

researches that are not in tradition of
volcanology, a rather engineering research
made in order to assess the vulnerability
of the urban system to the expected
volcanic events.

And here you can see an

attempt on evaluating to which extent the
presence of very many buildings from the volcano uphill down to the sea shore could
modify the effect of dynamic characteristic of the advance in pyroclastic flow. And
some important results have been obtained, showing that there is an important, for
instance, dynamic pressure decay along the advancement path of the flow that could
lead in some years, also suggesting some mitigation measures. I don’t think that this
result will justify to suggest that people can remain within their houses. People will
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certainly have to be evacuated.

But nevertheless, for instance, goods could be

conveniently protected if you prevent ash and hot airs to penetrate houses.
The third very important hazard that is
related to lahars.

We have two areas that

are exposed to lahars in Vesuvius. One is
the main cone, which will be certainly the
site of major ash fallout.

But also the

steep relief of the upper flank, downwind
from the Volcano, will be affected by severe
ash fall, and these loose materials will be
mobilized by heavy rains, giving rise to
dangerous mudflow.

And you can see here a map on the downhill area, the different

colors express the areas that are most likely to be affected by lahars following ash fall
on the release.

Once again, not this entire area will be affected, only sectors,

depending on the wind direction on which part of the area, will be really affected by ash
fallout.
So, combining all these studies in other
map including three different zones, the
Red Zone is the one exposed to pyroclastic
flow.

This must be evacuated before the

eruption onset, because we have seen in a
matter of few minutes after the beginning
of the column collapse, the area will be
entirely devastated by pyroclastic flow.
We will have no time of protecting
population if these will not evacuated before the eruption.

And this is the most serious

problem, because over a half million people live there, 551 thousand people live in the
Red Zone. But we have to consider that about 10 years ago, 15 years ago, we had
nearly 35 thousand more people living in the Red Zone of Vesuvius.
a decrease in population in that area.

So, there has been

Seven days is the time that the present

emergency plan foresees for the evacuation of this population from the Red Zone. Then
we have the so-called Yellow Zone, the one that is exposed to pyroclastic fallout with
over 300 kilogram per square meter.

We have over one million persons living here, but

only about ten, fifteen percent will be affected, depending on the wind direction.

These

will be evacuated according to the plan after the eruption onset, because before the
eruption onset you will not know which will be the wind direction, so we have to just
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wait until the last minute to see which will be the elevation of the eruptive cloud and
the wind direction.

And finally, the Blue Zone is that exposed to floods and lahars.

And again, about nearly 200 thousand people live there.
The

Vesuvius

emergency

plan

is

established on the twinning between the
Vesuvius Municipality and the rest of
Italian regions.

You can see here that all

the Italian regions from the north to the
south of Sicily will have to take care of an
entire Vesuvius Municipality during crisis.
This plan was established in the hope of
maintaining as far as possible unity in the
evacuated population, say, the same people will be moved altogether in a single region.
They will maintain their administrator, they will maintain their teacher, they will
maintain as far as possible their social unity in order to avoid social disruption in these
population.

Campania, which is the region of Vesuvius and Campi Flegrei will take

care of people living in the Yellow fallout and Blue lahars Zone after the beginning of
the eruption.

This is the plan that has been approved by the government and approved

by the administration of all regions.

There is in Italy what is called Permanent

Conference between state and regions, and this plan was approved at that level. And
evacuation drillings are methodologically made in order also to improve links between
local municipality and hosting regions.
I just mention that the present plan
estimated that seven days are needed in
order to orderly evacuate the population
living in the Red Zone.

So the success of

this plan is obviously based mostly on the
capability of forecasting the eruption onset.
And obviously at Vesuvius, as are new
Japanese volcanoes, there is I would say
the most modern and complete monitoring
system, including all what volcanologists think is useful to forecast the eruption.

But

nevertheless, the main question is will we or future volcanologists that will have to face
Vesuvius crisis actually be able to recognize correctly symptoms of impending
eruptions? We have had in the last years important success in volcano forecast like
Rabal, Pinatubo, Izu-Ohshima and others.

But we cannot forget that we have had also
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main failure like Soufriere in 1976 with basically speaking with false alarm.
Seventy-thousand people were evacuated and the eruption did not come.

And we had

even more tragic failed alarm at Nevado del Ruiz in Columbia with 25 thousand people
killed by lahars.
And I think that this is one of the most difficult thing and we should perhaps discuss at
some time during this Workshop, say that we volcanologists have to face a terrific
dilemma. If you want to avoid false alarm, we should wait until precursory signs are
so evident that an eruption is really impending that it might be too late. And we must
be very clear in case like Vesuvius, the forecasting success will be a real one only if time
will be allocated to safely evacuate the population.

If volcanologists predict the onset

of the eruption only a few hours before, this is an academic success of no utility for the
human lives.

But the second alternative is, in order to avoid this, the alert issue is too

early, then false alarm is possible.

And equilibrium between these positions is

something really very difficult.
I will finish mentioning very important
program of risk mitigation that has been
recently approved for Vesuvius by the
Campania Region.

The aim is to reduce

the risk by reducing the number of
permanent residents in the Red Zone, the
one exposed to pyroclastic flow hazard.

I

already mentioned that we have observed
the

spontaneous

decrease

of

this

population by 25 thousand in the last ten years. And we think that an important
objective to reach is that of educating population on this problem.

And important

program of education at the school level is in progress in some years as we think that
teaching and transmitting these information to children is the best way to reach also
their parents.

Also at the primary school level, an effort is made to in order to increase

the risk awareness, and the material is built to be brought into the family to enlarge the
educational campaign.

But the milestone of this plan includes a total forbiddance to

build new houses in the nineteen municipalities around Vesuvius.

This could be a

simple thing, but it is an absolutely noticing-worth thing, consider that a municipality
is a town, receive a formal total forbiddance of building any new thing.
also that the value of land is evenly affected.
fight against unauthorized building.

This means

And there is also money provided for

Then 30 thousand euros are given to each family

as a contribution to buy houses outside the risk area.
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New public buildings are being

created in order to host outside the risk area the poorest families.

There is an effort in

order to convert present resident building into tourist bed-and-breakfast initiative in
order to assist the economy of the areas but without increasing the number of
permanent residents.

We felt that tourists are not a real problem, because you don’t

have to take care of them, and they all have their own houses outside.

And obviously

here in Fuji, you certainly know very well that tourism might be affected only by the
voice of a potential risk.

But as far as the safety of the population is concerned,

tourists do not represent a major problem. This is an important plan, considering that
870 million dollars are invested with the objective of moving outside the risk areas 150
thousand residents.

And about 30-thousand families have already applied to this

program, and we shall see which will be the result in the future.
But I have to make two final remarks.

Once this program was approved by Campania

Region, a very strong discussion started among the administrators of the Vesuvius area
and the private citizens.

And the result that has already been achieved by this plan is

that of increasing strongly the risk awareness of population.

Because of this

discussion now everybody knows that Vesuvius is an active volcano that may destroy
some time in the future their houses.

And the second comment is that, for the first

time we have had in Italy a region that is investing so huge quantity of money in order
to reduce volcanic risk. And this is another important achievement.

So Vesuvius is a

very complex volcano, which still has a lot of questions to be more deeply understood,
but I think we are in the right way in trying to mitigate its risk.

MC: Thank you very much.

Q.

My name is Sone.

Thank you very much.

I think we have time for one or two questions.

You have done simulation based on the theory and the past

evidence, and you are implanting the volcanic disaster mitigation.
interesting.

It was quite

When I hear the name of your country Italy, I think about the sports.

Young citizens and the population, what is the level of awareness about the volcanic
disaster among the Italian citizens, especially young people?

Barberi: All active Italian volcanoes are located in the southern part of our country, in
the Naples Region and in Sicily.

And now also Roman Area could be affected.

to say that the risk awareness is very different from region to region.
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I have

Etna is so

frequently erupting and Stromboli as well, is more lined in the Aeolian Arca that is also
frequently erupting that their importance of volcanoes and related risk are a part of the
culture of the local people or young people. Outside those areas, the risk awareness
decreases exponentially.

A few years ago, we made a sociological test to interesting the

Vesuvian people, distributing about three-thousand forms to be filled with basic
questions. And the answer indicated very clearly that the risk awareness level was
very low. Most of the people were not aware even of the existence of the emergency
plan.

And they declared to be very skeptical about the possibility of the authorities are

capable of managing emergency.

On the basis of this reason, strong education

campaign began, and also this risk reduction plan started. And next year, we will run
a similar risk awareness test in order to check if something has progressed or not.

MC:

Any other questions, please?

Q.

Go ahead.

Hayakawa, I am a citizen here.

My question is about Mt. Etna.

You

Do you have a follow-up study?

For

mentioned that you diverted the lava flow.

changing the flow of the lava, didn’t you create any other problems? Do you have a
follow-up research of changing the flow of lava?

Barberi:

Diversion of lava flow has been one of the objectives that volcanologists have

for several years talked to.

In most cases, this was not possible, and even prohibited by

the authorities because of the fear of civil responsibility, say that if the flow destroys
even a large city, this is the result of a natural act.

If you modify even to a small extent

the lava flow path, then you take the full responsibility for what the lava will destroy
after your intervention. In 1981, in the Aigris Civil Protection Commission in Italy, we
prepared some plan in order that should a occasion come, we should experiment on
some time on lava diversion effort. And the Ministry of Civil Protection had a law
approved by the Parliament that authorized those experimentations on the condition
that obviously the new part had to be in a less destructive area than the natural one,
and the national government will take the responsibility of reimbursing damages for
the new flow.

And so in 1983, when the Etna erupted and the lava flow was

dangerously approaching some villages, the first experimentation was made.
In all cases, you have to cho0se a diversion part, which is possibly of no damages, but at
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least of reducing damages. This is often possible at Mt. Etna when the lava is still in
the upper part of the Volcano, would be, for instance, impossible to do at Vesuvius,
because you have an almost continuous periphery of cities, of houses, of buildings, and
so any direction will be a damaging one and it is very difficult to decide if you destroy a
city instead of another one.

But at Etna, this was possible.

So, after another

important intervention was made in ‘91 and ‘92, and I think we do have now a very
important experience.

In any case, this has to be authorized by the national

government that automatically, besides providing financial support that are needed for
the intervention, which are costly intervention, also take the responsibility of
reimbursing the damages produced by the new flow.

MC:

Q.

Okay, go ahead.

There is another question.

My name is Hayakawa.

In Japan, people regarded volcanoes as the divine

mountains and people have worshiped volcanoes and we still maintain that tradition in
Japan, but how about Italy?

I like Ineas, because I love the Latin language.

And

people seem to believe that at Mt. Etna, you have a gateway to the land of the dead.
I wonder how people regard volcanoes in Italy.

So

Do you worship volcanoes as sacred

mountains?

Barberi:

I think that in all countries that have active volcanoes, there has been a

long-established tradition or even a religious belief given to the volcanoes some sort of
houses of god or goddess.

So, Hawaiian volcanoes houses fire goddess of the Island.

In Italy, if you go back to the European civilization, you find both in Greek religion and
in Latin or Roman religion they had that volcanoes were the houses of divinities.

Even

the name of Vulcan, which is a small island in South Mediterranean Sea, Vulcan was
the name of the Roman god for fire.

With the passing of centuries, volcanoes, as

earthquake, have been frequently utilized for political, religious reasons.

That say,

major disasters were attributed to the god willing as punishment of bad behavior of
man.

And sometimes this was utilized for political fates, one faction goes against

another one.

So, until relatively recent time, there were among Vesuvius inhabitants

or even at the Mt. Etna the beliefs that there was something to do with the god in the
behavior of the volcano.

This led to be recalled that even very recently, a few years ago,
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procession was being organized when the lava flow released from Mt. Etna was
approaching a town, the people of the town organized with their price a procession in
order to invoke divinity to control the lava flow advancement.
call superstitious behavior, are decreasing year by year.

But these, that I will

So now at once I can say most

of the people feel that volcanoes are natural phenomena as earthquake, that has
nothing to do with god wills.

MC: Interest of the time, we would like to proceed.

Thank you very much.

Next we

will like to invite from UK, Dr. Willy Aspinall, to discuss with us the Montserrat
Eruption 1995 to 2005.

He was once a Director of the Observatory of Montserrat

Volcano, MVO.

Aspinall:

Good morning everybody, and

first I must thank Professor Aramaki and
his colleagues for doing the honor of
inviting

me

to

participate

in

this

Workshop and giving me the opportunity
to make my first visit to Japan.
What I am going to try and do in this talk
is go through as quickly as I can some of
the many highlights of the eruption of the
volcano in Montserrat that have been going on for ten years.

And because of its

long-lived nature, and the fact that it’s a very small island, an island perhaps about the
size of Miyake Island in Japan, people have been trying to live with an erupting volcano,
and this has involved the scientists in very intense work over ten years, non-stop, with
trying to mitigate volcanic disasters in
collaboration with the people and the
government of Montserrat.
It’s a tiny island in the West Indies.

It’s a

British overseas territory and that is why
the

British

government

has

the

responsibility for the security of the people
who live there and to protect them. And
just to avoid any confusion, Barberi-san
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mentioned Soufriere Guadeloupe Volcano. This volcano has a similar name.

It’s the

Soufriere Hills, it’s a French word describing sulfur tars, but it’s a different volcano
from Guadeloupe, but I will mention that.

As far as the people of Montserrat were

concerned, in 1995 when the crisis started, they were unaware that the Volcano, that
their mountains behind their main town, was a young and active volcano.

Of course,

the scientists were well-aware of this, but the government and the people of Montserrat
itself were not.

They were much more concerned with typhoons, hurricanes, and had

suffered a major devastation in 1989, and the economy of Montserrat was recovering
slowly from that, when suddenly one night, the Volcano burst into life and awoke the
concerns amongst the government and people of Montserrat, and of course, immense
scientific interests as well.
So, that started in July 1995.

I just want

to mention briefly that there is a regional
history of volcanic disasters in the Eastern
Caribbean, the most famous of which is
probably the eruption of Mt. Pelee in
Martinique in 1902.

This was the first

occasion on which the phenomenon of
pyroclastic flows was recognized, and this
was the mechanism by which the town of
St. Pierre was destroyed very rapidly in a pyroclastic surge or blast, and 29 thousand
people died.

And at that time, there was an element of political decision-making

involved in this, an election was due, and people were not encouraged to leave the town,
sadly a vast number died.

So this left a legacy in the Eastern Caribbean amongst

politicians and civil leaders that they did not wish to repeat the experience of
Martinique and make the wrong decision. Then in 1976, on the other French island in
the Caribbean, Guadeloupe, the volcano
became restless.

Barberi-san has just

mentioned that as a failed alert, a failed
alarm.

We could discuss this, and I am

sure we will at the Workshop.

I was in

Guadeloupe at the time and for me the
alarm was very real.

The eruption did

not materialize, but a large number of
people were evacuated from around the
Volcano for many months, and this caused considerable expense to the French
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government and not least public controversy among scientists, severe criticism and
bitter recriminations.

And volcanology, as a practical science for protecting human

beings, suffered a credibility loss at this time as a result of that episode.
So, when in Montserrat now, about
twenty-years later, a very similar volcano
burst into life, these were some of the
factors that were conditioning people’s
thinking about how to proceed with this
crisis. So the ambiguities, and inevitably,
we get scientific ambiguities amongst the
people studying these volcanoes, and this
leads to differences of opinion.
the major factors is the lack of infrastructure.

It is a very small island.

One of

The main

town is close to the Volcano, contains the hospital, the power station and all the other
facilities. And the other point to notice is that the airport is also very close to the
Volcano, built on pyroclastic deposits, so any geologists landing at the airport will
instantly recognize that it was a risk zone,
but that was the only way to get on and off
the Island of Montserrat at that time.
Just a quick mention about the difficulties
of interpreting the scientific evidence, the
seismic activity was strong, but it was
ambiguous.

We were getting swarms of

earthquakes under different locations.
And

these

were

amenable

to

the

seismologists, to different interpretations as to their meaning.

So we weren’t sure

whether it was this mountain, that mountain, or whether we were having a dyke
intrusion going on at that time.

In the

crater itself, it is not very clear on this
picture, here is a new material pushing up
through an old previous dome.

We have

two crater lakes and they are totally
different colors, even though they are only
a few meters apart.

And I’m sure a good

geochemist could probably help to explain
what that difference was.
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So I’m using

the word schizophrenia here to sum up the uncertainty of the evidence that we were
being presented with.

And after dome growth started in early 1996, we had the

formation of spines on the top of the dome, which, traditionally in Western Indian
volcanoes, had been interpreted as the end of an eruptive sequence, as the magma
became degassed and more viscous, spines would grow. So here was some evidence
that some scientists believed meant that this Volcano was coming to an end of its
eruption after just a few months.
The one thing we’ve been contending with,
having to work against is, after a several
months

of

nervous

life-threatening

waiting,

pyroclastic

developed in March 1996.

flows

And they got

bigger and bigger, and one of the problems
we had over this slow buildup was
communicating to the public that these
threats were getting worse.

Over a
matter of months, people get accustomed
to seeing moderate pyroclastic flows, and
then they start to ignore them.
I just want to try now and give you some
active highlights of the eruption.
clip comes from June the

25th,

This

1997, so I

am moving ahead in time a little.

This

was a day on which a major dome collapse
took place and killed 19 people. And this
is

some

footage

from

the

helicopter

showing how the surge cloud raced down
the

mountain

and

engulfed

several

villages where some people were in
residence who were not supposed to be
there.

They had gone unofficially into the

Danger Zone and stayed there.

Here is a shot from quite early in the eruption showing

the growing dome, and the regular small collapsed pyroclastic flows that we were seeing.
As I said earlier, people became accustomed to seeing this, and we had the greatest
difficulty explaining to them that although there may be many small pyroclastic flows,
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they should prepare themselves for a big
one

occasionally.

Just

as

with

earthquakes, in Japan you get many
moderate earthquakes, but you also have
to prepare, under the Gutenberg Richter
Power Law, for the big one.

So, one of the

other reasons for showing this is that we
found, as Professor Barberi has also
mentioned, that educating the population
is absolutely essential and one way to do this is to show them the best possible
visualizations of the activity, otherwise they don’t understand what you are talking
about.

So, here I am just showing you how, over the course of a few months, the
activity

at

the

Volcano

has

become

stronger and stronger and the pyroclastic
flows have become more threatening.
We’ve also had some series of vulcanian
explosions in Montserrat.

These are very

small explosions in terms of volcanology,
but capable of producing column collapse
pyroclastic flows.

And here you can see a

surge cloud boiling over one of the
protecting hills in front of the Volcano and coming towards our observatory point, which
was only about four or five kilometers away.

So, we’ve had a whole range of

phenomena in Montserrat over ten years to contend with. And here is pyroclastic flow
coming down the main outlet from the crater, building a new delta of material out into
the sea.

So it’s been one of the privileges for the scientists to witness nature building

land in front of us.

Of course it’s not a privilege for the people of Montserrat who have

to live with these dangers.
The other point I want to make is that I’ll
also mention one or two bigger events that
took place in the eruption, but sadly in
Montserrat, they always seem to take
place at night.

So we don’t have movie

footage of some of the biggest of the
collapses that have taken place. So this
is the scene looking down from above the
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Volcano where the main outlet of the pyroclastic flows has been going into the sea. I
mentioned earlier the airport was built near the Volcano, and one of the biggest
problems we the scientists had as the crisis developed was that the airline serving the
little Island started to get very worried about flying in there, and it reached the point
where they would only fly into the airport if there was a scientist on duty at the airport
to give them comfort.

So we the scientists started to become human shields in a sense

to protect the people there, and this became a very critical issue for the scientific
involvement.

And I hope later in the Workshop, we will be able to talk in a bit more

detail about that.

The thing about it was that it was a creeping situation, it got slowly

worse and more serious, and all the time the civil authorities and the population wanted
to continue living with the Volcano, but they wanted the scientists to protect them from
the affect. And one of the aspects about this that was most difficult was that the
Volcano for much of the time is not visible to us on the ground because of cloud.

It may

be a tropic island but we get an awful lot of rain and cloud and we are standing here at
the airport and we estimate we might only be one minute to two minutes from a
pyroclastic flow reaching the airport if it descended down the wrong valley from the
Volcano.

And then as I mentioned, we had a particularly large, well, we thought it was

large at the time, it involved five million cubic meters of material, a big collapse on June
the 25th from the top of the dome, which spread over several sides of the Volcano, flowed
out mainly towards the east and buried the villages where some people were, and we
suffered, as I said, 19 casualties.

And this was despite the fact there was an Exclusion

Zone, a Danger Zone. People had been well-informed for many months.

This was an

unpleasant way to die, but still a number of people were prepared to take risks to stay
in their homes, look after their animals, avoid shelters.
perhaps, of the Vesuvius situation.

And it’s a miniature version,

We were dealing with 15 thousand people close to a

small volcano, not 500 thousand people close to a big volcano. But I think some of the
lessons we’ve had to learn painfully in Montserrat can be shared with our colleagues
there on that night.

I must stress that nobody who died or was injured in this had

official status in the Danger Zone.

One of the problems we had was that we the

scientists would go into the Danger Zone, and ordinary people would think well, if it is
safe for the scientists to go in, it’s safe for them to go in and spend an hour or two.

And

they get trapped in that way, forgetting we have radio communication, fast vehicles and
all the rest of it.
Just mention, eventually the airport terminal was destroyed a few months later by
another pyroclastic flow, which reached the terminal building on June the 25th.
Everybody at the airport was safely evacuated despite the flow.
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And this is the sort of

scene Professor Barberi just mentioned, protecting property against the influx of ash is
quite important.

If you want to go back and live in the house, you need to board up the

houses to protect them from that.
Well, as I say, many of the people of
Montserrat were intent on living with it
despite the difficulties involved. And this
got us involved in micromanagement of
Risk Zones as scientists increasingly
complex and difficult problems of dividing
up the territory into small segments.

I

just mention these things.

The ash in

Montserrat has got a high proportion of a
toxic mineral in it, so its health impact is
serious.

Breezing it in, filling your lungs

with this is not good.

The people of

Montserrat endeavored to do their best to
live with the Volcano.

Here we have a

man who is picking up his whole house
and moving it from the Danger Zone.

As you can see, the people tried to carry on life

even though there is an explosion going on in the background.
into his car.

He is still pumping gas

And it was summed up by the fact that this Island is exactly the wrong

size for a volcanic eruption.

If the Island were much smaller, a total evacuation would

have been the obvious solution to the problem. If the Island had been bigger with more
infrastructure at the north end, then it would have been possible to move people to
protect them into shelters and into other accommodations.
But

prompted

by

my

experience

in

Guadeloupe in 1976 when we saw the
problems of scientific disagreements being
worked out in public, in Montserrat we put
in

place

providing

a

formalized

scientific

procedure

advice

to

for
the

authorities, and maybe later in the
workshop I’ll talk a bit more about this.
It’s a relatively new development that’s
been promoted by the space industry after the Challenger disaster for finding better
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way for combining engineering and scientific uncertainty judgments.

And we’ve

employed this in Montserrat, and one thing I want to stress about this is that we have
some question that we want to answer, perhaps the probability of an event, given
certain data, and using this procedure, we combine all our experts’ opinion to arrive at a
statistical

distribution.

We’ve

been

avoiding using single values or single
numbers in Montserrat but trying to
accommodate scientific uncertainty into
all our work.

And this, for example, has

included presentation of event trees.
Chris Newhall is familiar with the paper
on that and we’ve done that.

The

probabilities of the alternative courses of
the eruption at an early stage are shown there.

What I should stress is that in the

spread sheet behind it, there are also uncertainty distributions behind those.

So,

although the figure may say .58 there, it’s .58 plus or minus some uncertainty that has
to be taken into account.

And except for

the first branch, when the unrest started,
when the scientific group thought a
non-magmatic event, like Guadeloupe,
was slightly more likely than a magmatic
eruption, after that the course of the
eruption followed the branch on the tree,
which had the higher or the highest
probability according to the experts.

So
the lesson that we try to convey from this
is that we may not know exactly the course
of eruption, but if you want the best advice,
follow the lead the experts give.
This is a fairly complicated slide.

It

involves calculating public risk, casualties
and deaths.

The point I’m trying to stress

here is that in this, although there are
single numbers in the cell, every one of
these cells in our risk analysis involves a statistical distribution so that we can find out
which of the factors are controlling the measured risk, and this is a technical issue that
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perhaps we can talk about a bit more detail later in the Workshop. A quick summary of
the sort of product we get is a typical risk
that is produced, for example, for nuclear
power stations, chemical industries and so
on, involves the probability of suffering N
or more fatalities in the given period, and
there’s the number of fatalities.

So here,

the probability of suffering one or more
fatality depending on the time when the
assessment was done goes up and down by
about an order of magnitude.

So, we’ve been tracking how the scientists measure the

risk exposure to the population by this technique on that.

And this is the sort of

information which we can give to the civil protection authorities and tell them, well,
there’s a one in a thousand chance that you
may suffer a hundred fatalities, you have
to make a decision what to do about it.
We also calculate individual risk exposures.
People want to know if they live in a
certain town, what their risk is, and this is
usually equated to a medical risk scale
that we use in Britain for individual risk.
Again, it’s not an answer to the problems,
it’s a piece of guidance, a piece of information that can be used to help the authorities
make their decisions.

I just want to

mention this diagram a bit more, because
it takes one of these hazard curves and it
divides it up to show what would happen
to the risks of the population if the
Exclusion Zone were increased in size.

So

there is the risk as it stood at the top, and
these lower curves show how the risk can
be reduced if the government decides to
move more and more people further away from the volcano.
tell them what‘s the right level of risk to accept.

We the scientists cannot

That’s a societal issue, but we can at

least give some constated guidance on this.
And although there are criteria for chemical plants, nuclear plants, and even in the case
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of Holland, a societal risk level target, the volcano of Montserrat is well above those, it’s
very difficult to compare volcanic eruptions with chemical plants.

So in Montserrat,

we’ve been comparing it with other natural hazards that we have in Montserrat,
earthquakes and hurricanes. And on the
right here, we show one of our risks
relative to hurricane risk and earthquake
risk, and showing that if the Exclusion
Zone were increased, the risk from the

volcano will be roughly equivalent to the
risk from earthquakes and hurricanes,
which people live with in these Islands,
and therefore presumably is to some
extent acceptable.

So that’s the sort of

basis on which we’ve been providing that.
I just want to mention also one of the difficulties we had as scientists.

We foresaw

many possible threats that this Volcano could produce for the people, and one of them
was a small version of the Mt. St. Helens’ cryptodome that Chris Newhall mentioned.
In 1996, we were aware that the southern crater wall of the Volcano was showing
distress.

There were earthquakes under it, cracks were forming in it, and the

materials were falling off, and we advised
the government of Montserrat that nobody
should be allowed to live on that side of
the Volcano.

This was very difficult.

And because this went on for month after
month that we kept saying “we think there
is a risk”, “we think there is a risk”, and it
was only almost one year later after we
first recognized the risk that the lateral
blast actually took place and devastated
the south side of the Island completely.

Again this was an episode that took place in

the middle of the night, so we have no video footage of it at all, but it was a small
version of Mt. St. Helens’ 1980 blast that had people being in these villages there would
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have had a massive death toll on that.
One of the other aspects of the problem of
Montserrat

was

that

the

British

government, in particular, was very slow
to accept there was a problem to be dealt
with.

And they left people living in

shelters for more than two years under
very difficult conditions.

It was only after

three years that one or two new houses were built in the very north end of the Island to
allow people to move there.

But even so, several thousand people, out of the population

of about 14 thousand, nearly 9 thousand people left the Volcano, triggered by the
casualties, by the deaths, but I should also stress by two other factors, nothing really to
do with the volcano itself.

One was an

economic imperative, because most of the
people had borrowed money to rebuild
their houses after the hurricane of 1989.
And then the houses were in the Exclusion
Zone, they had a debt to service and many
of them lost their jobs, so they found the
best thing to do was to leave the Island.
The other thing, just going back to the end
of Professor Barberi’s talk, that we also had a major factor with the religious leaders of
the Island. It is a very Christian island, and some of the religious leaders were among
the first to leave the Island.

And they have all sorts of biblical interpretations, but the

fact that they left the Island meant that a lot of the people followed them as well, and
this was still a major factor, and I think will always be a major factor in volcanic crisis
in many parts of the world.
In 2001, the Volcano went into a second
phase of a major dome growth.
getting

bigger

and

bigger,

It was
and

we

produced the biggest dome so far by July
2003.

The dome was towering over the

original crater, which you can see around
this level.

It has completely filled the
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former crater and had built this massive
dome.

And our main concern was that a

big collapse could come down this way and
head towards what was still a populated
part of the Island where, again, the most
wealthy people happened to live there, and
they were the people most reluctant to
leave and most difficult to force out.

The

dome itself collapsed on July the 12th, 13th,
2003, probably the biggest dome collapse in recorded history. The estimate now is that
210 million cubic meters of material went
from the crater in pyroclastic flows and
explosions in a matter of nine hours.
And yet again, this happened in the
middle of the night and we have no
footage of it.

But we now know from a

French bathymetry survey offshore that
the pyroclastic flow that went into the
ocean traveled under water for nearly 40
kilometers.

The turbidity current has been laid down there, and we’ve now found

evidence of previous such events from Montserrat.

So there was a massive problem for

Montserrat, the ash fall all over the whole Island was very wet, very thick, and it made
again life very difficult for people who were still trying to continue living on this small
island.
Just a quick word about the impact on the
population.
the

This graph summarizes how

population

decreased

from

the

economically viable number of about 15
thousand people, including wealthy winter
tourists down to less than 3 thousand.
Virtually none of the Montserratians who
left the Island have come back. They’ve
been replaced by people from other
territories, other islands who come from much poorer places who are coming in and
taking a chance.

And this has had an effect on the demography of the Island, the

nature of the place has changed because, for example, many of the people who are
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coming in now are Spanish speakers
rather than English speakers and this has
had a big effect. We’ve also had to deal
with

regular

government.

changes

of

the

local

We’ve had about five chief

ministers in the ten years that we’ve been
involved in the crisis.

We’ve had four

British Governors who have ultimate
responsibility to the British government,
we’ve had two British government.

And hundreds and hundreds of civil servants and

officials have become involved in the crisis and then gone away, and every one of them
has had to be educated from zero to be involved.

So, that’s been a major problem for

the scientists involved in this.
We provide advice now, in the last five or
six years, at what one might call a
high-level Scientific Advisory Committee
that the British government has formed
with members drawn from some names
that you’ll know there.

We meet every six

months or so to report on the recent
activity and to do strategic planning.

The

government thinks in six-month time
windows, and six months in five years.
The day-to-day management of the risk is
still

with

the

Montserrat

Volcano

Observatory.
And again, this is not uncommon in all
parts of the world that one has complex
inter-relationships

between

scientists,

whether it is the working scientists or the
advising scientists, and different levels of
government and different agencies. And virtually every crisis I’ve been to in every part
of the world always has this complication of regional, provincial, national and local
government complications.

So we have a meeting cycle where we go through what’s

happened in the past, we write a risk analysis report, and we give an assessment for the
administrators for about one year ahead.

We make uses as far as possible of modeling
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capabilities.

In this case, pyroclastic flow maps, and in this case ash fall, very similar

to the sort of work that’s done with the Vesuvius, Professor Barberi has mentioned.
And we produce regular main reports and technical reports, summarizing the findings
and the assessment at the time.

And that’s been going on now and provides a record of
the

scientific

element

of

the

decision-making process.
Well,

I

just

quickly

skim

through

something here to mention that we’ve
been

drawn

into

attempting

to

micro-manage this crisis, as scientists and
administrators,

and

this

has

meant

drawing maps, with increasing maps of
detail.

And I’ll just also mention that we

have an alert-level system based on
volcanic activity, a stage summary there,
and what the applied regulations are. To
my mind, these things can become too
complicated too quickly.

The scientists

attempt to make them a complete and exhaustive summary of everything that can
happen, and it’s impossible to do it.

So I

think I would echo Chris, I don’t think he
mentioned it, but the simplified alert-level
scheme is something that needs to be
prepared ahead of time and one needs to
avoid the danger of being drawn into this
ever increasing complexity of it.

also

used

our

formalized

elicitation

procedure to assess what the correct alert
level is, given the observations.

This is

an Avasian formulation for doing it.

And

here we have, for example, a record over
several months of how the group assessed
whether or not the volcanic alert level was
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We’ve

at the right stage.

It’s very easy to agree

if you are in the middle of yellow band,
Level 3, and everybody agrees, that’s
simple.

The real problem comes when it’s

time to move the alert-level up or down
and then people cannot ignore the fact
that there are implications for the people.
So we’ve developed a procedure now for
formalizing this and give us a record, and
later in the Workshop I can give more details of this if it’s of interest.
So, if I just quickly skim through these, you’ll see that the hazard maps, the risk
management maps in Montserrat have responded to different events of the Volcano.
Very few of the maps have been properly prepared in advance envisaging the threats
and dangers and taking it into account.
And we’ve also had failed red alerts when
a red alert was called in December 1996,
and the people actually ignored it. They
didn’t believe it themselves, so they

ignored the red alert and went about the
normal life on that.

There was a major

response to the fatalities in 1997 with a

much simplified hazard zoning map.

And

this is the sort of map that should have
been in existence at the start and stuck to.
We should have resisted the persuasion of
the officials to keep changing it.

So we’ve

had that, and we’ve also had these long
periods
between the dome growing.

of

reduced

residual

activity

In the last few years, we’ve had two occasions when we

had nearly two years of only residual activity.

- 50 -

I just want to mention what I think is one
very important lesson we’ve learned in
Montserrat, courtesy of the work of Kat
Haynes and colleagues who’ve been out to
Montserrat.
or

the

They’ve explored the efficacy

efficiency

communication tool.

of

maps

as

a

And most usually,

we hand out hazard maps, the sort you’ve
seen.

Professor Aramaki showed some,

Professor Barberi showed some, and these
are being evaluated in Montserrat.

They

tested three forms of presentation; a
conventional, or traditional contour maps,
such as geologists would normally use in
these circumstances.
Modern 3D GIS maps have also been used
on this occasion.

And oblique aerial

photographs, that was another thing, and
what our colleagues have found is that on
a contour map, if you ask an ordinary
person in Montserrat to locate something
like the main town of Plymouth, you would
have thought they would all know where
Plymouth was on the map.

But here you

can see yellow dots, scattered over half the
Island.

This is the people of Montserrat

who live there do not know on a map
where their main town is. But when we
come to the aerial photograph, people are
much better able to locate things than on a
contour map, and I think this is one of the
most important lessons we bring from
Montserrat is that of the three types, the percentage of correct answers are worst for
conventional, geological hazard maps on that.
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So that’s their conclusion, and it’s

summed up by one of the Montserrat
people when he was interviewed said
photographs go into his head most easily.
He finds it easier, his brain finds it easier
to deal with that.
Well, the volcano monitoring continues
now.

We’ve got a new observatory

building in Montserrat that’s been built a
couple of years ago.

We rather hoped

that building an observatory would put a
stop to the eruption. This has been the

case in other crisis in the world that as
soon as you build an observatory, the
volcano stops erupting, and the scientists
sit there doing nothing.

But in the case of

Montserrat, this hasn’t been the case.

I

must also mention that the video clips are courtesy of David Lee.
interested, he has a website where you can access.

If anyone is

He has thousands of hours of video

footage from Montserrat.
And just to quickly bring you up-to-date on recent developments, the big collapse in July
2003 left a large scar in the crater.

Over the next two years, as far as the people of
Montserrat were concerned, the Volcano
had stopped erupting.

There was no

explosive activity, no felt earthquakes, no
dome

building,

no

lava

flows,

no

fountaining, and general mineralization in
the crater, although there is still a certain
amount of fumarolic activities.

And that

picture is a bit out of order, I apologize, but
this is a Pompei of 21st Century showing
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the town of Plymouth buried by the Volcano in the background, and the people of
Montserrat are endeavoring to promote this
now as a tourist venture, something for
people to go in and see the buried town.
One of the other big problems we are

confronting and I seldom hear mentioned
by volcanologists is how to decide an
eruption is over.

It’s one thing to say an

eruption is about to start and give
warnings, but the decision of when to allow people to return home is becoming
increasingly difficult.
capabilities,

our

And in the last thirty or forty years, the increase in our technical
instrumentation

to

measure very low level activity, whether it
is GPS deformation, low-level seismicity
gas or whatever is making us think that
these volcanoes are actually never asleep.
So the Scientific Advisory Committee has
three

criteria,

has

the

basalt

that’s

supplying the heat to the andesite depth
stopped, and these are three criteria that
have been proposed as deciding that.

And

we‘ve started to formulate this in the
context of a Bayesien belief problem.

We

wish to know whether the basalt has
stopped, and we can only infer it from
observations, usually indirect observations,
as Professor Barberi said in his talk. We cannot put a gauge or a probe into the magma
chamber to find out what’s happening directly.

So, we get this evidence and we are

endeavoring to infer what’s happening in depth from it.

So it’s a questioning of

reasoning with uncertainty, and this Bayesien belief networks are a formulation for
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doing that.
I’ll just skip over the diagnostics of it, but
what one needs is the probabilities of
seeing certain phenomena, given the
basalt has stopped, and then inverting
these when one has an observation.

We’ve

got

deformation,

we’ve

got

long-period seismicity present, the gas
output is above fifty tons per day.

The

inference from that is that there is only
about

a

one-percent

chance

on

this

evidence that the basalt has stopped going
in, even though for two years, at the
surface, the volcano has looked as though
it’s asleep. So we are now tending to give
our advice to the civil authorities and the
British government in this form, saying
that there is a very high probability that
the magma is continuing to be generated

at the depth, but there is about 1.5%
chance we could be wrong. So we cannot
give them absolute yes or no answer to
this question.

never going to be good enough.
Well, after two years of nothing much
happening, a couple of months ago, after a
certain amount of increase in the gas
activity, the seismic activity, and the
inflation of a new dome started to grow in
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The scientific data is

the crater. And we’ve now into the third stage probably of a major dome building in
Montserrat after ten years with about two cubic meters per second.
a dramatic effect on the morale of the people of Montserrat.

And this is having

They had really been very

hopeful that after ten years, the Volcano was
going back to sleep.

But now we have to be

the messengers of bad news, as Chris
mentioned, yet again and say that sorry,
that’s not the case.

So, we’ve got eruptive

activity continuing, a great privilege for us
scientists to be involved, but difficulty for
the people.

MC:

Q.

Arigato. Thank you.

Thank you very much, Dr. Aspinall.

Hayakawa.

mineral.

Any questions to him, or comments to him?

I’m from the local city. You mentioned harmful to the lung, harmful

In case of Mt. Fuji, there is a lava flow danger, and also during the past

history many of the local citizens of Tokyo and Kanagawa suffered ash fall.
of toxicity Montserrat fume had?

What kind

And for the citizens of Tokyo and Chiba, you know

that you cannot evacuate all the Tokyoites, for example.

And if some people suffer the

lung disease of ash, how should the medical experts treat them and how long this
toxicity from the ash affected the people’s health on Montserrat Island, please?

Aspinall: Thank you for the question.

I think it’s particularly a special feature of

Montserrat that the slow dome building produces a mineral called cristobalite.

I am

not a geologist or a medical man, so I have to be very careful in what I say, but my
understanding is that it is a quartzite crystal, which is very toxic, and isn’t commonly
found in volcanic eruptions.

It wasn’t noted in Montserrat until well into the eruption,

and then became a worry for the medical people, particularly in respect to children.
The epidemiology of lung diseases related to quartzite come from coal mining and
quarrying in the Western world, and mainly from the 19th and 20th Century involving
men who were also heavy smokers.

As far as I can see, the medical people have no idea

what the impact of these quartzite crystals are on the lungs of infants.

And as you saw

from the picture, the ash that’s laid down, it gets remobilized by transport, by vehicles
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and by people cutting grass, and children of course at low altitude are the ones who are
going to be breathing most in.

So a program has been developed in Britain to monitor

the lung health of people from Montserrat, and I think every year or every two years,
people who are at highest exposure have lung X-rays to see if they are developing
silicosis or similar.
In terms of the gas, that’s been less of a problem because we have continuous strong
winds in Montserrat.
quickly.

The trade winds blow, they take most of the gas out to sea very

Occasionally the levels of sulfur dioxide, hydrogen chloride, hydrogen sulfide,

down in the old town, the buried town go a way above what the World Health
Organization limits would be.

And we know from experience that visitors there, people

with asthma conditions have suffered from it occasionally. So again, it’s one of those
things that in a perfect world, one would avoid it if at all possible.
a problem.

So that’s been less of

We are interested in finding out more about your experience with

Miyakejima, because I believe people have been allowed to return there to live, even
though there is still sulfur dioxide coming out there, which is ten times higher than the
level of sulfur dioxide in our Volcano.

Q.

Thank you very much.

You have given so many things and so much information.

I guess I’d like to ask about… you mentioned the Island is not a good size for the
eruption.

I mean it could be too small or too large.

I can’t get the feeling of why the

people coming in after such a majority of people left the Island, and how they earn their
lives and what’s the industry of the Island and how the government copes to help the
people in the difficulty?

Aspinall: Thank you, Professor Aramaki, for your question.

As I mentioned in the

talk, Montserrat had been devastated in 1989 by a hurricane, by a typhoon.
Ninety-percent of the building, stock, was destroyed and had been rebuilt, or mostly
rebuilt by 1995.

And also new hospitals, new schools, new government headquarters

had all been built in Plymouth despite the fact that colleagues, Professor Wodge and
colleagues had done a volcanic risk assessment in 1988. And that said that for various
reasons, there are certain evidence that Montserrat could be expected to have an
eruption within a few decades, it would be advisable to build these facilities further
away from the Volcano than closer to it.
planners and the rebuilders.

Sadly, that report was totally ignored by the

Their excuse is that the report blew away in the
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hurricane and they had no copy left to read.

So, by 1995, the Island, on a combination

of small industries like electronics assembly, a certain amount of data processing,
because it’s a well-educated population, and these wealthy winter tourists who come in
from North America and Europe, and an offshore American medical school had been
built on the side of the Volcano, with 550 wealthy American students.
So the economy was in the black, and there was strong talk of political independence
from Britain in 1995. And that was one of the reasons we as British scientists were
treated with considerable suspicion.

It was thought that we were there with an

ulterior agenda, an ulterior motive for the British government to depopulate the Island.
Since the eruption, obviously, virtually all the infrastructure at the Island has been
destroyed. There is no industry, no economy left.
government aid.

It’s surviving on British aid, British

The people who are coming in are people who are helping to

reconstruct in the north end of the Island.

There is a certain amount of building going

on, small businesses and so on, and they are coming from generally very, very, very poor
countries, the Dominican Republic, Guyana, and places where life is so difficult that the
threat of a minor volcanic eruption is not important to them.

The economic gains that

they get from coming here are massive compared with staying where they are. And
that’s why I said the demography of the Island sadly is changing.

It was a totally

crime-free island that you would embarrass people in Montserrat if you locked up your
car.

You could leave a wallet or a camera in your car.

car, it was regarded as an insult to Montserrat.

If you took the key out of your

Sadly, all that has changed now.

These other people who are coming in have got different moral standards and petty
crime has become a problem as a result of the volcanic eruption.

MC:

Any other questions?

session.

Thank you very much.

This concludes the morning

And we have some housekeeping information from the secretariat.

Secretariat:

This concludes the morning session, as MC said, and after lunch, we

would like to resume quarter past one, quarter past one, as planned, from one-fifteen.
Before the lunch, we would like to have the group photo with you just outside of this
building.

Before the lunch, please gather in front of the building for photo opportunity.

Thank you very much.

(break)
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MC: Ladies and gentlemen, we would now like to start the afternoon session, and I
shall be serving as moderator for the afternoon session. And we will start with a
report from Indonesia.

We have Mr. Antonius Ratdomopurbo, who is going to talk to us

about the management of volcanic crisis in Merapi.

Ratdomopurbo: Thank you very much for this invitation to this very special Workshop,
especially to Dr. Aramaki.

This is my occasion to present about Merapi and how to

handle it at the Merapi Volcano during the
crisis.
Like in Japan, Indonesia has too many
volcanoes, from Sumatra to the Lesser
Sunda Islands and to the North Sulawesi.
And

we

count

about

considered as active.

80

volcanoes

Eighty is only the

volcanoes that erupted within the last 400
years.

So we don’t count the volcanoes
that erupted before 400 years ago.

We

can count many, many other volcanoes, up
to about 130 volcanoes.

There are about

5.5 million people living near volcanoes,
and 580 thousand people per year are
under the threat of volcanic eruption.
History

of

volcanic

monitoring

in

Indonesia started in 1920 when there was
an eruption of Kelut Volcano, where the
word of lahars started to be used in
volcanology.
I am from the Directorate General of
Volcanology and Mineral Resources.

This

belongs to the Department of Energy.
And there is a Directorate of Volcanology
and Geological Hazard Mitigation, former
Volcanological Survey of Indonesia.

This
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is in Bandung, and how volcanoes are monitored?

Every volcano has at least one

seismograph, but near to volcanoes, there are observatory posts, small houses, with only
two observers.

Observers are not scientists.

Their task is to make a report.

Observers report their daily observation to the Directorate of Volcanology in Bandung
through the radio communication, every eight o’clock in the morning. This is applied
for all volcanoes in Indonesia except Merapi.
Merapi is different.

In the Directorate of Volcanology, there is a branch office at

Yogyakarta City, and I am the head of this
BPPTK,

and

Merapi

is

under

responsibility of this Institute.
the

center

volcanology

of

the

the

This is

development

technology,

so

of

many

monitoring instruments were installed in
Merapi Volcano, but we have also five
observatory posts around Merapi.

All are

under this Institute. We have the three
main tasks of this small Institute. This is Merapi Monitoring, this if former MVO, and
because the MVO is now used by Montserrat, I don’t use MVO anymore.
second is Development of Monitoring Technology.

And also the

We have in this office a task to make

a direct transmission from any volcano in Indonesia to Bandung in one year, two years,
and it is relayed and we will keep to Bandung to continue and monitoring.
have Operating Petro-geochemical Laboratory in Yogyakarta.

And also we

All the sample in

Indonesia is sent to this Institute to be analyzed in geochemistry, and also a
petrographic.
Merapi is not an explosive volcano. It is a low explosive volcano. You cannot compare
it with Unzen.

It is much smaller.

Merapi is much smaller.

Magma is

basalt-andestic with a medium viscosity, so that arriving on summit, it forms a lava
dome.

But it is not a real lava dome, but

sometimes people call it lava dome,
because it is not too viscous.

Prior to

eruptions, many volcanic earthquakes
usually occur.

When magma reaches the

summit, it breaks the previous dome and
pyroclastic flow will occur.

Pyroclastic

flow is the main danger in Merapi Volcano
during the crisis.

Almost all deaths from
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eruption were caused by the pyroclastic flows, for example, in 1930 and in 1994.
This is the summit of the Volcano. This is the year when the lava tongue was formed.
And this is the new one in 2001 before eruption.

We mentioned some spikes on the

dome, because the new magma is pushed out and it makes many spikes that will
produce some rock fall because of the instability of the dome.
unstable, it starts producing avalanche of any size.

If the lava dome becomes

Usually the dome does not exceed

three-million cubic meter, so Merapi is a
fairly small volcano.

Collapse could

happen either gradually or totally at once.
We hope that the dome will fall small by
small, but in ‘94, it collapsed at once.
Two-point-six million cubic meters, only in
ten minutes finished, and we saw the
crater became empty only during the ten
minutes.

Instability of the dome occurs

when new magma reaches the summit. Gravitational effect plays an important role to
decrease the stability of the dome.
This is the pyroclastic flow happened in 10th of February 2001.
there is no vertical component.

It is

completely horizontal component.

This

pyroclastic

flow

is

a

threatening

phenomenon in Merapi Volcano.

The

photo of horizontal pyroclastic flows from
the dome, not directly from explosion.

We

can see a gravitational pyroclastic flow
that some people say this is the cold
pyroclastic flow, cold but hot.
This is a vertical explosion in 1997.
Merapi could have a vertical explosion also.
It was originated from the active lava
dome.

Vertical

explosion

is

less

dangerous than horizontal pyroclastic flow
because it produces only air-fall ash on
around the Volcano, so it is less dangerous
than the horizontal pyroclastic flow.
And this is the 1994 pyroclastic flow.
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You can mention here

About 2.6 million cubic meters transferred
into pyroclastic flow only during ten
minutes.

Due to the change in the flow

direction during the traveling process, it
reached a village six kilometers away and
killed about 64 people.

We still remark

the lack of vertical columns.

In 1994, our

Director of VSI was on the summit, and we
had about ten volcanologists on the
summit during this crisis.

And they felt only an increase in temperature on the

summit about forty degrees from about normally twenty degrees, up to forty degrees, so
this is the collapse of completely gravitational, but it has killed all people.
still hot?

Why is this

It is because this is a dome that forms about four months before.

This is the list of the victims on the Merapi
eruptions during 20th Century, starting in
1904 up to 1994.

We have lots of victims

in 1930, and also in the next one, in 1994.
Merapi erupted already twenty-four times
in the 20th Century, during a hundred
years.

This means that about four years

Merapi will erupt.

Most of the eruption is

accompanied by pyroclastic flow, which
usually reaches only six to eight kilometers away from the summit.
distance of the pyroclastic flow is twelve kilometers in 1969.

The longest

But we can remark the

longest dormancy, that is between 1925 and 1929, 1935 and 1939, 1962 and 1966, 1987
to 1992, and now.

And now is the longest one, five years already.

year it will erupt.

We don’t want to wait too long.

So we hope, next

And this is the Merapi hazard map.
distinguish in three categories.
one is the Hazard Zone 3.

We

The red

In the other

time, we call it the forbidden zone, the
zone, which cannot have any village or
any person living there.

But you know

the number of people living within the
zone until now is 13,200.
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And this, the

second zone, has about 59 thousand.
thousand.

And this is the lahars area, with only about 18

The distant reached by pyroclastic flow is usually not too far.

Merapi Volcano is famous for its dense population.
about four kilometers from the summit.
distance of the Red Zone.

However,

The closest village is located only at

Four kilometers is about here, and the

Besides local people, there are also hundreds of persons

working close to Merapi, looking for sands and gravel for buildings.
four-hundred people working here.

There are about

It’s about 11 thousand cubic meters of sand

exploited from Merapi flank per day, about four-million cubic meters a year taken from
this Merapi flank.

The responsible of the worker group should have a communication

radio to get information about Merapi activity from the nearest observatory post.
How is Merapi monitored? Until now, it
is

with

three

methods,

seismic,

deformation and some other still in
experiments.

This is on seismic.

We

distinguish four types of earthquakes,
volcanic, deep and shallow, and also the
low-frequency event. And also the event
related to the dome growth and event
related to the rocks from the domes, avalanche.

And this is the example of until now,

September. And there is an increase in July and we have started to send an alert level
to people, starting in July 7th.
This is a combined statistical data of SO2
emission rates and the daily number of LF
events. This is for LF events and this is
for the SO2, and this is for LF events.
SO2

is

measured

with

COSPEC

instrument since ten years ago, fifteen
years ago, and everyday we take this data.
There is a trend that LF events occur
when the SO2 rate is sufficiently high.
This is the region of LF events, and it is going side very well with this data.
This is the GPS network of Merapi Volcano, and you see the crater is about here. And
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this is the situation in March and July
2000.

There is a small displacement, but

the displacement became higher in August
and November 2000, about two months
before

eruption.

displacement

up

And
to

there

is

about

a

thirty

centimeters.
For deformation monitoring, we installed
also some prism reflectors on the Merapi
summit. With an EDM instrument, from
a fix reference point, distance to the
reflectors is measured.

Measurement is

done everyday if it is not cloudy.

The

result is presented in the next slide.
This is on 2001 eruption, about here, and

the

distance

to

the
to

reflector
about

was

decreasing,

up

twenty

centimeters.

The three reflectors and the

forth reflector, the most distant reflector,
is more or less stable.

And these are

three reflectors on the summit, exhibit
three and decreasing distance. But after
eruption, all distance are stable. This is the main method we use in Merapi.

There

are still other monitoring data from tiltmeter, magnetometer, mapping of summit
temperature that we do not present in this moment, but all methods compliment each
other.
The next slide, this is the four alert levels
of Merapi Volcano that we send to local
governments.
normal.

We have first level that is

And the second level, we call it

in the local word, Waspada and Siaga, and
the forth level is Awas.

We use these

local

to

words

governments.

to

send

the

local

Usually, in the normal
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condition, every Monday morning, the
Merapi section of our Institute runs a
regular meeting, defining the status of the
activity of Merapi.

This meeting should

lead to the decision about the Merapi
activity by declaring that Merapi is in one
of the four levels above: Normal, Waspada,
Siaga or Awas.

Then in the afternoon, a

letter is sent to the local governments and
to the Directorate of Volcanology in Bandung, particular reason for the alert level in the
reference for the Regency, local governments to take action.
The next slide explains what the meaning of the alert level is.
levels.

And what is the meaning of Normal?

We have four alert

It’s the lowest level of Merapi activity.

No indication of internal magmatic overpressure, no deformation, no seismic gas, SO2
below eighty ton per day.
researches and surveys.
the normal level.

Routine monitoring,

In the second level, there is an increase of activity to above

Any kind of parameter, if there is a change, if there is anomaly, then

we declare Waspada.
critical.

And that means there are no hazards.

Alert level is evaluated every Monday, but Waspada is not

But there is a change, so that this is a non-critical condition.

Public

education, socialization, hazard assessment, we do all with the local governments
together.

Check all the infrastructure and equipment for crisis, but we not operate yet.

Just checking.

There is a limited picket.

People work not completely 24 hours.

Then in the third level, all the parameters indicate that activity of the volcano could
lead to an eruption or to any condition which could provoke disaster.

This is critical.

Alert level is evaluated every day. Then what do we do with the local governments?
Direct meeting with local people in the danger area. We give information on what is
the meaning of the activity in Merapi.

Then preparing for emergency operation. This

is not our task, this is the task of the local government.
local government and 24 hour picket.

Daily coordination with the

The fourth alert level, “Merapi will soon erupt”

or “Merapi is erupting?” or critical situation which could lead in short time to disaster,
or we do not understand at all.

This is fairly critical, evacuation from a threatened

area, emergency management, daily coordination, 24 hour picket.

But our problem is

like this. The one to three is more or less scientific, the forth one, intuition. And
that’s why sometimes people don’t believe 90% or 80% of our decision, because we
cannot say, like the presentation before, that we cannot say that tomorrow Merapi will
erupt, so come to safe place to take cover, or something like that.
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The situation is this

one, very critical but we do not understand that tomorrow will erupt.
Okay, before presenting the flow of volcano
information, I need to mention that in
Indonesia,

disaster

management

is

coordinated by BAKORNAS PBP. This is
the

national

disaster

coordinating

management

board

and

for

refugees.

There are many refugees now in Indonesia.
This is government at 2001.

And what it

is the National Coordinating Board for
Disaster Management?
Vice

President.

Vice

The head is the
Head

is

the

Coordinator Minister of People Welfare.
Secretary is Secretary of Vice President.
The

members,

Ministers

of

Interior,

Health, Social Affairs, Public Works,
Transportation, head of Indonesian Army,
head

of

governor

Indonesian
of

the

disaster occurs.
all

efforts

province

and

the

where

the

The task is coordinating

and

countermeasures

Police,

forces
and

for

disaster
refugee

management during crisis.

What happened in Merapi?

Merapi

Volcano is a symbol, only two sides.

This

is the technical side, this is our task.

And

the second one is the operating side for
disaster management.

This is another

side, and this is not our task. I am here,
but I cannot educate people technically.

I have to work with the local government to

make education to people or to meet people to give information. This is the new trend.
Before, we could go directly to the people, but now, we prefer to collaborate strongly with
the local government to plan the program of education, and the local government has
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the program for education.

Also in our

office, we prepare the budget for the
education, and we go together to the
villages around Merapi to give special
information on Merapi.

This is the flow

of information from our Institute at
BPPTK.

If Merapi erupts, we give

information to the regency level and also
to our Director.

But then, these three

parties come out and coordination becomes broader.

Important thing is to keep intense

field coordination between this BPPTK and this SATLAK regency level unit. And if
this Institute, the responsibility is closely related, then I think the disaster will not
happen very strong.
In the end, this is the flow, the information
flow in local level so that we issue an alert
level to the secretariat of the local
government.

What

is

SATLAK?

SATLAK is a regency operational unit for
disaster mitigation.

This is district level,

headed by region and the deputy head is
the head of regency’s police and the head of
district army.

And so that if we have

declared Merapi to be in the second or
third

level,

then

we

send

to

this

Management Room for Emergency Action.
This is such kind of a crisis center. Then
this room makes the command to police,
army and other related offices, like Social
Over and also Head Over, to manage the
people around the Volcano.

So this is the system that we apply in Merapi.

It is very

simple, only two sides, the technical side in our responsibility, and this is the
management side on operational reality. Thank you very much for your attention.

MC:

Thank you very much.

So, anybody with questions?
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Dr. Aramaki.

Q. … it quite well that you mentioned that, before you directly reached to the public for
education. Now you do… what’s the exact detail? Now you are doing what?

Ratdomopurbo:
Volcano.

Every Monday, we have a meeting to analyze the data of the Merapi

Then, from this data, we have to declare every Monday that Merapi is

Normal, or Merapi is in the second level. Then in Monday afternoon, we send a letter
to the local government, exactly to this Secretariat.
second level.

We send every Monday, in the

But in the second level, it is not critical, so they do only a small

preparation, education to people.

But if the alert level is in Level 3, then we declare

Level 3. Then it will mobilize our forces, preparing all the forces to enter to the critical
situation.

But for evacuations, we also have to declare first from data that if we ask for

evacuation, then we ask the Secretariat “please evacuate people”.
Secretariat will evacuate people.

Then the

If it doesn’t want to evacuate people, responsibility of

evacuation of yes or no is in this decision.

We have a strong recommendation to ask the

Secretariat of the local government for evacuation, if there should be any evacuation.

Q.

I have misunderstood what you meant by education.

Do you do sort of a long-term

education for the general public or related people during the quiet period, not in this
kind of crisis management? Just I was interested.

Ratdomopurbo:

I talk about this during crisis.

This is education on how they should

run during the crisis. But also in the normal situation, we do also education, but also
together with the local government.

Seventy-percent together with the local

government, thirty-percent sometimes we just inform the local government that we will
hold special meetings with schools, scouts and also with the village people surrounding
Merapi.

MC:

Chris?

Newhall:

Thank you.

May I ask about evacuation?
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Do you ever recommend

evacuation at Level 3, or is it always at Level 4?

And the other part of the question is,

how do you decide how far out to extent, or what area to include in the evacuation?

Ratdomopurbo:

This is what I mean that the Level 4 is the most difficult level, because

it is about evacuating people, but it is also about when Merapi will erupt.
evacuated people in ’92, I think.

And we have

But in ’94, we didn’t evacuate people, because the

collapse happened only for ten minutes and suddenly, and also our group was on the
summit, and so there was no alarm.
pyroclastic flow happened.

Only in the Second Level, and suddenly the

But there was evacuation in ’98.

The problem in Merapi

sometimes, is people look at the pyroclastic flow, they run by themselves so that we
prepare barracks for safe places for them, to collect them in the same place.

But in

theory, evacuation is at the forth level, but until now, only in ’98 and in 2001, during this
crisis. One day during this one, because we didn’t know what happened. We didn’t
see the Volcano, and when the pyroclastic flow stopped, we saw only a small part of the
dome collapse.

Maybe not too many, so then we stated back to the Third Level.

In Merapi Volcano, evacuation is still a difficult thing to do. Most people do not want to
leave the Volcano, like in other volcanoes, I think. But Merapi Volcano is small, so that
to have a pyroclastic flow, we have also a small signal and small precursor.
never had very strong prior precursor.

MC:

Any other questions?

We have

Thank you, Chris.

Then thank you very much. Next is the case study from

the Philippines on the Pinatubo eruption in 1991.

The speaker is Dr. Renato Solidum.

Solidum: May I start by thanking the organizers for inviting me here?
second time to present in such a Workshop.
Pinatubo, and for my presentation today, I
will be focusing mostly on the volcanic
disaster management in the Philippines,
and review some of the things that we
have done during the 1991 eruption of Mt.
Pinatubo, and the 2000/2001 eruptions of
Mayon Volcano.
The Philippines has several major volcanic
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This is my

Last time I presented in Tsukuba about

arcs related to two major subduction systems at the eastern and western side of the
archipelago.

We

have

roughly

300

volcanoes, but only 22 are considered
active, meaning these have erupted during
historical times, maybe 400 years ago, or
some of them have erupted less than 10
thousand years.

We think we have more

than 20 potentially active volcanoes, based
on the morphology.

These are not eroded
yet.
There

is

only

a

single

agency

or

organization mandated by the Philippine
government to provide volcanic hazard
warnings to the public, and that is the
Philippine Institute of Volcanology and
Seismology, under the Department of
Science and Technology.

We have various

tasks as promulgated under Presidential
Executive Order, series of 1987.

And as you can see, we cover volcanoes, we cover

earthquakes, and also related hazards like
tsunami.

And so we predict when the

volcano will erupt, we predict how the
eruption will likely to occur and areas to
be impacted.

And other tasks are to

generate sufficient data for forecasting
volcanic eruptions and earthquakes, and
more importantly formulate appropriate
disaster preparedness plans.
Now with these mandates, PHILVOCS will do the following.

We provide volcano

hazards warning as long-range hazards assessment based on geological and historical
data and as immediate warnings based on monitoring data.
awareness on volcano hazards and safety measures.

We promote public

And we assist appropriate

government units in the preparation of volcanic disaster preparedness plans, and so in
most cases, assist in preparation of land-use plans by providing relevant information to
the area.
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As a structure, we have four technical
divisions and one administrative division.
One works on earthquake monitoring, the
second one will involve volcano monitoring,
the third division will be on the geology
aspect

of

the

work

doing

hazard

assessments, and the forth division will
cater on the geologic awareness and
preparedness for the various hazards that
we are mandated to work on.

But the work on disaster preparedness would also

involve many other organizations.

The disaster management in the Philippines is

handled through a layer of Disaster Coordinating Councils, established at various
administrative levels under the framework provided by Presidential Decree 1566, which
is titled “Strengthening the Philippine Disaster Control Capability and Establishing the
National Program on Community Disaster Preparedness” issued in 1978 after a strong
tsunami in southern Philippines.
The highest policy-making and coordinating
and supervising body at the national level is
the National Disaster Coordinating Council.
When it comes to disaster management in
the country, this would also give advices to
the President.

The head of the Council is

the Secretary of National Defense with
many secretaries of various departments
related

to

warning,

rescue,

rehabilitation as members.

relief,

We have one representative of an NGO, the Philippine

National Red Cross, and the executive arm and Secretariat of the NDCC, the Office of
Civil Defense, headed by the administrator.
Philippine Institute of Volcanology and
Seismology, which focuses on earthquakes
and volcano related hazards, and the
Weather Bureau would be also a part of
the

National

Disaster

Coordinating

Council as warning agencies.
This national setup is replicated at various
levels.

We

have

regional

Disaster
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Warning agencies like PHIVOLCS,

Coordinating Councils, with the head of the Philippine National Police regional director.
We have provincial Disaster Coordinating Councils headed by the governor, city or
municipal Disaster Coordinating Councils headed by the mayors, and boroughers or
village-level Disaster Coordinating Councils headed by the village captains.
The Office of Civil Defense, on the other hand, is the agency responsible for coordinating
activities on matters related to disasters.

And as the Secretariat and executive arm of
the

National

Council

and

Disaster
the

Coordinating

regional

Disaster

Coordinating Council, the Office of Civil
Defense

is

mandated

to

coordinate

national and regional level activities and
functions of government agencies, private
institutions and civic organizations, down
to the provincial and municipal and
village level.

The Office of Civil Defense

will assist all of these organizations to have a good setup of their Disaster Coordinating
Council.
The tasks of the Office of Civil Defense are
the following.

Formulate plans and

policies to protect the general public from
natural and man-made hazards, so we are
a part of this task.
information.

Also we contribute

Second is to allocate to local

governments aid in facilities, materials
and funds that may be available from the
national government, for example, during volcanic eruptions.
informing, educating and training the general public.

Coordinate programs for

So, many of our information

campaigns, education campaigns are coordinated through the Office of Civil Defense.
We have a very good partnership so that
we can both save money by teaming up
together.

And lastly, the Office of Civil

Defense

will

sub-national

provide
levels

guidance
on

to

planning,

organization and operations for their civil
defense requirements.
As I mentioned earlier, we have more than
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22 active volcanoes.

But PHIVOLCS would monitor only six most active volcanoes,

and these are Pinatubo, Taal, Mayon, Bulusan, Kanlaon and Hibok-hibok.

The

Central Office is located here in Manila, and I will talk about Pinatubo and Mayon as
case studies.

Now these volcano observatories are staffed 24 hours by seven days a

week and they do seismic, visual, geochemical, hydrological and ground deformation
monitoring.

Not all, it depends on volcano.

The Central Office staff would do

survey-type activities, like ground deformation surveys or hazards mapping, and would
also enhance the operations of these volcano observatories if the volcano would show
signs of impending eruption.

The data from these observatories are sent at least twice

daily to the Central Office for evaluation.
Now, all of this information will now be
used to formulate a warning or an advisory,
based upon consultations from the field
stations and consultations among the
technical people in the Central Office.
And we have Numerical Volcano Alert
Level System to simplify our warning
system, and this was tested during the
1991

eruption

of

Mt.

Pinatubo.

Essentially, the scheme would provide the public an understandable way of recognizing
the status of a particular volcano based on the observations. And this would also give
the public some interpretation of what might happen to the volcano, whether this will
erupt within a few weeks or this would erupt within a few days.

During the Pinatubo

activity, the times indicated here was quite restrictive, but later on we modified this and
expanded the window of possible eruptions.

All of these Numerical Alert Level steps

would have corresponding action plans as prepared by the Disaster Coordinating
Council and the Office of Civil Defense.

So if we say a volcano is on Alert Level 2, then

they would start reminding people about
their preparedness activities, tell them
about the volcano status.

And at Alert

Level 3, then they would start evacuating
the people, depending on the distance from
the volcano and based on our hazard
mapping.
We also have a Communication Scheme,
where

information

coming

from

us,
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whether it’s an advisory talking about
events, impacts or areas likely to be
affected and recommendations, we give
this through the Office of Civil Defense
and

to

local

Disaster

Coordinating

Councils where the active volcano is
located.

And after that, we give this to

the media, the tri-media, radio and TV,
right away. The media can also call our
office anytime.
Now, it is important that we reach the pubic, as many populations as possible, in the
potentially affected areas.

And the Disaster Coordinating Council would also now

interact with the municipalities or cities and the villages down to the public.
Philippine experiences on volcanic unrest, such as the 1991 eruption of Mt. Pinatubo
and the 2000 and 2001 eruptions of Mayon Volcano, indicate the importance of
interdisciplinary or multi-disciplinary teamwork, especially between the scientists,
emergency managers or civil defense officials and local government executives. It is
very important.
If you look at what happened at Mt. Pinatubo in 1991, and some of the pictures are
shown here, Pinatubo is considered one of
the strongest eruptions in the last century.
After 500 years of repose, it erupted
explosively in 1991, sending around eight
to 10 cubic kilometers of pyroclastic
materials out of the crater.

This affected

around one million people and more than
60

thousand

people

were

evacuated.

More than 20 thousand of which were from
pyroclastic flow danger zones, and they were led to safety. And the direct damage was
more than 400 million dollars, but only 300 lives were lost, mainly due to roof collapses.
However, on hindsight, we focused our attention too much on people who are in danger
of being affected by the pyroclastic flows, and we had not stressed the importance of
making sure that the assets are taken out, or people will evacuate from houses where
there is a thick amount of deposited ash.

During the climactic phase of the eruption, it

was very unfortunate that a typhoon passed, adding additional weight to the already
thick tephra fall on the roofs.
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The buildup of unrest for Mt. Pinatubo
was very rapid.

Starting Mid March to

May 1991, there were earthquakes and
many of these were felt.

And the phreatic

explosions, the first one occurred on April
2.

This was reported to our office by a

group of native people, the Aeta, together
with the nuns on April 4, and we deployed
right away a quick response team.

Now,

during the first week of June, these earthquakes become concentrated just beneath near
the volcano summit in a narrow pipeline-like zone.

And during the second week, a lava

dome appeared, and this was accompanied later by increasing ash emission and
episodes of volcanic tremor.

Two days after that, there was a series of four brief

vertical eruptions accompanied by a buildup of long-period earthquakes.

And one day

after that, or a few hours after that, there were 13 brief surge-producing eruptions that
progressively became closely-spaced.

And on June 15, the climactic eruption of the

Volcano occurred with caldera collapse.

After that date, from June 15 to July, there

was a continuous emission of tephra from the crater but this declined.

Intermittent

ash eruptions occurred until early September. But in summary, the buildup was very
rapid, probably because this Volcano is a close system and had not erupted for a long
time.
To show you some of the information or data, as guided from PHIVOLCS and USGS
colleagues,

this

would

be

the

northeast-southwest fissure opened in
April and the sand pits formed by the
phreatic explosion on April 2.

This map

would show you the initial plots of
earthquakes

recorded

by

PHIVOLCS’

quickly established seismic stations in
April.

By the end of April, the tiltmeter

seismic monitoring system, set up by the
USGS upon our invitation, has improved our detection of earthquakes.

And

earthquakes became more frequent and became more concentrated with the close of the
climactic phase of the eruption.
This was the lava dome that first appeared.

It was the first magma to reach the

surface, and some example of an increase in ash emissions after the lava dome. This is
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an example of one eruption, which was
kind of an appetizer before the climactic
phase of the eruption.

These vertical

column eruptions occurred between June
12 and 14.
This was just before the climactic phase.

You can see the pyroclastic flows moving in
all directions, but during the climactic
phase,

you

cannot

take

any

picture

anyway because it is all very black.

But

using the satellite images, you can see
that that is Pinatubo and this has really
covered a big part of Luzon Island.
Now, if you look at the impact, this is the
atwhirl distribution of pyroclastic flow
deposits.

And the hazard map produced

weeks before it was very, very similar.
Now during the eruption, around 5.5 cubic
kilometers of pumiceous pyroclastic flow
materials were deposited on the slope
within 12 to 16 kilometers of the vent,

covering an area of around 400 square
kilometers, and as thick as 200 meters in
some valleys.
Just for presentation purposes, if you look
at this valley, this was taken before the eruption, and this one is taken after, and the
pics of this hill and that hill are indicated.
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So you can see the thick burial of the

pyroclastic flow.

Many of the evacuees came from this side.

In terms of the impact of

the air fall tephra, close to 4 cubic kilometers of tephra was dispersed, burying forest
and agricultural lands.

You can see coconut trees folded like umbrellas, and because of

the heavy weight of the tephra and additional weight of rainwater brought about by the
passing typhoon, many roofs collapsed.

And this caused many of the casualties.

Now, the low number of casualties from
the

1991

achieved

eruption
because,

following reasons.

of
we

Pinatubo

was

think,

the

of

First, the joint efforts

by USGS and PHIVOLCS in monitoring
and assessing the hazards of the Volcano.
Second is, despite the rapid buildup of the
precursors, there was a rapid hazard
assessment and the distribution of the
hazard map weeks before the eruption greatly helped many of the emergency managers
in terms of properly preparing for evacuation.

We also think that the issuance of

timely, accurate and understandable warning, using a simple numerical volcano alert
scheme was very useful.

And more importantly, despite many scientists working

within the Volcano, there was a single voice, or single information, and also single
information being used by all of the people that were involved in the warning. Main
warning was issued by the PHIVOLCS Director, Dr. Ray Punongbayan, and if there
were certain discussions or disagreements, these were discussed before the official
warning was issued.

It is important, because in a very rapidly evolving situation,

people need to hear a definitive direction.

They will not be able to decide properly if

they hear several scientists bickering in front of the media or disagreeing in official
discussions with the public.
Now, we had a problem because Pinatubo did not erupt for the 500 years before 1991, so
initially, people were very skeptical.

And

so there was an intensive education
campaign

on

a

population

with

no

eruption experience through the first
edition of the graphic video of summary of
hazards by IA VCEI, produced by the late
husband and wife team, the Kraffts.
Frequent

briefings

with

Disaster

Coordinating Councils and even the public,
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and also through the help of the national media.

More importantly, all of these

warnings would not have been very successful if there were no appropriate actions of
disaster managers and officials of government and other organizations.
Now during the eruption of Mt. Pinatubo, it was a very difficult situation because
Pinatubo was at the apex of three provinces.

And this was located on a region, which is

more advanced than many with many critical facilities, like the Philippine Air Force
and of course the American Air Force and naval bases also.

This was also the rice

granary of the country. And there were at least two teams deployed in the field, one in
the western side of the volcano, and the other one based at Clark Airbase together with
the USGS-PHIVOLCS team combined.

And so all of the discussions evolved from

these field offices, one in Zambales in Clark Airbase and in Quezon City, but the
PHIVOLCS Quezon City team would officially issue the warning through the Office of
Civil Defense, which will then inform the President, and the PHIVOLCS team from
Zambales can go directly now to the provincial Disaster Coordinating Council of
Zambales.

And those at the eastern side of the Volcano will report directly to the Office

of Civil Defense, because they are just very close with each other.

And also the

Philippine military, which would now inform the other military commands surrounding
the Volcano.

And the warning would now be distributed to various Disaster

Coordinating Councils at the municipal and city levels, down to the village levels of
those which will be affected.

Not shown here will be the flow information of

PHIVOLCS through the national media.

Anyway, this was a very good scheme,

because it would define the respective roles of its PHIVOLCS level of organization as to
the warning and to the recipient of warning.
Let me now move on to Mayon Volcano.
Mayon Volcano has a very perfect cone like
Mt. Fuji.

And this is the most active

volcano, having erupted 47 times for the
past 400 years.

But the magnitude of its

eruption is less than Pinatubo.

However,

there are many settlements close to the
Volcano and this map will show you the
monitoring

sites

and

various

villages

surrounding the Volcano, and the red circle there would represent what we call the
“permanent danger zone”.

This is a six-kilometer radius zone, where we recommend

people not to permanently settle there.
risk even at small eruptions.

And this zone really would have a very high

Now, because there are many people surrounding the
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Volcano, and because the Mayon Volcano is behaving like Vesuvius right now with an
“open system” character where the precursor might be very subtle and the buildup
might have taken many, many months, it is very important that there should be
vigilance among volcanologists and disaster managers to make sure that people are
aware of the volcano status and they are not lulled of the seemingly quiet state of the
Volcano, and we have to make sure that they are prepared for safety actions.
We have similar alert levels for Mayon
Volcano with the condition of the Volcano
stated and the corresponding action plans.
In this setting, at Alert Level 2, they have
to evacuate people or inform the people
right away within the Permanent Danger
Zone to make sure that they move out.
At Alert Level 3, then evacuation of other
sectors might start.
What happened during the Mayon Volcano 2000 and 2001 eruptions? The eruptions
were heralded by the lava dome growth at the crater.

So this was preceded by many,

many months of what might be very minor seismicity, and this dome might grow and
collapse.

This led to fountaining of lava

flow episodes, but eventually there were
episodes of violent explosions producing
pyroclastic flows.

Many of the pyroclastic

flows, or all of the pyroclastic flows
actually

were

confined

within

six-kilometer Permanent Danger Zone.
And as a result, no casualty occurred
during these eruptions, because people
were evacuated and the pyroclastic flows
were

contained

within

six-kilometer

radius of Permanent Danger Zone.
total

of

66

thousand

people

A

were

evacuated in the year 2000 and 46
thousand people were evacuated in the
year 2001.

Now, one of the main reasons

for this good performance was the strengthened capacity of the Albay Provincial
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Disaster Coordinating Council to handle potential disasters by, this is very important,
institutionalizing a permanent office and staffs at the provincial level devoted only for
public safety and emergency management.

In many of the other provinces, they don’t

have a permanent staff, and they come and they go depending on the governor or mayor,
because they are political appointees.

So we think that because of the stability of this

safety office, now PHIVOLCS can coordinate well, and if they have more experience,
then it is very easy for them to understand.

We don’t need to educate them, again as I

mentioned earlier in Montserrat.
So, I would like to end my presentation by
saying that it is very important for
volcanologists not only to focus on their
work by looking at the volcanoes, it is very
important for us to coordinate properly
with civil defense officials and the local
chief executives.

MC:

Q.

Thank you very much.

Thank you very much.

Thank you.

Any questions or comments, please.

Again you have covered many things and I had difficulty following

making distinction DCC.

This is for Disaster Coordinating Council, right?

What’s the

relation with the CDO, the Civil Defense Office?

Solidum:

Yes.

The Civil Defense Office would be present at the national and regional

level, by plantilla position.

They are permanent, and they service the Secretariat and

the executive arm of the national and regional level Disaster Coordinating Councils.
At the other levels, then they would assist the designated action officers in the
provincial and municipal and village level councils, in terms of setting up their council
and guiding them as to the action plans that they need to do.

Q. No, I couldn’t quite get it.

Civil Defense Office is more of a wide coverall name, or

is it a different entity from the DCC?
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Solidum:

Yes, it’s different.

The Council is a group of organizations, including

government and even private organizations.

And in order to make sure that

everything is coordinated, there is a permanent office.

That’s the Office of Civil

Defense.

Q.

I see. Thank you.

very frequently.

Small question. You said national level of this DCC meets

What happens?

Do they meet every time when, say, a particular

volcano is activated to something...?

Solidum:

It depends on the level of activity.

would meet frequently.

At Pinatubo Volcano, the national level

But the good thing with this one is, at the national level, we

not only talk about volcanoes.

We talk about earthquakes, weather-related, and we see

the same partners. And the rapport between members of the NDCC is very easy, for
example, we do have twice-a-month meetings at the national level, and if there is a need
to communicate, we just use the cell phone or text messaging.

MC:

Q.

Any other questions?

May I ask you a question?

My name is Ishimine.

You talked about the Disaster

Coordinating Council, and I am from NIED. You talked about the DCC, so you have
different layers for these organizations.

I wonder how many staff of the Coordinating

Councils are experts on volcanoes. And if there are not many experts, how can they get
expert information about volcanoes?

And how much contribution was made by the

volcanologists in terms of the specific information about volcanoes for specific events of
activities?

Solidum:

Thank you for the question.

PHIVOLCS is present at national level. We

are also present at the local level at where the volcano is located. So, it is not very
difficult.

We assist all levels.

We can go down to the village levels. I go down to the

village level also, because not all volcanoes will erupt at the same time.
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And we have

staff for the active volcanoes, and they can also participate.

MC:

Any other questions?

Thank you very much.

presentations from the overseas.
presentation case studies here.

This is the end of the

We would like to start with the Japanese

First, from the Japan Meteorological Agency, Dr.

Koizumi is going to cover the general aspect of volcano disaster mitigation, and the
latter half of his presentation will be dedicated to the eruption of Mt. Usu in Japan.

Koizumi: Koizumi from the JMA, how do you do?

Today I would like to discuss with

you the volcano disaster mitigation in Japan, volcano observation, issuance of
information and past remarkable eruptions. As you know, the JMA is part of the
mission is to observe and issue the information of the disaster.

And I would like to give

you the general outline, which will be followed by the volcanic information, volcanic
alert level of the JMA and the case studies.
These are the active volcanoes in Japan.

In Japan, we have 108, by definition, active

volcanoes. And this is based upon the Smithsonian definition that is volcano that
erupted in recent ten-thousand years and with volcanic activities, effusion and the
others.

Based upon this definition, we have 108 active volcanoes in Japan.

Actually

there are many dormant and extinct volcanoes, which used to be used until thirty years
ago, and JMA stopped using this.

For example, Mt. Fuji.

Mt. Fuji, we learned as a

dormant volcano, but right now, we consider Mt. Fuji as an active volcano right now.
And you can see Hokkaido, Tohoku, Chugoku, and Kyushu.
of the active volcanoes.
are.

These are the distribution

Of course there are many levels of activities, how active they

As you can see, the ranks of the Japanese active volcanoes are divided into three,

A, B, and C.

These ranks and depending on the chronological record in the past, for

example, Asamayama Mountain or Izu-Oshima or the Usu Mountain, which I am going
to discuss, and Izu-Oshima Island and Miyakejima, these are very active and they are
all rank A.

And seeing the history of the past, for example, Northern Territorial

volcanoes or offshore volcanoes are not included, because they are not defined.

A,

thirteen, B, thirty-six, and C, thirty-six in this order that makes up and non-defined
twenty-three makes up the total of 108 active volcanoes.
And this is the past… I am sorry, this is a very busy OHP, but this is the past major
events of the eruption in Japan.

Now recently, the major ones include, for example,

1977 Usu Mountain eruption and in ’83, Miyakejima Island erupted, and in ’86,
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Izu-Oshima Island and Unzen also in ’91, and 2000 Usu and Miyakejima, again. So
this is the major 300 years of event.

As you can see, there are many disasters caused

by the volcanoes in Japan, especially here, Unzen erupted in 1972.

Because of the

earthquake, Maiyama collapsed as a part of the volcano, which caused landslide and fell
into the sea and tsunami happened.

So this was a series of events, eruption,

earthquake and pyroclastic flow took the lives of more than 10 thousand people.

It was

a major, major disaster.
I would like to move on to the volcano observation of JMA.

Out of rank A or B

volcanoes we selected for the importance of disaster mitigation and the activities in the
recent years, we selected 23 volcanoes altogether for the continuous observation and the
monitoring.

These are the subjects of the continuous monitoring and observation.

There are many types of observation, as you can see, including from the bottom,
high-sensitive visual camera.

Of course this is used for observing the eruption, and the

cameras that we use are super-sensitive that under the star light you can see, and with
the moon light, it is almost as light as the day time.

And the seismometer is to observe

the movement of the magma and the submerged magma.

And also the infrasonic

microphone is to pick up the low-frequency sound, which is inaudible or capture the air
vibration caused by the eruption. And also the GPS is very widely known right now.
So these are the equipment, technology that we use for the movement of the tectonic
plates to be observed by GPS, and a tiltmeter is for measuring the surge and shrinking
of the mountain body by measuring the degree of the tilt.
And in Asamayama, the first eruption was not detected, but later on, several times of
eruptions followed, and thanks to the tiltmeter data, we very accurately assessed the
eruption of Asamayama, recent Asamayama eruption.
JMA by real-time.

And these data are fed into the

There are four volcano observation centers, information centers,

and centrally, these data are sent real-time to these centers.

Volcano observation and

information centers monitor the data 24 hours a day and issue the information, of
course.

And whatever they are, if there are abnormal movements of volcanoes, as you

can see at the bottom left, the Quick Response Team is dispatched to the area for
fortifying the observation, the capacity of the observation and monitoring.
Now, the Quick Response Team is not dispatched only for the emergency cases, but as I
have mentioned earlier, there are 108 active volcanoes and 27 are continuously
monitored, and the balance, the remainder are also monitored by this Quick Response
Team.

Just like the periodic health check, they do the periodic, not continuous but

periodical checkup from time to time.
I am sorry that the Japanese explanation is not at the bottom, and these are the Volcano
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Observation and Information Centers and their territories.
stands for Volcano Observation and Information Centers.
Island.

Sapporo VOIC, VOIC

Sapporo covers Hokkaido

Sendai, yellow, rather hard to see, but Sendai covers Tohoku, northeastern

part, and Tokyo Headquarter VOIC covers Kanto and Izu-Ogasawara Islands and islets,
and Chugoku and Nansei Islands are also covered.
and the southern islands.

And Fukuoka VOIC covers Kyushu

These are the jurisdictions, if you will, of the VOICs.

Next I would like to move on to the Asamayama eruption, which took place last year, as
I have mentioned, and this is an ultra-sensitive camera’s picture and images.
sorry that the bottom is written only in Japanese.
October last year.

I am

This was taken on the 28th of

This was about two months after the eruption and this is a crater

formed in 2004.
I am going to show you the movie, erupted at 20:02.

That means at night.

And as you

can see how bright this image is. But this is at night, thanks to the highly-sensitive
camera, and you cannot see the summit from here.

This is the contour of the Mountain,

although unfortunately because of the cloudy weather, the contour is not very
conspicuous.

But light source is sufficient.

As you can see, with the eruption, you can

see that candescent or because of the high temperature, hot debris are causing the fire
at the foot of the Mountain.
And this is the Quick Response Team that I have just introduced to you.

After the

major eruption like this, the JMA dispatch the Quick Response Team to the local areas
and to fortify the already existing observation system.
observation equipment is set up.

And you can see the GPS

The picture explains this right at the bottom, and

this is the measurement of the COSPEC, many of the presenters touched upon this.
And this is the measurement of the SO2, which is emitted from the volcano.

At the

back, you can see Asamayama Mountain erupting, and at the bottom you can see the
infrared camera sensing the heat to check the heat wave conditions of the volcano.
And not only this, the Quick Response Team brings a lot of other equipment for a better
monitoring of observation at the place, in situ.
I am sorry that this is only the English explanation for the interest of the space.
issues three different types of volcano information.
of all: Volcanic Alert.

JMA

At the top, this is the most serious

Volcanic advisory, the next rank, and the bottom is Volcanic

Observation Report, in this declining order. Volcanic Alert. Volcanic Alert shall be
issued when volcanic activities become extremely high and urgent countermeasures to
prevent and mitigate the damage to human lives are required.
heighten the awareness.

Volcanic Advisory is to

If evacuation is necessary, Alert, and then if you have to

heighten the awareness of the part of the location of the people, Advisory.
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That is a

very rough classification.

As to the Observation Report, it’s less than the Alert or

Advisory, and it shall be issued also when some change in volcanic activity is observed.
And therefore, when an Alert or Advisory is issued, and if there is a supplementary
information, for example, the Volcanic Alert is issued, that a situation is critical, let’s
assume this consideration. You know that we cannot keep on issuing the Volcanic
Alert all the time, so we have to prioritize the alert.

Otherwise the receiving side

would be confused of the information, “which is the priority?”

“please evacuate because

this is the condition that you have to be careful afterwards”.

If you have to give the

more supplementary and detailed information, then we send with the rank of Volcanic
Observation Report.

Not all the time you throw the Volcanic Alert one after another to

the people. And through mass media or through communication lines, these are issued
to the people that are effected, or via the website recently. Usu Mountain, Miyakejima
in 2000, Volcanic Alerts were issued through the communication lines, mass media and
website.

As to the Volcanic Advisory, one average we issue is several mountains per

year. Last year, Aso, Kuchinoerabu Island, Kusatsu, Shirane Mountain, Asamayama,
these medium-size eruptions called for Volcanic Advisories, medium level. As I have
mentioned, there are three types of volcanic information issued.

And in the world,

there are color-coding applied, sometimes, or numerical data are issued for the alerting
of the people by different levels.

And also JMA adopts Volcanic Activity Level, and we

indicate from zero to 5 the scale of six altogether, therefore our scheme is a numerical
scheme therefore by JMA.

Zero is very dormant, sleeping mountain. And the No.5 is

a very large eruption, is the maximum.

And this is not in place of the information of

the JMA. This is the supplementary information of the volcanic information within
the Volcanic Alert, within the Volcanic Advisory.
issued.

For example, Mt. Aso is erupting, Volcanic Alert, and as a headline, we add

this volcanic activity level.

So this is the supplementary information of the volcanic

information of JMA in the previous page.
or up.

As supplementary information, this is

On the right hand side, you can see Level 2

If the situation is just Level 2 to 3, or 3, then Volcanic Advisory.

level is uplifted to 4 to 5, the Volcanic Alert should be issued.

And if the

If downgrading takes

place, we issue Volcanic Observation Report. So this is a correspondence of the three
volcanic information and the activity level.

Since November 2003, JMA adopted or

introduced the Volcanic Activity Levels, and so far twelve volcanoes that we
continuously monitor.

Twelve volcanoes out of twenty-seven have the system of

reporting on the activity level, and we are going to cover the rest of twenty-seven from
now on quite quickly.
Next, I would like to touch upon the Coordinating Committee of the Prediction of the
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Volcanic Eruption.

For the disaster mitigation in Japan, this Committee plays a very

important role in Japan.

Yochiren is a Japanese abbreviation, and in 1974, this was

set up with the Countermeasure Law.
Meteorological Agency.

And the secretariat is in the Japan

They meet at the Environmental Agency as well.

As you can

see, the very famous, first-rate volcanologists and public officers get together, and they
gather for the decision-making.

The conclusion of the CCPVE is issued as their

judgment, which is served as a base of the disaster mitigation measures.

CCPVE,

participated by the representatives of the universities, research institutes, Geological
Survey Institute and Ministry of Land, Infrastructure and Transport, but not only that.
Cabinet Office, which should take the initiative of the disaster prevention measures,
also takes part, and therefore the conclusion of the volcanic experts can be translated
immediately to the administrative measures, and this is the aim of the system of
gathering all the stakeholders in one place.
As Dr. Newhall mentioned earlier, we do have Volcanic Ash Advisory Center, because
the volcanic activities affect not only those people’s lives on the ground, but in the air.
And so I am repeating myself but since 1970’s, the volcanic ash has damaged many
engines of the aircrafts in flight.

Unfortunately, we hardly see the collapsing or the

falling, actual catastrophic accident because of this, but based upon this development,
ICAO and WMO got together for the collaboration that we see now, the Volcanic Ash
Advisory Center, so that the aircrafts in flight won’t be affected, adversely affected by
the volcanic ash.

As Dr. Newhall also mentioned during his presentation, there are

nine VAAC all over the world. And JMA has one, Tokyo Volcanic Ash Advisory Center,
is managed and operated by JMA, which is in VAAC. We call it Tokyo VAAC.
covers this area as jurisdiction.

It

As Dr. Newhall said, in the south, Darwin VAAC, and

in the east, we have Anchorage and Washington VAAC, both in the United States. To
the left, Toulouse, France, VAAC covers.
borderline of Japan and Australia.

As you can see, the Philippines are in the

Philippines are cut in half, in another words. And

the VAAC, including Tokyo, gets the satellite image, artificial satellite image, in case of
Japan Himawari.

And using that satellite information, we analyze the eruption. But

if this is the only source of the information, then we may overlook smaller eruptions or
may miss the outset.

So VSI from Indonesia, we get the data from the other sources

from Indonesia, for example, or from other countries, and we watch 24 hours a day the
effusion from volcanoes.

In Tokyo VAAC, Sheveluch only covers, is included in the

Tokyo jurisdiction, but on behalf of the Tokyo VAAC, thank you very much for your
wonderful help, and I would like to ask in advance for your future continuous
collaboration with us. And at each VAAC, whenever a danger is detected, together
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with current measures, we give the prediction to the future course of the track of the
ash.

And these are the sources of the volcanic ash. These major lines are at the

course of the aircraft and this is the case of Sakurajima.

Once the volcanic eruption

takes place, it has a vast area of affecting the routes of the aircrafts.
So roughly, this completes my presentation about monitoring volcanic activities by JMA.
Next I would like to move on to the eruption of Usu-zan Volcano.
erupting once every thirty years or so.

Usu-zan seems to be

It’s a very active, actively erupting volcano.

This has an eruption style of plinian eruption as well as somewhere from the middle of
the Mountain.

It emits a lot of ash, and in the history, Usu-zan has erupted eight

times, but each time it erupts, there has been some very clear signals that it is about to
erupt.

And in the year 2000, they were able to detect these signs and make some

preparations for the eventual eruption.
And I am sorry once again that this is small in writing.

This is Usu-zan, which had

been dormant for several thousands of years, and then for the first time in 1663 it
erupted and began to erupt several times after that.

In 1769, in 1822, and then 1853

and so forth, there was a major eruption from the summit, and each time this was
followed by pyroclastic flows.

And in 1910, it was the northern foot that erupted and it

had many, many new vents created.

And it was a potential one, a potential dome,

because it did not really sprout out. It was there, however, because the vents had been
created, and there, the Meiji Shinzan was formed by this.

Then in 1943 to ’45, in the

eastern foot of the Mountain, there was another eruption, and there the magma finally
broke out onto the surface.
tourist spot.

And that was Show Shinzan, which is now a very famous

When you look at the geological maps, you can see that there are many

potential domes around Usu Mountain, and so one can say that Usu-zan can start
erupting from any one of those vents or craters.
Then I’d like to look in details as to how the volcanic activities began in the year 2000.
It was on the 27th of March of the year 2000.

Some earthquake tremors began to be felt,

and after nine o’clock, these tremors became quite active. And as I said, there have
been these very clear earthquake precursors in the case of Usu-zan before the eruption.
And then on the 29th of March, the JMA issued this Volcanic Alert, the first one that
eruption was beginning to take place, or it was taking place.
morning, they were already able to get some analysis together.
the first Volcanic Alert was issued.

And then at 2:50 in the
And after that analysis,

The first one was the Advisory and this was the

Alert First. And then they established special headquarters, and to certain residents,
they asked them to evacuate.

And in accordance with this, the residents, some of them

voluntarily, began to evacuate from their homes.
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And on the 29th, this Coordinating

Committee also issued a warning, saying that there was a high likelihood of eruption.
And the Meteorological Agency issued this Volcanic Alert No. 1.

But the

Meteorological Agency, for the first time, issued this Volcanic Alert before that eruption,
and after this Volcanic Alert, the local community, in accordance with the hazard map,
issued a recommendation for evacuation, and later on, the evacuation order.

And 15

thousand residents at maximum period evacuated from their homes in accordance with
this system.

And so, this is the very strict surveillance system.

eruption started to take place.

And on the 31st, the

On the right hand side is the Nishiyama Craters, and

the left hand side circled is the Konpira Craters.

And this eruption continued both

from Nishiyama and Konpira Craters. It created and formed many vents and craters,
and the eruption continued on until the early part of April.

And you see that very close

to these Craters, there is a hot spring town called Toyako, a very famous resort area, a
tourist area.

And after May, these volcanic activities began to subside, and on the 11th

of July, the CCPVE, the Coordinating Committee issued a comment, saying that the
magma movement or activities are beginning to cease.

And on the 14th of August, the

government, well, they had established this special onsite headquarters for major
disaster management, but on the 18th of August, following the CCPVE’s comment, they
dissolved this onsite headquarters.

Even after that, in Konpira Craters, small-scale

eruptions continued on, but bit by bit, it also subsided.

And on the 28th of May next

year, 2001, CCPVE issued a comment saying magma supply has ceased.
response to this, most areas were now free to enter. No regulated areas, really.

And in
Right

close to the crater, there were still some restrictions and cordoned off, however, after the
May 28th, most of the residents, except for those who are really close to the craters, were
able to return to their homes.

And in September, the volcanic activities themselves

ceased.
As for the responses made for the 2000 eruption, at the time of Usu eruption, because of
these Volcanic Advisories as well as Volcanic Alert that were issued beforehand, they
had been able really to reduce damage to a great degree, so that in actual terms of
human life loss, it was zero, no human life, in other words, was lost.
epoch-making in itself.

This was quite

But in addition to this, at the time of the 2000 eruption, the

government and the local communities had something very special to be mentioned in
their responses. On the 29th of March, when the Meteorological Agency issued this
Volcanic Alert, already in Date City, they already had the national, prefectural and
municipal headquarters.

These are the on-site headquarters for major disaster

management for Usu Mountain. And on the 31st of March, when actual eruptions took
place, the central government on-site headquarters for major disaster management was
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established.

And then after that establishment, there was the joint headquarters

between not only the national government, but also the prefectural and municipal
entities, the headquarters as well. And because of that joint system, it was very easy
to make quick decisions.

In other words, the partnership between the national and the

local residents, that went on very smoothly.
Normally, when you have this kind of headquarters, it is usually in the capital city of
Tokyo.

In the case of the Hanshin-Awaji Great Earthquake in western part of Japan,

they decided that they would have an on-site government headquarters in the area
where the disaster struck.

So it was decided at that earthquake, and this was actually

implemented for the first time in the case of Usu-zan eruptions.

And in this on-site

headquarters, the top officials and top people all got together into the headquarters and
were able to make important decisions on the spot, very quickly.

And we used to say

that we have a mini Kasumigaseki, in other words, Kasumigaseki is where all the
central government offices are.

Now it seemed almost that the whole central

government had moved into this Usu-zan headquarters, so that was a mini-government
there.
And in deciding these quick responses, there were important roles that were played by
the Coordinating Committee. There was this Usu Volcano section of CCPVR there,
and the results of the discussions there were immediately conveyed to the headquarters
and then implemented quickly. Now the on-site headquarters, for example, right after
the eruption, they set these evacuation areas or areas where people had to evacuate.
But bit by bit, after the volcanic activities subsided, they decided people in living in
which area can return to their homes, based on the knowledge of the scientists who
were gathered at the headquarters.

Also, the Self-Defense Forces, they used

helicopters everyday in order to observe from air what sort of events were taking place,
and also when they had to go to faraway places and to assist people, they dispatched
armored cars so that they could go into these remote and hard areas.

And the

government, when it comes to the temporary return to their homes, for example, people
were still told to be in the evacuation shelters during the night time, but that they could
go back to their homes during day time.

And so there was this limited return to their

homes with the surveillance and escort by the government officials.
At that time also, they continued to have the observation about the mountain activities.
And then the left hand side shows the map of where people were cordoned off completely,
but that in some areas where they could return to their homes during daytime.

And to

support their return to their homes daytimes, the Self-Defense Force helicopters were
used to continue to monitor the situations on the Mountain, so that if there were any
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signs of eruptions starting again, they could immediately relay that message, so that
people who are in their homes temporarily could be evacuated immediately too.
So for Mt. Usu, as Dr. Newhall in his presentation also pointed out, the various
conditions that ideally should be there were some of the lessons that in the case of the
United States, they’ve learned from the experience of St. Helens.
a similar thing with Usu Mountains.

Well, I think we had

We were able to get a lot of lessons from this

experience so that we can come up with a rough plan as to how things should be
responded to in times of crisis like this.
So we were able to detect the eruption in the case of Usu Mountain.

And that was

because, in the case of Usu Mountain, it also has precursor symptoms. It’s that kind of
a volcano. And also there was this very smooth partnership between the government
and the local government.

And various other reasons can be mentioned for that, but

another thing is that they had the hazard maps already.

And on a daily basis, on

normal days as well, the volcanologists and the local people had been working together
and conducting awareness rising education and so forth, trying to tell the people what
sort of mountain Mt. Usu is.

And so, I think this was a very important point that

people knew what sort of mountain this was.

And when you have all these conditions

met, you can really make use, or maximum use of the information that you get before
the eruption really occurs.
So, in the case, we often tend to say that in the case of Usu, everything went very
smoothly. But the thing is that the eruption this time took more or less similar tracks
of what happened as the one in 1910.

That was one lucky thing.

And also, the

volcanic activities followed the scenarios that already the authorities had envisaged.
But in the case of Miyakejima Island, which my next speaker will be speaking about,
the initial stage was very much like what they had predicted.

But then from some

point, the scenario began to change, and so they could not really follow the plans that
they had drawn in accordance of the predicted scenario.

So, both the Usu Mountain

and Miyakejima eruptions occurred in the year 2000, and in the same year. So, while
we were happy about how things progressed in the case of Usu Mountain, we were at
the same time, looking at the Miyakejima Island realized very keenly that predicting
and forecasting what the volcanoes are going to be doing in the eruptions can be still a
very difficult task.
And so, this completes my presentation, and I think the next speaker will be speaking
about the Miyakejima Island.
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MC: If you have any questions, we would like to entertain them. Please raise your
hand and identify yourselves.

Barberi:

Any questions or comments from the floor?

Concerning the Activity Level, this is an evaluation that you make before the

eruption onset, and if the answer is yes, on which basis you can distinguish between a
very large eruptive event and a moderate eruptive event? Which is the information,
the basis of knowledge, for you to make such assessment?

Thank you.

Koizumi: Okay, to the first question, yes, before the eruption.

Of course, after the

eruption sometimes the level may be upgraded, after the eruption.
possibility.

What is the source of information or the base of the judgment?

That is the
Up until 3,

for example, the number of earthquakes, incidents, basically not only to 3, that yes, we
look into the historical data.

And if there is a predicted number of the increase of

earthquake before or this much of the change of the tiltmeter or … we do have a certain
set of a data base, based on our past observation. And we have a more or less of
standard.

But from up 4 to 5, this is very difficult to judge, what differentiate 4 from 5,

for example?

Four, five after three, but we do have these levels of 5 and 4, we prepare

for them. But this is not something that we have completed.

We are going to brush

up this level, so that, I have found your question very poignant, very good in that sense,
so that we really have to develop more on the differentiation of five and four into the
future.

That is our challenge now. Thank you, sir.

Barberi:

… very, very difficult to make evaluation of the respective event on the basis

of the monitoring parameters.

To the contrary, we feel that this is perhaps the largest

difficulty in volcanic forecast, in the sense that at least qualitatively speaking, a quiet
eruption or lava emission, like those of Mt. Etna, has the same precursor in terms of
seismicity, ground information, emission of SO2 of a major explosive event.

And the

difficulty of understanding from the precursors, which kind of event is rooted?

What

we feel is one of our present major difficulties.

Koizumi:

I agree with you.

I agree with you, sir.

I know exactly what you mean.

Especially when the level is 4 or 5, very serious, and then we have to look back to the
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past data or documentation, in which year, this much of eruption, pyroclastic flow
reached to this level hundreds of years ago, and therefore let’s say 4, and if there is an
unprecedented activities in the written history, 5.

But as to 4 and 5, more or less, you

know we depend upon that this kind of event may happen.

It is descriptive, so that we

don’t know, lightly put, what are the precursors which may lead us to 4 or 5, or what
may be the observation that we see before 4 or 5 that we don’t have the correspondence
yet.

Q.

And that is something that we have to confess to you, sir.

My name is Nakahashi from Kogakuin University. The Meteorological Agency

concerning volcanic information and they are engaged in that.
have the hazard map and so forth.

However, we already

So as volcanic information, what do you think of it

as an input into the hazard map?

Koizumi: Of course when we decide on the level, we refer to this hazard map and make
use of that hazard map.

But we are now right at the moment trying to make more

serious efforts towards including these hazard maps and so forth.

Q.

Is it correct for me to then understand that it has just started the use of the hazard

map?

Koizumi:

Well, in the case of the Level 3, this level of a hazard map and so forth, this is

we are now trying to decide.

In the case of Asama Mountain, for Level 3, it’s four

kilometers of area being cordoned off.
past, then that would be the case.

And so we have so much information from the

But then there are some volcanoes about which we

do not have very much information, in which case we have to work out these things in
the future.

MC:

Professor Newhall.

Newhall:

Thank you.

Actually, I have an observation or a comment that relates both
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to your question and also to the question of Professor Barberi.

Hazard maps are

always based on some assumption about what probability of event you are going to
consider in the hazard map.
worst possible case.

Generally speaking, the hazard map does not include the

Usually it is based on some smaller scenario or some likely event.

So this goes directly back to the question that Professor Barberi has denied.

I agree

with both of you that this is really one of the most important and difficult problems
facing volcanologists today.

When a volcano that has previously exhibited many

different sizes of eruptions becomes restless, then of course we know the possible range
of sizes of eruption from the geologic record. We have a hazard map, but a very precise
response must also depend on the precursors. I think if it is at all possible you want to
scale the response to the precursors, and especially if there is some very large eruption
that seems imminent, then you might even need to expand a hazard zone beyond, for
example, the planning scenario.

Professor Barberi mentioned earlier that the

planning scenario for Vesuvius is the 1631 eruption.
the eruption might be even larger.

But there is a small chance that

And if there is any indication from monitoring

about that, then, of course, everyone would want to know.

I wanted to mention that …

I do not know if there is any perfect or magic solution to this problem.
difficult problem.

It is a very

But one project, which is trying to address this, is called WOVOdat.

It is a project to build a database of the experience of all of the volcano observatories
around the world, with all different scales of eruptions and many different volcanoes.
And we hope after this database is finished, that we might be able to find some
additional clues that would help in judging or forecasting the size of eruption, based on
precursors.

Koizumi:

MC:

That was Dr. Newhall’s comment, right?

Thank you very much for that input, sir.

Next, I would like to ask Dr. Aramaki

to discuss about the 1986 Izu-Oshima eruption and the year 2000 Miyakejima eruption.
Dr. Aramaki, please.

Aramaki: Thank you.

Well, I just wanted to take a kind of more cynical viewpoint in

reporting these two incidents as mentioned by the previous speaker.
Mt. Usu in the year of 2000 was a very nice beautiful story.
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The eruption of

It’s a kind of a pet example

for the administrators.
including myself.

Nobody can be blamed.

Here, you can blame many people,

So, I’ll just give you a short summary.

This is Izu-Oshima.

The red numbers show the major eruptions in the past, and this is

Miyakejima, both to the south of the Metropolitan Tokyo. Izu-Oshima mosaic air photo,
geologic map, started with this kind of strombolian activity, lasted for a week.

Lava

overflowed from the crater. Now you have to remember Crater A here and then Crater
B and C.

I am going to talk about B and C.

November 15th was the start of the Crater A, lasting for about a week to November 22nd.
And that was a filling up of the crater, rather slowly.
because it might invite many more tourists.

People were very delighted

Then suddenly in the afternoon of 22nd ,

sharp earthquake swarm occurred near B-fissure, opened up at the time of 16:15, at the
time I was in the air with a helicopter, and I just couldn’t believe my eyes, because
nobody was expecting this part of the Island would be erupting.
A and this is a wrong fissure, alright?

This is outside Crater

And suddenly, the height of the lava fountain

increasing up to 15 hundred meters. It was just extraordinary.
many people were near the crater, they escaped.

And it continued, and

And after the dark, C-fissure opened

up, and about the same time, that was so threatening, some people started to evacuate
the Island. And by 20:45, C-fissure ceased erupting, but by then, the confusion was
very big enough.

The wholesale island evacuation order issued around 22 hours. So,

within maybe I would say five or six hours, all Island people residents, up to 10
thousand people evacuated.

This was really a hectic, unexpected event, and I was

impressed by the smoothness of the whole evacuation.

We have only two piers, main

two ports available for, and no ship expected this kind of sudden evacuation at all.
major phase ended by the next morning on November

23rd.

The

This is the lava flow, and

as you see, this lava flow looks approaching directly to the center of the largest town on
the Island.

That was night time, and the whole thing was vibrating and the big

explosion in the night time was really threatening.

So, people were very ready to

evacuate the Island when the evacuation order was issued.

Although in hindsight, I

think personally it was not necessary for the wholesale evacuation, but at that time,
everybody was in confusion, and there was no time for sitting around the table and
discussing the future plans or something.

No, it was just a split second, sort of a war, a

wartime, warfare sort of struggle. Because I was in the person for a whole period, I
remember very vividly.
And there was the real, actual report during the midnight time that there was a new
crack found just under the right extension of the active fissure vent, may be two or three
kilometers to the south.

It was so weird that we just got alarmed that maybe the next
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new eruption may extend to the southern end of the Island.

So that added to another

confusion. We sort of advised the local authority to change, to shift the people who’d
been moving to the south part, because from the southern port, there may be more of
evacuation, may not go smoothly. Then they changed the mind and they ordered all
the buses carrying the people south to turn back to the north, because this particular
fissure might start erupting.

So there was a big confusion, as you see, the narrow

roads, big buses, many people and these things.
So, this is the new fissure.

And it extended outside, outskirt of the slope of caldera

itself. This is the first time since the last 400 years, so we were very much surprised.
This is a caricature of what happened, we think, in underground science and
volcanology.

Kind of a makeshift headquarters with Professor Shimozuru, the

Chairman of the Coordination Committee, and sitting by the town mayor.
way they evacuated.

This is the

It was most amazing because it was pitch dark, and nobody was

prepared for maneuvering the ships of different kinds.

Those Maritime Safety Agency

Coast Guard ships are not fit for this kind of very narrow maneuvering, and it takes
time for these things.

There was no collision.

They had a sort of makeshift mutual

cooperative operation, and this all went well, I think.
thousand people left the Island.

And these two ports, all the 10

Only a small number of people left from here.

Miyakejima started on June 26th earthquake swarms and ground deformation, so the
authority was very quick enough to announce the alert.

And actually the evacuation

was ordered to the local, because they found out that it was only in the western side that
the earthquake was concentrated. So they suggested to move out from the west to the
east side of the Island.

Next morning, submaeine eruption, and apparently the

earthquake swarm shifted westward, out of the Island.
earlier, former examples in the past.

So, we thought it was over, the magma or the

cracks are going away, out of the Island.
their homes.
started.

So that was the case in the

Evacuation called off, people went back to

After one week or so, the summit started collapsing, and the eruption

It was kind of a phreatomagmatic eruption.

All the volcanologists had been puzzled.
throughout two or three weeks’ time.

The collapse in caldera enlarged gradually

And this was later found out that it was a

formation of a 30 kilometer long mega-crack, a huge crack was forming northwest of the
Island into which probably the part of the magma, in the chamber just beneath the
Volcano, was sucked into this mega-crack.

So the magma level decreased and had an

open surface contacted with the atmosphere, and also this sort of caused the
piston-cylinder kind of collapse.

This is the way in the earlier stage, and it’s ending up

1.6 kilometer diameter caldera before and after.
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No volcanologists there expected, anticipated this kind of thing to happen.

But in

hindsight, this is actually about the same size, and maybe exactly the same position of
the caldera formed about 3 thousand years before.

It was a repetition actually, but it

didn’t occur to us that time.
Eruption gradually increased its intensity, and fairly large blocks fell on the Island, so
people getting very worried about, and some people started to leave the Island.

So by

the end of August and early September, evacuation was ordered for the whole Island
people.

That’s about 4thousand people. It was quite a bit of a confusion during this

time, and maybe hard feelings against some authority, I may say, and then followed the
very vigorous, copious emission of the sulfur dioxide gas. This, I am going to skip.
There is a mega-crack forming.

And incidentally, this mega-crack was by no means by

chance, but in the preceding years, say the Izu-Oshima formed a 20 kilometer long
crack in the same direction, and again here, same direction, I think.

So, this is a

general tendency in this area, to form a big crack, certainly a very strong earthquake
swarm.

This is because of the regional stress field pushing the Pacific Plate against

the Eurasian Plate.
After September, the amount increased so much, the highest point has exceeded 100
thousand tons per day.

I think it’s unprecedented and it’s the highest record in the

world recorded history, I think.
Evacuations.

One comparison may be, just consider the Usu case and the Miyakejima.

The surveillance in Usu, those on site very well-equipped observatory, staffed by very
able volcanologists who are very quick in going to the spot and make necessary
coordination, while in Miyakejima, there is no observatory as far as the university is
concerned.

There is certainly a weather station of the JMA, but I understand there are

no specialists of volcanoes.
Public education and preparedness, endeavor was very intense in Usu, while in
Miyakejima, there was very little. Inter-communal cooperation was very good in Usu,
Miyakejima, I have to say, was very poor. The precursor lead time, it was okay. So, I
would say national leadership in civil defense, as experienced in the Usu case was very
strong, maybe too big, while in Miyakejima, that was not so weak.

I wouldn’t go into

detail, but there must be some reasons for that.
Before the evacuation of Miyakejima, people lived in a local, small community, isolated,
an island-type of total of 4 thousand.

After the evacuation, they were sort of dispersed.

They were lost in the big city of 10 million people that is Metropolitan Tokyo.
life with rich nature turned to highly civilized urban life.

Simple

High-speed elevators,

Metropolitan underground things and the elder people, especially, are not at all
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accustomed to this kind of way of life. So the tightly-knit families and neighborhood
and the way of living before the eruption are disrupted, and the family ties, and it’s very
uncertain prospect, unstable employment make the picture very difficult.
So, this is the thing, and this remembers me of Franco Barberi’s description of the
twinning cities in the case of Vesuvius eruption, which hasn’t occurred yet, but
apparently the Italian people very well know that the family ties, community ties are
very important so they put in the most priority.
Okay, thank you very much.

MC:

Thank you very much.

Are there any questions or comments? Any questions?

If not, may we proceed to the next case on Iwate Mountain? Under the title of Strategy
for Application of Volcanic Information to Management, Mr. Doi of Iwate Prefecture is
going to discuss with you the case studies of volcanic crisis of Iwate, 1989.

For the

interest of the time, we would like to skip the question and answer session.

Doi:

My name is Doi from the Disaster Mitigation Room of the Iwate Prefectural

Government, how do you do?

Today, I would like to discuss with you how the local

government tried to deal with the eruption, started in 1998 and 1999 in this time line.
Dr. Tokumi Saito, the Deputy Dean of the University of Iwate, exercised a very strong
leadership and faced up with this eruption and the crisis. He is a core researcher of
these projects, but unfortunately Dr. Saito could not come for the presentation for his
busy schedule, so on his behalf, I would like to discuss with you the activities of the
Prefectural Government.
I joined the Prefectural Government three years ago, and before that I had been the
specialist of the geological study of the Iwate Mountain.
First, this is the Iwate Mountain, 2,038-meter elevation, and this is a large-sized
stratovolcano.

This is the peak, andesite, and this is the cone, and the cone was formed

more than one thousand years ago.

And the Iwate Mountain viewed from the

northwest, and the caldera on the west side, and the west tip.
Since seven thousand and eight thousand there has been a crater where phreatic
eruption took place several times, and the new crater is formed here. This is the new
cone and the summit area, and around the summit, grey whitish debris are deposited
from the volcanic surge of 1986, and you can see the black scoria has accumulated on
this, and this is because of the magmatic eruption that followed.

- 96 -

As a summit eruption,

1686 was really the major one, the last time.

And ever since then, the magmatic

eruption took place in 1732, and several craters opened in the slope, northeast and the
lava flow followed with the volume of 0.1 cubic kilometers of lava magma were effused.
And ever since then, 1936, no magma eruption was observed.

And after 1732, one time

of phreatic and one time of magmatophreatic eruption took place, so that the last time
1999 was the first in the long period of time of dormant period of this eruption with the
phreatic explosion.
And in 1998, we noticed the surge at the summit and the seismic activities.

In April,

little less than 300 earthquakes were detected, and in May, 18 hundred times of
earthquakes were discernible level. And also later, this was the time actually when
the social disruption was the most serious, so we had to take a lot of measures. The
number of earthquake later subsided, but on the 3rd of September, Magnitude 6.2
earthquake took place in the southern portion of the crater, and several people were
hurt.

And seismic activities continued more or less until 2004.

After the seismic earthquake, and in 1999, the effusion started.

In November 1999, in

the forest or a bush, you can see the craters appeared from north to east, and there were
more and more active steam letting out, continued all the way near to the summit.

It

was the situation in November 1999, and this is about 9 kilometers to the north of the
Mountain, and you can see from the mountain ridge, the steams were observed. These
are not clouds, but steams, phreatic effusion and 2 kilometers northeast.
very active phreatic effusion was observed.

No major fissure.

On the ridge,

More than 330 smaller

steam craters were lined up, and synchronisely, they let out the steam.
And after 1925, we do have the experience of moderately active phreatic eruption, but
no major magmatic eruption.

And therefore, at that time they were exposed to a

danger, no assumption of major eruption. And the capital of the Prefecture is very
close by, about 20 kilometers to the summit, Morioka City.

Viewed from the

administrative side, that means that this was a volcano that can be dealt with by just
one prefecture, Iwate, and no disaster map, and also there are no contingency plans.
And Iwate Prefecture is susceptible to the tsunami disaster, and therefore the priority
was given to the earthquake and tsunami, not the volcanic eruption. So in 1998, we
were quite exposed, and 400 thousand populations had a very low awareness of the
volcanic disaster.
on the site.

And as in the case of Miyake, we don’t have the volcanic observatory

However, INS, Iwate Network System, started to burgeon, which was a

feature, which is a joint voluntary network of the industry, academia and the
government.
This was the backdrop of 1998 when we started to see the crisis of eruption.
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At the

beginning, we didn’t have any idea of how to cope with the imminent eruption, so we
were totally in the confusion.

JMA issued the information sometimes and we

overreacted to the every single word of this observation report.

And some of the mass

media didn’t give too much in-depth interpretation before handing down the
information.

They were frustrated and also the receivers of the information were even

more frustrated.

So we had to start from square one.

Whenever there was an

academic information or assessment of the volcanic activities issued by the
Coordinating Committee for the Prediction of the Volcanic Eruption, we had a very hard
time translating this into the administrative policy.
We have volcanic report, including two types of information of JMA.
Volcanic Observation Report and CCPVE information.

One is the

Okay, fine, we have these kinds

of information, but how shall we integrate these into Iwate Prefectural policy was a big
challenge.

And we decided to do three things here.

Based upon the information

issued by JMA, some of the information is not in-depth translated into the policy
making.

In order for the local government to really move in a significant way, we

really have to have an in-depth information and also understandable information, to be
explainable to the local people.
the disaster mitigation.

And also we have to translate it into a suggestion for

This is something that the local government should do.

Now, generally put, the current and future activities of the volcano, well that is just a
simple raw data.
task.

To translate it into the disaster mitigation information is a difficult

CCPVE does its best, but still, it is not well-digested.

It’s not a well-chewed up

idea yet, and therefore, the Prefectural Government set up a study meeting.

And the

review meeting has a mission of digesting the CCPVE information to more practical
information.

And they set up also underneath the Prefectural and central

governments joint committee members for decision-making, or formulation of the policy.
And further, the head of the six municipalities of the Prefectural Government got
together for the administrative judgment.

The six heads of the municipalities are also

the committee members of the national government and local government joint
committee, and therefore, the six municipalities chiefs are in good grip of the
development of the policy and the background of the policy. And the last bullet shows
the administrative activities taken by the six municipalities.

By this time, they were

very well aware of what they should do.
The most important of all and the most difficult is here. Now, what is the role of the
local scientists?

Because of the reviewing or the study meeting, from the point of view

of the observation, we don’t have the volcanic observation, so Tohoku University
Volcanic Observation Center is the only source.
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Dr. Hiroyuki Hamayuki, the head of

the University’s VOC collaborated with us as well as the local scientists.

And so we

tried to explain in an understandable way as possible to the citizens of Dr. Hamaguchi’s
understanding.

And as observers, the municipality heads and also disaster mitigation

personnel of the local governments joined as observers, but it was not open. And if the
information is quite complicated, then the Chairman of the study meeting explains in
plain person’s term to the disaster mitigation personnel in a plainer term. And so,
local scientists are go-between between the observers and the local administrators.
And in order to see the limits sometimes, the limits of understanding of the
administrators, because they try to orient the discussion more to the direction of
disaster mitigation.
suggestions.

And also the role of the local scientists is to be accountable to the

Together with the administrators, the local scientists should be trusted

persons of the local community.
Dr. Hiromu Okada, and also the scientists of the Hokkaido University, who did a great
contribution to the Usu disaster mitigation of 2000, they are the excellent example of
the local scientists with the high level of trust amongst the local people.

So, like this,

the local scientists are go-between between the central government and the local
government, and also the local government, CCPVE, and the local administrators. So
with this, I think there is more and more good response for the local administrators.
At the time of the emergency, this is the course we took. According to the Disaster
Countermeasure Basic Act, the municipality heads should be ultimately accountable for
taking the countermeasures.

And they are asked to take the ultimate responsibility,

but they are not the volcanic experts.

And under the emergency situation, even though

they get the information, it is sometimes very difficult for them to make an appropriate
decision.

So, this is Iwate Scheme.

Governor of the prefectural government, based

upon the suggestion from the review meeting, gives his or her own decision, and suggest
to the municipality heads, and municipality heads, in their scope, make the decision.
And therefore, the Governor and the municipality heads are accountable jointly, joint in
several, together they are held accountable, and this is very clearly written in the
Disaster Mitigation Booklet, which was issued in the year 2000.
As a hardware supporting the emergency situation, there is the Governor, and also the
countermeasure center, and Tohoku University has the observation center, and Iwate
University

faculty

of

engineering,

and

JMA local

communication consultation meeting was held.

observation

station,

and

They are linked together by TV

conference.
And one thing that you have to pay attention to is that the Meteorological Agency’s local
office, that is, is firmly included in this system of communication or consultation.
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The

Morioka JMA office is a part of the national government and a part of the central
government.

This is a local JMA office, but they took the side of the local government.

We were very, very appreciative of the fact that the Director of Morioka Meteorological
Observation Office did not take the side of the national government but the local
government.

It was very unique at that time that the Director, always on the side of

the local government or the local side.

This Director may have to withstand the

pressure from the national government, but they always said that “no, no, no, we are
not a part of the central government, but we are the integral part of the local system of
mitigating of the disaster”.

I was very moved, and I was very, very appreciative of this.

So, why is that we could set up this very firm system, multi-disciplinary system of the
disaster mitigation in just six months starting from zero?

Because, of that strong

leadership of Dr. Saito of Iwate University, and practical planning, coordination,
initiatives taken, the information-sharing, and enlightenment or the public information,
and also supporting of the official committee. All these are done by the volunteers, and
led strongly by the leadership of Dr. Saito of the local Iwate University.

So this kind of

INS, Iwate Network System volunteer, organizers were already functioning to support
all this.
INS was centering around Iwate University, and this is indeed the teamwork of the
scientists, administrators, mass media and industrial leaders.
the capacity of individuals.

They participated in

Okay, you may be working for the national government,

but if you are a part of the INS, you join as individuals.

And this was an excellent

pedestal, if you will, of supporting this volcanic disaster mitigation system.

So, frank

discussions were possible, no official opinion or statement, no legally binding.

So, once

a month we met and the fun event is after the meeting, dinner that we shared together.
So it was excellent for constructing the trust among the members.
friendly with each other.

And they get so

The Iwate Prefectural Government, the police, and the six

municipalities, and also from the national government, the National Geological
Research Institute, and also the Morioka JMA Office, and also the Forest Service, and
also Japan Ground Self-Defense Force, and mass media, newspaper, TV constitute the
members.

About 50 organizations, including NGOs as well, 50 public and private

institutions, individuals, academicians, scientists and volunteers.

And you can see

that people are drinking together. That is not the only thing they do, by the way, they
do something else.
He is the Director of the Morioka local Meteorological Observation Center.
Iwate Prefectural Police, and the prefectural government official.

He’s from

And from private

sector, once a month they gather, once again, in the capacity of individuals, not the
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representatives of the organizations.
And fortunately we have… they are of the individual capacity, but they happen to be the
core people of the disaster mitigation of each organization.

After free discussion, they

bring back the shared information to their official capacity, and reflect it to their policy
making.

So, this was a very good channel of translating whatever they exchange

informally to the official policy making.
So that volcanic disaster mitigation system, which was adopted by Iwate, is the
application of Hokkaido’s cone-shaped disaster mitigation practice by Hokkaido.

But

we have five apexes; local people, mass media, administrative organizations, local
government, scientists.

INS strong leaders gathered all the sectors of the society, and

the apex of apex is the safety of the local community.

And so, how to translate the

volcanic information to the administrative policy, to the administrative action, in case of
Iwate, officially we have the joint committee, and we have a special system to be
exercised under the emergency.

And in the normal time, we have volunteer

organization, INS, for constant sharing of the information.
As a conclusion, we really have to have a system, at least in Japan, for translating
system of the volcanic activity information to the administration activities.

But the

system, creating a system itself is really nothing, because it is a framework, because it
all boils down to a strong leader.

If the strong leader stands up and makes a tough

decision, well then, the good system works, otherwise the system is a black box.
my conclusion.

This is

Thank you.

MC: Thank you, Mr. Doi. If you have a one short question, we he may probably
entertain for the interest of the time.

If not, let us move on to the next presentation. I

am very, very sorry that we are behind the schedule due to my bad chairmanship.
have a short 10 minutes break.
by 10 minutes.

Let’s

Sorry for the short break, we are behind the schedule

So we would like to resume at 10 minutes past four. Thank you.

(break)

MC:

Ladies and gentlemen, we would like to move on to the next series of lectures.

Both of them are on Mt. Fuji.

The first one has to do with Inter-prefectural Mt. Fuji

Disaster Information Network, and Mr. Noriaki Watanabe will be speaking about it.
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Watanabe: Thank you very much for the introduction.
from Fuji Yoshida City.

My name is Noriaki Watanabe

First of all, I would like to welcome you all to the city of Fuji

Yoshida, which is coexisting side by side to the most beautiful mountain in Japan, which
is Fuji Mountain.

The city of Fuji Yoshida has benefited a lot from Mt. Fuji. Also

from ancient times, people have had a religious belief that Mt. Fuji is a sacred mountain.
And the city of Fuji Yoshida has served as a base for pilgrimage to Mt. Fuji. The place
is also famous for Kai Silk, which helped to develop textile industry in this part of the
world, and Fuji Yoshida is one of such cities on the northern foot of the Mt. Fuji.
Now, on the April 11th of this year, here in this Institute of Environmental Sciences,
there was a meeting held, attended by the areas’ municipalities that exist around Mt.
Fuji.

This

was

an

inaugural

meeting

for

this

particular

group

entitled

Inter-prefectural Mt. Fuji Disaster Mitigation Liaison Group, or Disaster Information
Network.

Some eight municipalities from Yamanashi Prefecture and nine

municipalities from Shizuoka Prefecture got together, and they confirmed the necessity
to work in partnership in conducting disaster mitigation responses should Mt. Fuji
erupt.

And the Mayor of Fuji Yoshida was selected as its chair, and the Mayor of

Fujinomiya selected as its vice chair.

And I’d like to explain to you how this came

about, what current activities are, and the future prospects.
Now in the early part of the 1980’s, a sensational book entitled “Mt. Fuji’s Gigantic
Eruption” was published.
made much fuss of it.

And the mass media took this book up in a major way and

Now, as a result of this, the number of tourists dropped very

much in the area surrounding Fuji Mountain. Now this area has been a famous tourist
spot with some 20 million tourists coming here every year. But then it dropped.

Now,

for many, many years, however, in the local community, the possible eruption of Mt. Fuji
was a taboo for a long time.

But in the year 2000, Mt. Usu erupted in March and

Miyakejima Island erupted in July.

And also, from October 2000 to May 2001, there

were so many low frequency earthquakes occurring around Mt. Fuji, and because also of
the incidents in Mt. Usu and Miyakejima, in the surrounding community, people began
to voice the need for preparing for possible volcanic disasters.
Now, responding to the request from the municipalities in the region, the Cabinet Office
took the initiative and leadership to establish a committee to draw up a hazard map for
Mt. Fuji.

And in July 2004, after various consultations, they made public this Mt. Fuji

hazard map.

During the compilation of the hazard map, it was pointed out by the

members of the committee to draw up a hazard map for Mt. Fuji that if we want to
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really draw out the regional disaster mitigation plans, the local communities will have
to enter.

Unless this is done in such a way, it would be meaningless.

And so, the

Cabinet Office responded to it and established a Wide Area Disaster Mitigation Study
Group on Mt. Fuji volcano.
Now, Mt. Fuji is on the border of Yamanashi Prefecture and Shizuoka Prefecture.

As

the hazard map was being drawn up by the national government, the municipalities
surround the Mt. Fuji also felt the need to join hands and work together across the
prefectural borders or municipal borders.

And in July 2004, at the second meeting of

Mt. Fuji Erosion Measures Liaison Group, the Mayor of Fuji Yoshida proposed that the
municipalities around this area will intensify partnership in order to prepare for the
possible volcanic disaster risks. And so, both Fuji Yoshida as well as Fujinomiya City
in Shizuoka Prefecture began to move towards establishing this particular organization.
And on the 11th of April of this year, finally at this Yamanashi Institute of
Environmental Sciences, the inaugural meeting was held as I said in the beginning.
And this Inter-prefectural Mt. Fuji Disaster Information Network was established as
the first such inter-prefectural partnership organization of this kind.
The participating organizations, from Yamanashi Prefecture are Fuji Yoshida, Fuji
Kawaguchiko, Nishikatsura, Yamanakako and Oshino Village, Narusawa Village,
Kamiku-isshiki Village and Minobe.

From the Shizuoka Prefecture, Fujinomiya,

Numazu, Mishima, Fuji, Gotenba, Susono, Nagaizumi, Koyama and Shibakawa Cities
participated.

As observers, the Sabo Erosion and Sediment Control Office of Fuji, and

Yamanashi Prefecture and Shizuoka Prefecture as well as this Institute participated as
observers. And also we decided that we’ll call upon the Meteorological Agency, the
Self-Defense Forces, the Fire and Disaster Management Agency, and the Police
Department also to participate in our discussion whenever the contents fit to be so.
Now, I would to talk about the changes in social attitude and situations about the
possible eruption of Mt. Fuji.

Now, as I said, it was a taboo for a long time both in

public and private sectors, but why is it now possible to talk about this so openly?
of all, there was this eruption of Usu-zan and Miyakejima.

First

And in the case of Usu-zan,

in particular, people realized that the hazard map worked very effectively in evacuating
the people, and the mass media really said a lot about it and the residents began to
realize that also.

Also, Mt. Fuji has not erupted since the Hoei Eruption of 1707.

So,

it’s been dormant for the last 300 years, but with low frequency earthquakes occurring
so often, people living in Mt. Fuji began to realize the importance of making
preparations for possible eruptions.

So many municipalities began to realize that.

And in volcanic disaster mitigation, if you want to evacuate people in wide areas, you
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need the space and facilities for that, as well as improving the roads and also
intensifying observation system, while at the same time, having better ability to predict
the possible eruptions, and also sharing information.
began to realize the importance of partnership.

So the municipalities really

And up until that time when people

talked about the volcanic eruptions, they only had minus, negative images.

However,

now they began to see that it is not all very negative, but there are positive effects of
preparedness to it that certain cities can be safe, or people can feel safe if they are
well-prepared for it.

This kind of positive image was also pointed out. And so bit by

bit, what was the taboo subject, the eruption of Mt. Fuji, became a topic for discussion.
And the whole region even began to openly request the national government to come up
with some mitigation measures and responses for the region.
Then on the 20th of July this year, we invited people from Usu-zan in Hokkaido, because
they are so well-advanced when it comes to volcanic disaster prevention to talk to us.
And also, we’ve asked Professor Hiroshi Ikeya, who is a member of the Wide Area
Disaster Mitigation Study Group of the nation, we conducted study sessions with him.
And as a result of all this, as well as co-organizing the Year 2005 Volcanic Sabo Forum,
we have been able to engage ourselves in very active discussion, and we felt the people
expecting a lot from our organization as well.
Now, the future prospect, challenges and so forth.

Yes, we’d like to continue to

regularly exchange information, and as we do so, we’d like to start establishing common
understanding about the awareness of the issue as well as clarifying what the major
issues are.

And we are also hoping to conclude an agreement for mutual aid and

assistance before the end of this year.
Now, on the 5th of September this year, a final report was issued, a final report on the
Wide Area Disaster Mitigation Study Group on Mt. Fuji Volcano.

And responding to

this, the municipalities felt even more clearly that they need to reflect this kind of
report to the regional disaster mitigation plan, and we are also planning to have special
sessions, inviting the officials of the central government in charge of this issue.

Also,

in order to come up with better disaster mitigation responses for Mt. Fuji, the
participating municipalities are going to be working even harder in order to conduct the
lobbying activities with the national government as well as prefectural government.
Also, we feel that rather than just asking for unilateral information from the national
government and the experts, the scholars, we feel that it is necessary for us to empower
ourselves to be able to understand this kind of information.

And as we are a liaison

group, it is necessary for all participants, the local government, to be able to access
information at the same time and at the same level and to be able to understand that
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information, and to recognize these Mt. Fuji Volcanic Mountain Disaster Measures as
our common tasks and challenges.

So, we’ll continue to want to have advice from

related organizations, wide area partnership, and also we hope to share that
information in order to reach common understanding.

In the future, we also like to

have joint disaster mitigation drills and training, so that we will not lose the steam of
the impetus that we are having concerning the disaster mitigation.

Now we hope this

liaison committee, with this Inter-prefectural Information Network, will contribute
towards creating an environment where residents around Mt. Fuji as well as the
tourists who come here can feel safe while they are in this part of the country.
Also the municipalities participating in the liaison group wish to be able to step up
exchange in information, exchange not only in the volcanic disaster mitigation but in
other areas as well.

MC:

Thank you.

please.

Thank you very much.

Any comments, questions?

Thank you then.

The next speaker,

The next presentation is by the Mayor of Kawaguchi Town, Tsuneo Osano.

He’s going to talk about the plan of Fuji Kawaguchiko Town relation between Mt. Fuji
and volcanic disaster prevention in view of tourism.

Osano:

Thank you for your kind introduction.

I am Osano, Mayor.

Following the

presentation by Fuji Yoshida City, I would like to share with you what we are doing in
Fuji Kawaguchiko Town as a tourism town, which benefits from the Volcano as a
tourism resource.

Today in Japan, we are in the process of amalgamation, so next year

in March, four out of five lakes will come into one bigger municipality that will be nearly
formed with amalgamation.
sea of trees.

This was the result of the flank eruption, which occurred twice, about 12

hundred years ago.
ecotourism.

We have five lakes and 3 thousand hectares of Aokigahara,

And the Aokigahara has become a very important center for the

After the merger of the municipalities, with the support of people inside

and outside of the Prefecture, we are going to promote ecotourism with 45 so called
nature guides, so Aokigahara is going to be another important tourism resource that we
should preserve and benefit.

So a lot of these tourism resources are thanks to the

existence of the Volcano.
In the past, it was a taboo, as Mr. Watanabe of Fuji Yoshida City mentioned, to talk
about the eruption of Mt. Fuji, especially for a person like me, serving as a mayor. It
was a taboo to talk about the possibility of eruption. This was because people were
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concerned about the negative impacts on the tourism industry, as Mr. Watanabe
mentioned.

But from October 2000 till May 2001, we experienced a series of low

frequency earthquakes, which were perhaps due to the magmatic movements of Mt.
Fuji. With this event, we came to realize that we have to face the possibility of next
eruption.

So, in cooperation with Fuji Yoshida City, we have established an

information network.

And in preparation, we went to see how people have been

responding in Usu Mountain area.
areas of volcanoes.

And we had three missions, which visited other

And we prepared the hazard mapping, and we came to realize the

importance of the disaster mitigation measures.

Before visiting Mt. Usu, we went to

see Shinano Tokachi Mountain area to see how the disaster mitigation measures can
help, including the diversion.
With a hazard mapping, communities and municipalities are now cooperating with
tourism industry in the local community so that we can offer the safe stay for the
tourism by having very good disaster mitigation measures.

So, together with the

tourism industry association, the Town of Kawaguchiko implemented evacuation drill
on December the 12th, 2000.
staying in the town.

This was the first drill which actually involved tourists

And the association of tourism industry helped us a lot.

And

since then, every year in November or December, the tourism association has been
implementing similar drills.

And the hazard mapping shows the possibility that the

transport system will be disrupted.

So, we are also implementing evacuation drills to

evacuate the vulnerable population by ship via lakes.

And this year in November, the

association of inns and hotels of Kawaguchiko spars planned to establish their
voluntary disaster prevention organization. They are determined to cooperate closely
with the local government in order to make a contribution for the safety and the
security of the tourists.

They have a plan to ask the disaster prevention experts to

conduct a review of the facilities like inns and hotels, and those satisfying certain
criteria would be given a kind of mark to certify that they are good enough in terms of
the disaster prevention.
So, in this way, the Town, which welcomes a lot of tourists, wishes to offer the
infrastructure that can ensure the safe and secure stay for everybody coming here.
Thanks to the Volcano, we benefit a lot and we should live in harmony with the Volcano.
And that should be the target and objectives of the local governments, and we local
governments must work together with the private sector and the tourism industry.
Every year, our Town welcomes about 9.2 million visitors.

Our Town is about 90

kilometers or 1.5 hours from the center of Tokyo, so we are a kind of an urban resort
area, or the resort area for the urban dwellers.
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So the tourism industry has a big

economic impact, so it’s quite important that we can show that we have good enough
disaster preparedness.

So, I have talked about how a tourism town is trying to prepare

itself for the disaster of Mt. Fuji-related events.

MC:

Thank you very much.

Thank you very much.

In the morning, we started hearing about cases from

overseas and in the afternoon, we have the cases from Japan.

And next is Dr. Aramaki,

who is going to give you a summary of disaster prevention measures in Japan.
Aramaki: Well, first of all, I would like to sort of apologize.

I had a very pleasant

miscalculation in the sense that the speakers today gave us so much material and so
much to think and to digest. It’s very much of a burden, and I propose if you permit me
to postpone the general roundup.

It is too big a subject to round up how the Japanese

disaster management system operates.

In stead, I’d like to propose spend the time for

additional questions and answers and also the spontaneous, rather free discussion.
you agree?

Do

Okay, thank you.

Light up, please.
In Japanese please.

Now, today, it was a happy mistake that I made, especially we

heard excellent case studies from the overseas and also related Japanese cases.

The

contents are very rich and even I, without the risk of misunderstanding, even I had a
difficulty of digesting all the information given to us today. And therefore it is just out
of me to give the summary of the Japanese disaster mitigation here at this point. So,
with your permission, I would like to switch the program a little bit here, and if you
have any questions to any of the presenters, we would like to have the question and
answer session, which will be followed by the general discussion, the free form of
discussion.

And I’ll be the MC for such proceedings, if I may.

First, and especially for

the guests from the overseas, if you have some information that you left during your
presentation, you are welcome to do so, which will be followed by questioning and
answering.
Each of the speaker today and this afternoon from abroad, who gave talk, I just like to
invite you to add some comments or maybe questions.

So may I name person by person,

and then which will be followed by questions and answers.

Okay?

So may I ask first

Chris Newhall, do you have anything to add here, comments, please?

Newhall:

I think I have only a brief additional observation that occurred to me as
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others were presenting. One very important point that was made by Dr. Doi, but I find
it’s very true in my own personal experience also, is that the trust between the local
scientists and the local officials is extremely important.

In order to have really

successful disaster prevention, you must have a good level of trust between the local
scientists and the officials.

And of course this depends a lot on individual personality,

but it can also be nurtured by if the local scientists make a special effort to interact
frequently with local officials.

And I like very much the idea of INS and the interaction

informally with beer as well as the formal interaction.
one observation.

May be I’ll just stop with that

Let me invite others.

Aramaki: Thank you, thank you very much. Any comments with Chris’ comments.
If we get to Mr. Doi again, probably we can have the counter-comment. The eruption of
Iwate is a false alarm, how to say in Japanese, false information, false positive.
Because of the very hard work, the mitigation system became even better than when
that eruption had occurred.

So the mishit, but scientifically, and most of the Japanese

volcanologists would agree seismic activities and phreatic eruption and tectonic issues,
all three take place.

So, anytime a major earthquake hits us anywhere.

So when the

switch is turned on or not, we never know. But at this Iwaki, the switch was not on, so
some of the citizens turned to us and said why did we spend so much of the money for
false alarm.

But I agree with Chris, that was a very valuable experience.

Volcanologists and administrators who were in charge of the hazard mitigation, that
experience provided all the people concerned excellent information and excellent
background experience.
One thing I missed, I should have said, there are two requests I made to the presenters,
which are related to the purpose of the Workshop.

That is, for one, as Mr. Doi said, we

would like to emphasize the human to human relations.

But on the other hand, all

administrators, all the persons in charge are not equally committed, right?

Some of

the officials are reluctantly participated in, and I saw such kind of official’s number of
times.

And we have to have a good system even the reluctant officers can do something.

So that’s some proposal.

If the system, even though some officials are less motivated,

by participating into an excellent system, they change into, transform into highly
motivated officials.

As volcanologists, we try to create such kind of system that we

have excellent breeding ground because fortunately or unfortunately, we have a lot of
volcanic incidents in Japan.

So Japan would be an excellent incubating ground for

such kind of a motivating type of a system.

So I asked Mr. Doi to give such kind of the
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presentation.

In the beginning of the presentation, “more or less in my country, such

and such is exercised”, and that was the particular request from the organizers.
why all the presenters did that sort of presentation.

That’s

Plus, another request was the

important case studies and their postofacto analysis.
So, Dr. Newhall touched upon two points, Dr. Newhall touched upon three events: Long
Valley, St. Helens, Redoubt.

Anybody who did not have the chance of posing him the

questions of these three incidents, please do so, take advantage of this time.

Anybody

from the floor who would like to pose their questions to Dr. Newhall?
Probably you accepted too much information so that some of the information are leaking
out from your brains, I don’t know. Dr. Newhall is a very old friend of mine, so I know
him through his researches.

Dr. Newhall has been a very dedicated person for the

disaster mitigation of volcanic disaster, but not only that, of course. He is a world
famous volcanologist to start with, but on the other hand, he has a lot of opinion or
suggestion, excellent opinions to the administrators.

But on the other hand, Professor

Newhall is a very modest person, and he is not a very self-assertive type of a person.
But one point, even so, he could not help but pointing out from a scientist point of view,
“speak in one voice”, “in a single voice” from a scientist point of view.

And when we

were listening to the cases of the Philippines, I noticed this “single voice”.

Dr. Solidum

also raised the point, it is easier said than done. I always come back to this topic with
Dr. Newhall, so this is nothing new to Dr. Newhall.

But on the other hand, single voice

is, we have to unite stakeholders’ opinion in one.

As a basic researcher, sometimes I

am a little upset of this, because the mechanism of eruption is too complicated to speak
in one word or a single voice, so that we cannot put everybody’s opinion into one single
voice.

That’s my concern of the single voice.

But Dr. Newhall has gone through many

of the crisis and therefore he has seen catastrophic cases of the multi-voices in stead of a
single voice.

That’s firmly based on the experience of Dr. Newhall, I understand that.

But this is something to be explained to the young researchers and students of the
future volcanologists, and this is a very challenging issue, and this is just my comment,
but this is what I feel during my discussion with Dr. Newhall.
Any other questions or comments to, especially, I believe, Dr. Newhall? Let’s make the
following discussion as informal as possible.

Okay, if you have any additional question,

later on you can pose.
Next, Professor Barberi, also a very good friend of mine, old friend of mine.

Of course,

he is an excellent academician, and also he is an authority of the volcanologists in Italy.
He actually reactivated the volcanology in Italy that many of the younger researchers
are coming out, volcanologists one after another from Italy, but he created the system of
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academic research as well as he is the creator of the system of the disaster mitigation,
so that he is truly the expert volcanologists and also a system creator of creating
academician.

He is dedicated to Vesuvius Volcano, which is a very challenging task,

because this is much, much bigger than Mt. Fuji.

And the houses are sprawling, and

Naples, with population of two million or three million is sprawling to the Vesuvius
Volcano.

But no eruption for the past 60 years, and within the 60 years, many people

shot up the houses a number of times.

In the past there were a lot of pyroclastic flows

and there were many dangerous events happened in the history, so, my heart with Dr.
Barberi.

But the idea is excellent, and I’m envious from the point of Japanese scientist,

and he suggests his opinions to the administrators’ long-term plan, even long-term plan.
In Japan, long-term plan is hard sell to the administrators in Japan. Ten years to
come, twenty years to come, the population should be cut by 10% or 20%, that’s a long
plan, or that, the type of the industry should be switched from the manufacturing.
Manufacturing should leave. And, well, it’s Naples, see Naples and die, as the proverb
says, so it’s an excellent site for the bread and breakfast, for tourist industry.
this is easier said than done, but switching the type of the industries.

Of course

But who in

Japan are saying so? What kind of administrators have a 10-year plan?

Ten-year

plan tends to be very unpopular in Japan, especially among the government officials.
But he is saying…

Barberi:

Thank you, Shigeo, for your words.

Before making some additional

comments, I have to say my feeling at the end of this day.
words of Mr. Mayor of the important town here.

I was impressed hearing the

In particular, I was impressed in

realizing the progress made in the social term in nearly five years.
words.

I use his same

In the year 2000, it was a taboo to discuss here of volcanic hazards.

And now,

I’ve heard words of a person that has the strongest responsibility, being the chief of the
local administration, with full awareness of what has to be done. In recalling also
some of the things that you just said, I also would like to recall that we would be pleased
to have, in Vesuvius, a situation in which we were only to look after the tourism
disruption because of the expected volcanic eruption.

And we are pushing to convert

these many permanent residents as possible into tourist initiatives.

Because,

obviously, we well understand that there might be a concern about tourist industry
because of the failure of an eruption or of somewhat major disaster.

But looking at the

safety of the population, it certainly is much more easy to manage with tourists than
with many permanent residents, for whom we have the problem of where to locate, how
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to take care of them.
But I think in so short time, you have taken the right way of finding equilibrium
between the two problems.

The tourists, I think, within a great uncertainty, we do

objectively have in assessing, in establishing which is the pleasant level of the
volcanologists capability of forecasting eruption.

At least, one thing can be said is that

when a volcano is well-monitored, it cannot start eruption without giving precursory
signs. The scientists will recognize these signs.

If you are mostly affected in the

safety of tourists, you don’t have to hesitate to march in order to take measures
appropriate to protect their lives.

If there are strong, sound conviction on these which

are real facts, I think the problem could be managed without too much concern.

So this

is my spontaneous, general comment on the important progress in the awareness. We
have the same problem in Italy. Some of our volcanoes are in tourist zones where
tourism is the main resort out of not-so-large dimension like Fuji area, like the Aeolian
Islands and the volcanoes there are tourist sites and Pantelleria is a tourist island as
well.

And also there, we have spelled out difficulties, or how difficult it was when we

started talking in addressing the problem of volcanic hazard to establish sound, good
relationship with the local administrators, because also in those guys there were
concerned that simply speaking of hazard of the possibility of an eruption could affect
the tourist economy.

But things have changed with time, and now there is a very good

relationship and they feel correctly, I think, that the most important for their
community is to have a sound relationship with scientists, to be confident that there
will be a capability and a limit of the present scientific capability of volcanologists to
provide good advice to protect people and also to protect their main activities.
you may have a general comment to make.

And this,

It is also important that besides developing

their own discipline, technology required for improving the forecasting capability and
understanding of volcanic process.
Volcanologists and all scientists have the understanding that natural process that could
become disaster in some cases, don’t limit themselves to only produce good scientific
research.

One should also make fault of understanding on which are the problems of

the people, which are the problems of administrators, and try to find a right equilibrium
between the correct scientific advice and also what is needed for their request for people
that have the responsibility of managing the welfare of everybody.

And I think

perhaps on Friday, there are some more technical comments that rise after listening to
so many presentation of today.

And there are some we started to discuss earlier. I

feel, while I hope that the worldwide project Chris was mentioning will succeed as soon
as possible, but under the present situation, I cannot see how, judging from the
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precursor, we can establish the size of the expected eruption.

And this is the major

concern about our capability or understanding what is on the preparation watch, what
we should expect.
In other comment which seems to me obvious that has to be considered is particularly
should be clear which civil protection organization, those organizations that have the
final responsibility of managing all actions for protecting human lives, even if, generally
speaking, we have a broadly the same scheme, the same alert levels, same level of
attention up to alert required in evacuation, then the time scale and the decision and
consequences have to be adopted to any single volcano. Because, if you are dealing
with only a few hundred people or a few thousand people, then you can wait until the
very late moment and know when to decide if the alert has to be issued.

But if you are

dealing with hundreds of thousands of people, you don’t have this possibility.
Everything must be adjusted to the real cases, so it would be expected from a scientific
viewpoint that it must be always adjusted to the needs of a specific volcano, which is
basically related to the number of people that live in the risky zone and time required to
put these people into safe conditions.

Grazie.

Aramaki: Thank you, thank you very much.

Some points you may not agree with.

He was involved with Mt. Etna, but he concentrated mostly his talk about Vesuvius.

If

you have any questions to ask him or to give comments, please do so now.

Q.

My name is Tajima.

What everyone is interested in is how you can transfer the

whole population of a city or a town.

And in that process, how much time do you have

to plan for, and the timeframe to which you’ll have to project for the future.
you make your schemes and plans for the time target of when?

How do

I am sure you have

encountered many problems, in doing so, if you can introduce some of those problems, it
will be extremely useful for us, if you could do so, sir?

Barberi:

We actually are spared of many problems.

We don’t have as yet carried out

an evacuation of entire town, because that is a plan.
exercise has been so far carried out.

And so, very limited drilling

The time estimated for the entire evacuation of

the Vesuvius Red Zone where 550 thousand people live today has been estimated to a
week, seven days.

Some improvement in the roads and way of communication has
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been introduced, but these still remain the main problem.

If you go by car to the

circum-Vesuvius towns, in ordinary conditions, there is so heavy traffic, often in chaotic
situation that even without, what could happen should an emergency evacuation be
declared.

But nevertheless, the other difficulty is obviously where should start

evacuation from the part of the city which are nearest to the Volcano, because those are
more exposed to the risk. But this cannot be made in the entire zone, because you
should evacuate using the existing communication road.

So the plan foresees that part

of the most risky area we evacuate first, but we should also move people from the
periphery otherwise you will not be able to evacuate population.
Personally I feel that the major difficulty will be that of having people leave their
houses but without their things.

Besides the few more precious objects, they cannot be

allowed to take with them all the things that they acquired during their entire life.
And I imagine that this might be one of the major social resistances to evacuation.
That’s why I’m looking with high interest in those results of the vulnerability study that
are promising if we protect the houses conveniently from penetration of hot air, hot
atmosphere and clouds and ashes of pyroclastic flow, we increase significantly the
probability of having goods preserved.
difficult emergency plan.

In any case, this is certainly a very, very, very

And also the solution of having this twinning, which has a

clear sociological meaning, but in the reality, should the emergency come, actually we
don’t know which will be the real answer.

But there is no other way if we look at the

time of traveling of this pyroclastic flow. The simulation showed this morning, in few
minutes since the collapse of the columns, we will have the area entirely devastated,
and the only way to protect these people is to take them away from those areas.

Well,

let’s hope that the future generation of volcanology will be more capable than what we
have been in order to more precisely understand which will be the real situation.

Aspinall:

If I might just add a word in answer to the question, our experience in

Montserrat was difficult in evacuating quite a small town.

Partly concerns about

property, but that wasn’t a real problem because there was no crime in Montserrat.
The biggest problem we had in mobilizing the evacuation was dealing with the very
elderly people.

People who are eighty or ninety years old and had lived in the same

house all their life were very, very reluctant to leave.

And of course, if they aren’t going

to leave, their sons and daughters or the family who looked after them couldn’t leave
either. It was partly a religious factor in Montserrat, a Christian society.

And I had it

expressed to me many times by very elderly people that they didn’t wish to leave their
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home or their bed, and if it was God’s will that the Volcano was going to take them, so be
it.

And that as I say became an increasing problem, because there were quite large

numbers of such people in Montserrat.

They live to greet age, and as I say, then the

daughters, their sons feel they have to stay and look after them.

And once you have

that difficulty, I don’t know if you’d have it Japan, but once you have that difficulty, then
other people find other reasons why they must stay as well.

So, I think there is one

more issue for Professor Barberi and Vesuvius that they will have to think about to in
their problems.

Q.

Koizumi from the Meteorological Agency. As an answer to the question that was

posed, I think they were talking about evacuation in times of emergency.

But then

another issue is the relocation program. Now, when you want to build your house
again, maybe subsidies or you build public housing and have them relocate into these
public housings.

These are some of the policies that I’ve been promoting or can be

promoted. Now when you do these things, when you say you give subsidies, it will be
only a portion of rebuilding a house. And also there will be dissatisfaction from people
who will be going into the public housing. So, even when you relocate these people,
some of them want to return to their homes, or actually return to their homes.

Have

you had problems like that?

Barberi: …matter, but what we have preserved at Vesuvius and to a lesser extent, in the
other active volcanoes areas in Italy is that, to a lesser extent at Mt. Etna, because it is
so frequently erupting, but a few decades after the last eruption, which, by the way
coincided with a strong boom of economic development, postwar.

But a few decades

were enough for local population and their administrators to forget that it is an active
volcano and to start building progressively towards the Volcano, define towns on the
flank itself of the Volcano.

There is a town Torre del Greco in which public buildings,

no private buildings, including a hospital, have been erected just correspondence on the
most active fault existing in the Red Zone that has produced in the past many flank
eruptions. So, absolute no interest in considering the natural hazard in developing
chaotic building plans.

Now, that is the situation.

Also if the limit of the most

dangerous zone can change according to the size of the eruption and to the evaluation
that you can make out of the energy of the eruption, there is no doubt that the larger
part has been identified.

There will be devastated by pyroclastic flow in case of
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reactivation.

And we do have more than half a million people living there. This is the

situation.
Now, I was very glad to be able to convince the regional government of Campania that
until a few years ago, they didn’t want to hear even to listen talking of Vesuvius risks.
Their attitude has so drastically changed that now the regional, which is the equivalent
to your prefectural if I understand well, level of government decided to invest these
huge quantity of money in order to reduce the number of permanent residents. Now,
obviously there are social problems associated with these plans.

But at least there are,

in Italy, some public building that are so built with national money, state finance, which
are then given for location to let’s say the poorest family of the region.

So these are

still a public properties, and there is a public decision to leave those built in risk zone
and to rebuild new public building in safe areas to relocate the same families. In this
case, there are no social problems, including the fact that there is a social improvement
because some of these buildings are rather old and families will be moved to more
comfortable new buildings.

And this is a part of the plan that has been already

activated, which is in course some of these buildings are under construction.
Much more difficult, in particular, for people that live, families that live in rented
houses.

They don’t own their apartment where they live, where they rent them.

And

in this case, in this case also, they are interested in receiving some financial support or
to find a new solution.

But by far the most difficult case is that owners of the houses,

owners of the apartment that they have spent some time in their entire life to save
money enough to permit them to build houses and then you tell them to move away,
leave these houses.

But I have to say that the fact that 33 thousand families have

applied was an easing indication that there is a strong interest among population.
Now, we shall see in a few years will we make the point and say the plan to which
percent there has been success or failure.

We are also very concerned by the fact it

seems in some cases, the families live in an apartment which is relocated to another
family, and in this case, there will be practically totally failure of the plan.
forbidden, but it seems it is made.

This is

So, it is very difficult.

But let me say that it is also important that the community decides to make a major
effort, including a major economic effort in order to mitigate the risk.

And to my

knowledge, this is the first case in the world in which there is a major financial, political
administrative efforts in order to reduce the number of residents in a volcanic risky
area.
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Aramaki: Thank you very much.

I did not expect that we would be having such a

wonderful discussion, but may I proceed to the next speaker?

Next speaker, Dr.

Aspinall, and he talked about Montserrat and he went through many difficulties.

He

dedicated a lot of energy. The Island’s size is as same as Miyakejima Island, but the
social structure is quite different. So, his case was quite interesting.

Aspinall: Thank you, Shigeo.

I hope I can phrase my remarks as politely as you did

when you were taking Chris that asked about “single voice”.

I too have real concerns

about this notion about scientists speaking with a single voice, because it virtually,
essentially denies the fact that there is such a thing as scientific certainty, and there is
bound to be inevitably major scientific uncertainty with any volcanic process however
small and simple than non-linear dynamic systems and we don’t understand them fully.
One of the experiences I had in my working life with volcanic crisis is that in the
societies I’ve worked in, there is a public expectation that scientists know the correct
answer, that everything is black and white to us and they rather expect us to be Newton
and have real laws of physics on which to base our predictions.

And it comes as a

something of a surprise to many people and many civil servants, many administrators
to find out when they are told honestly well, we really don’t know this way or that,
what’s going to happen, we’ve got some experience we can go by, experiences in other
parts of the world. And it is that issue that I think is a challenge for young Japanese
scientists to think about: how are you going to communicate scientific uncertainty in a
rational manner to decision makers in a crisis. And that’s one of the things we’ve been
wrestling with in Montserrat.
The background to that is, peculiarly British in some ways, we had two disasters in
Britain in recent years with the government. One concerned crazy cow disease, Mad
Cow Disease, Bovine Encephalitis, that was spreading in the live stock and then getting
into human beings and caused a huge scare.

And the other was sheep disease called

Foot and Mouth, and on both occasions, government’s response to these crises was to
take the single voice advice of the internal government veterinary specialists, medical
specialists.

After the crises were over and there’ve been hugely expensive economically

and health-wise, inquiries were held into this process.

And it was decided that the

procedure of having a single, official scientific voice was neither appropriate nor
adequate that the widest possible scientific opinion had to be canvassed in making
decisions, including people who are often regarded as maverick scientists, people with
extreme views.

And the British government introduced guidelines that scientific
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advice to ministers of government now has to go through a certain procedure, which is
the one we have adopted in Montserrat, the Scientific Advisory Committee, which has a
number of independent scientists on it, and we have to find a formulation, a way of
arriving at what we are calling a rational consensus on scientific opinion.

This will not

be a true consensus, because true consensus is impossible. You are never going to get
every scientist to agree, and if you do, you haven’t got a problem. There is no issue if
every scientist agrees so there is no decision to be made.

So that’s the basis why we’ve

been adopting this elicitation procedure in which we attempt to get the views of the
scientists expressed in a depersonalized way, encouraging them.

One of the

advantages of the process as we see it is that it actually encourages individual scientists
to express their true, scientific opinion about an issue, and not the sort of opinion you
will necessarily give if you are talking to the media or in public that you would have to
be extra-cautious in what you say.

So, that’s one of the strength of it.

understand exactly Professor Newhall’s point about the advantages.

So, I

Yes…

Aramaki: You used the term “elicitation”, expert elicitation, and it means that there
are five or ten scientists in the observatory station, and you take votes, will there be
eruption tomorrow? Two say yes and two say no and one say I don’t know.
weighting, you can calculate.

Then, 0.75 is a given figure to the eruption.

very mad, but this is one possible procedure.
has been applied in various researches.

And by
Some get

In addition to the volcano, this method

But giving figures and numbers like this,

there are some pros and cons.

Aspinall: Thank you. It’s a topic which I think needs a workshop of its own right, so I
won’t go on further.
more about it.

Maybe in the session on Friday, we can, if necessary, talk a bit

But we have found it a very useful procedure for synthesizing scientific

opinion in an urgent situation, and I’ve been doing similar work to do with terrorist
activities, SARS infection spreading and so on that’s increasing.
The last point that I would like to make is one that may be a semantic problem.
Several of the speakers today have spoken about “false alarms”.

For an English person,

an English speaker and coming from a British culture, a false alarm has a particular
connotation, a particular meaning. I understand the false alarm to be something that
at best is a failure of, say, a fire detector system, but more commonly is a malicious act
by a hooligan or a drunk person who rings up the fire brigade and says there’s a fire to

- 117 -

attend to and they rush off to it.

That is what I call a false alarm.

Most of the time in

volcano situations, I think the alarms are real, the activity increases, so the alarm is
real.

I would prefer to use an expression like “unfulfilled alarm”.

It is not a “false

alarm”, because the alarm itself was real and true. So, this is just an issue that may
not be a problem in other languages, but I think it’s something which does a disservice
to volcanology if we admit to too many false alarms, when what we really means is that
well, we raised the alarm just as meteorologists give gale warnings at sea for shipping.
It doesn’t always mean that a disaster is going to follow.
aware.

It’s a warning for people to be

So I would just strongly argue that “false alarm” is a term that we need to be

very careful how we use in connection with volcanoes.

Thank you.

Aramaki: Thank you very much. Any questions or comments?

Q. Nakata from Tokyo University.
but I have a question to you.

Somewhat away from this energetic discussion,

For the past ten years in Montserrat, there has been a

continuous activity, and UK now has an active volcano, and the theory, the background
is now coming to the forefront.

This may be an enjoyable opportunity, but I have a

question. Montserrat is an overseas territory of UK, away, much away in comparison
to Miyakejima from the Japanese Archipelago.

But offering financial support by the

UK government, I wonder how you do it when this territory is so far away.
eruption is so distant and far away and quite localized.

This

How can the UK national

government justifies offering the financial support, and what was the contribution made
by the volcanologists to help the government to earmark budget for the support for this
Island?

Aspinall:

That’s not a tricky one.

The situation is that it is a British overseas

territory similar to a French overseas departmente, so technically it’s part of Britain
and they have the responsibility to protect the population to any extent they reasonably
can.

I think honesty is a good policy in these matters, and I think it is the view of most

people in connection with the Montserrat eruption that the British government was too
slow and too grudging with its help to the people of Montserrat.
provided was relatively small.

The money that was

Large sums of money were talked about by the

government and in the media, huge sums of money, but a lot of it is virtual money. It’s
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money that goes from one government department to another.

For example, if the

Navy sends a ship to Montserrat and a helicopter to carry us around, the bill for that is
passed back into the British government and it’s listed as part of the Montserrat aid. I
think the last figure that I heard about was 70 million pounds has been spent over the
last ten years by the British government.

This is for a population of less than 10

thousand people, tiny island, so it’s not even a village in Japan.

But I believe that the

real money that landed on the Island to help the people of Montserrat was much less
than one-tenth of that, or even less, significantly smaller fraction.
It’s a very difficult area.

Most of those islands on the Eastern Caribbean are

independent, sovereign states.

They used to be British colonies in former times.

And

there are huge social problems there, one of which is drug running from South America
to North America.

And there is very strong pressure on Britain to maintain a presence

on Montserrat and the naval presence in order to police drug movement activities in
that part of the world.

So there are these external factors that come into play, so it

wasn’t so much a matter of scientists convincing the British government that they
should spend money on protecting people.

There are these external, ulterior factors

that often drive high government policy in these matters.

So, it is an enormously

complicated business. At the moment, as I mentioned in my talk, there is no economy
as such in Montserrat, so the whole place has been kept going almost as though it were
a sort of an army garrison, a presence in that part of the world, and of course a
significant number of the people of Montserrat didn’t want to leave.

But interestingly,

we heard mention about people leaving and going to Tokyo and so on.

When

Montserratians did leave and go to metropolitan countries, none of them have returned
to Montserrat.

Once they have seen life in a bigger country, it was the difference

between nature and, living in a quiet place and a busy city. So, those are major factors,
and by and large, it was probably cost-effective for the British government for those
people to go and get jobs in Britain and in North America, and no longer they are
burden.

So the economic factors are immensely complicated, and some which we

scientists I think have difficulty even comprehending, let alone influencing.

Aramaki: Thank you.
…

I apologize I made another mistake, we only have five minutes.

I presided the master of ceremony for the reception that we might continue eating

and listening and discussing and how about that?

Okay, we can’t let the buses wait.

So, I just say we are stopping here. Thank you very much.
secretariat?
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Any announcement from

Secretariat:

Vice Director:

Closing remark by the Vice Director of this Institute, please.

It’s been a great pleasure that so many people have participated in the

International Workshop on Strategy of Volcanic Disaster Mitigation 2005.

We had the

pleasure of listening to wonderful presentations by experts both from Japan and abroad.
It’s been a quite productive day.
the message back home.

I am sure that we can all share the outcome and bring

Mayor Osano of Fuji Kawaguchiko Town and from various

parts of Japan and the world, we had participants joining us here in Yamanashi
Institute of Environmental Sciences, and the Institute is quite grateful that we could
offer very important messages to the world.

This is the first day of the program and we

will meet you again day after tomorrow, and I am sure that we will continue to have an
active discussion.

And I am confident that this Workshop has meant a lot for

Yamanashi Prefecture. With this, I would like conclude my remark, and thank you
very much.

MC:

Thank you very much. With this, we would like to conclude the program for the

first day.
taxis.

Those of you joining the reception are kindly requested to take the bus or

On Friday, it is announced that we would start at nine, but we will start at nine

thirty on Friday, thank you very much.
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MC: Ladies and gentlemen, please be seated. I think that this is the time to start for
us.

Good morning, ladies and gentlemen. I would like to start with the Workshop on

Strategy of Volcanic Disaster Mitigation, Case Studies and Quest for the Best
Management System.

This is day 2.

from the NIED, how do you do?

I am the MC for today.

Ishimine is my name

First, I have some house keeping information.

We

have the simultaneous interpretation service and therefore for the English presentation,
you can listen to the Japanese translation through this machine. Channel 1 is for
English to Japanese and Channel 2 is from Japanese to English respectively.

So if you

have guests from overseas nearby you, please tell them how to use the machine. And
you have in your material package, a questionnaire form.
already participated in the Workshop on the

26th,

Those people who have

you have picked up the copies.

Please fill in the form, and if you have to fill in the new form, the forms are available for
questionnaires.

So, let’s start with the Workshop.

I would like to ask Dr. Katayama

of NIED to greet you with his opening address.

Katayama:

Good morning.

I am going to deliver in Japanese, so please listen to me

through this English translation if that is necessary for you.
from NIED.

My name is Katayama

Some of you participated the similar workshop two years ago, which was

organized by NIED also.

The venue was here, and the previous workshop was a great

success, if you ask me. And the title of this Workshop is almost the same, however it
has a subtitle “Case Studies and Quest for the Best Management System”. Also, the
feature of this Workshop is that from many of the related issues, we selected the
volcanic disaster management, and we would like to focus on the disaster management
side for today to discuss the role of the administration, the role of the academicians and
researchers, and we would like to elucidate the interlinks between and among the
stakeholders.

Some people say experience is the mother of wisdom or father of wisdom,

but as Dr. Aramaki always says, volcanic disaster is something that very few people
experience, and therefore, it is very difficult to learn.

And that is the feature of the

volcanic disasters and therefore we cannot afford to depend upon the incremental
accumulation of each single person’s experience.

We have to integrate effectively the

limited experience of the individuals and organizations and diffuse them, so that
everybody can share such information.

The specialists have to provide information to

the administrative bodies, and the administrative bodies, based upon the information,
together with the collaboration with specialists, will have to consider the
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countermeasures against the volcanic disasters.

And also they have to constantly

request to the specialists what are the detailed information they need from them.

And

one more feature of this Workshop is ample time is spared for the plenary session and
panel discussion, both in the morning and in the afternoon. So this will be an excellent
forum for exchanging that experience in overseas and experience in Japan.
I believe that there are a lot of occasions where we entertain questions from the floor,
from the audience.

So I would like to encourage every single one of you to participate

in a very active discussion.

I have an announcement.

You’ll get five thousand yen

each time you speak up, of course this is a joke, because I can never do so because I work
for the independent institution as a public servant, unfortunately.

But between the

previous workshop and this Workshop, very regrettable things happened.

Two

colleagues and wonderful colleagues and respectable academicians passed away: Dr.
Keiichi Aki and Dr. Bunonbayang passed away.

Especially whenever Dr. Aki visited

Japan every year, he gave the lecture in front of the young researchers, and afterwards
we had a very happy moment gathering around him.
from us this year.

I miss him very, very much.

And this chance was deprived

For minimizing the damage to the

human lives and properties caused by the volcanic eruption, I would like to strive for
redoubling our efforts to concentrate our efforts both inside and outside of Japan.

And

upon this understanding, we would like to pray for the repose of these two colleagues of
them.

So, do your best and I pray for the great success for today. Thank you very

much.

MC:

Thank you very much.

Next, Mr. Toshitsugu Fujii, the Earthquake Research

Institute of the University of Tokyo.

The title of his presentation is the Role of

Japanese Scientists on the Volcanic Disaster Mitigation.

He is also the Chairman of

the National Coordination Committee for Prediction of Volcanic Eruptions.

Fujii: Thank you very much.

Good morning, ladies and gentlemen.

As was just said,

we, more or less, focus upon the relations or coordination between scientists and
administrators rather than talking from the scientific point of view.

I’ll try my best on

the position or the roles that scientists should play in Japan on volcanic disaster
mitigation.
When we discuss the volcanic disaster mitigation, we need to always talk about the plan
to predict volcanic eruptions.

It was produced in 1973 and the first plan was
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formulated in the following year, ’74.

It was all most placed by the academic scientists,

and the first plan includes the establishment of the Coordination Committee for
Prediction of Volcanic Eruptions led by the Japan Meteorological Agency.

And it was

started as an advisory body to the Director of the Meteorological Agency.
This is the brief history of the Japanese plan for the prediction of volcanic eruptions.
And in 2003, the Ministry of Education’s Science and Technology Council was formed.
And the Geotetic Council was disbanded and as a result, this Geotetic Work Group was
established as a subcommittee of the Science and Academic Council of the Ministry of
Education.

So, organizational structure-wise, this was a downgrade.

So, there was a

concern whether this might affect the ability of the prediction of volcanic eruption. But
we are now under seven national programs for the prediction right now, and the budget
hasn’t been cut down at all, one penny.

When it comes to universities, the 600 billion

yen is the total budget allocated to universities concerning these volcanic prediction
activities.
This is an organization of the Prediction of Volcanic Eruption Coordinating Committee.
Under the Chairperson and the Vice Chairperson, the Meteorological Agency serves as a
secretariat office, and as you can see, academicians and national universities, which
have the volcanic observatories organized, and the Cabinet Office, the Ministry of
Education and the Ministry of Land, Infrastructure, Geographical Survey Institute,
Coast Guards and two other government-related institutions.

But from these

organizations, the participants are mostly researchers or scientists, not administrators.
So this Coordinating Committee can be seen as a group of scientists or researchers,
mostly because of the role allocated to this Committee.
The universities are represented in this group, and administrative organizations and
the government agencies, including the Meteorological Agency, are represented in order
to exchange information and the result of research.

This is the first mission of this

Committee, and secondly, a scientific evaluation of volcanic activity should be rendered
so that more sophisticated information should be made public.
The information to be utilized for disaster mitigation should be then forwarded from the
Meteorological Agency to local governments.

And thirdly, research and observation

concerning the volcanic activity and prediction of it should be improved.
beginning of this Committee, the observation status was very poor.

And at the

University of

Tokyo and University of Kyoto had some such functions, but only in 1977, the
observatory for Mt. Usu was established.

So, these are the main functions or purposes

of this Committee.
But there is some public misunderstanding about this Committee.
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People believe that

this Group can predict or should predict volcanic eruptions.

And then the Usu

Mountain eruption in 2000 was a good, successful example because the people were
successfully evacuated beforehand.

But when it comes to Miyakejima Island, it was

the failed case because people weren’t successfully evacuated.

But both of these are

untrue, because the prediction of eruption hasn’t been established as a science.
role of the Committee was simply to conduct some coordination necessary.

So the

People also

believe that a prediction can be successful or can be a failure because this is an
established area already.

But this is again not true.

The ability or technology to

predict eruption is not at all established, more basic research is necessary, as Dr.
Barberi said two days ago.
Let me go into more specifics.

What responses have been taken place on the part of the

Japanese volcanologists from scientific point of view?

In Japan, when an eruption

occurs, the final responsibility should be borne by the local governmental authorities
answerable to the public.
responsibility.

So the mayors, for example, have to bear the final

And of course, in order for him or her to play such a responsibility or a

role, daily contacts and good relations have to be established between the local
administrators and the local observatories.

And also, general information concerning

the volcanic activities should be disseminated from the central government, that is the
Meteorological Agency, to the local governments in order to have a single voice. And
recently, we began formulating a workgroup within the Coordination Committee so that
any information disseminated to the public or local authority should be so designed that
this is the easily understandable and usable as Mr. Koizumi said.
The increasing number of volcanic activities or volcanoes has better facilities for
observations, but of course ideally, the observatory activities should be more activated
or upgraded before volcanic eruptions.

But the reality is that the responses of our

activities are reactive, not proactive in most cases.
Coordination

Committee

is

represented

by

mostly

And also, as I said, the
scientists

and

various

prediction-related data have been summed up, and then it’s been also fed into various
subcommittees and workgroups so that the public should have better information. So
these are, in a way, the principles, but let’s see what happened in reality.
In Unzen through 1990 and 1995, what scientists and administrators did, Mr. Ota was
the head of the local observatory.

He had good relations on a daily basis with the local

Shimabara area, and also he gave constantly detailed briefing, and that was utilized by
the local administrators.

But the prediction hadn’t been that very active.

So the

acting Chairman of the CCPVE stayed at the local observatory, the location, constantly,
and he continued for the betterment of observatory systems from various resources
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point of view.

And Usu 2000, this is often regarded as a successful case.

Why?

Because in 1970, under Hokkaido Government Disaster Mitigation Council, scientists of
Hokkaido University and also, I don’t remember the name, but some researchers at the
Natural

Resource

Development Agency

and

Development

Institute

and

the

Meteorological Agency had representatives come together, had come together already to
share information and to study and research. And Mr. Okada, the head of the local
observatory, also had very good contacts with the local governments. So, there had
already been good mutual confidence with the local governments and the local public.
And the Prediction Coordination Subcommittee had been established to collect the data
more, and they had the office which had been constantly manned, and based on the
previous seven experiences, any felt tremor could lead to the volcanic eruption, that was
the confidence the scientists had.

So that is why they were successful in mitigation

and evacuation, even though they didn’t have any gauges and mechanical systems to
catch the crustal movement.

Two days ago, we discussed a little bit about

mini-Kasumigaseki in the locality. The governmental agencies were represented for a
quick decision and actions.

So that’s why this case has been touted as a success.

Two days ago Mr. Doi made a presentation on this role of the resident scientists, that is
to explain the meaning of the volcanic information in plain language to the public and
local governments and make necessary suggestions for disaster mitigation, and good
trust

have

to

be

established.

Also

scientists

should

be

accountable

for

recommendations that they make to local autonomies as Mr. Doi and others often said.
In the cases of Unzen and Usu, as I said, Mr. Ota and Mr. Okada played fully those roles,
or those responsibilities.
explained already.

This is a contrast to Miyakejima 2000, as two days ago it was

In Miyakejima Island, no universities had observatory stations.

And the Izu Subcommittee of the CCPVE had already been there, but they met only in
central Tokyo where the Meteorological Agency is headquartered.

So, even though

they discussed the possibility of eruption, they were far away from Miyakejima Island,
and on the 18th of August 2000, when the eruption occurred, there were ash falls and
rock falls on the residential areas, but such vital information was not sent to this
Subcommittee meeting, even though they were in session.

And there was no direct

contact between these parties, the Tokyo Metropolitan Government, the Miyakejima
local authorities, and the members of the Izu Subcommittee of the CCPVE.

And after

that, within the Tokyo Metropolitan Government, a review committee was established
and they worked since then hard to have a good communication and relations between
scientists and local governments.
So, I talked about two successes and one failure.
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In a way, volcanologists or scientists

have two roles or they are supposed to play two roles.
as academic advisors as members of CCPVE.

One, they are supposed to work

Through evaluation of volcanic activities,

they are supposed to make contribution to disaster mitigation.

So, as you already saw

in the two successes, the monitoring observation group was established and the
geochemist, Earth scientists and the volcanologists got together to share data from their
respective disciplines.

And new data will produce for better judgment.

And then

scientific judgment is issued. And then the contacts with the local governments in this
case were more or less played solely by the Meteorological Agency.

So the contacts

between local authorities and the volcanologists were rather indirect, and this trend has
been more noticeable since 1995, because after the Kobe Earthquake, the
Meteorological Agency, I think the Agency is represented in this hall today, they raised
their awareness about their roles on the disaster mitigation.

And disaster mitigation

should be the primary responsibility of the Meteorological Agency, whereas CCPTVE
should play a more academic or scientific roles.
volcanologists is this.

And the second role expected of

In Japanese, what’s called a “home doctor”, this might sound as

rather Japanese English, but this word has become rather fashionable, become a fad.
The volcanologists are expected to play a more direct role or contribute more to the local
program for disaster mitigation.

For example, Shimabara Observatory of Kyushu

University, and also the Usu Observatory of Hokkaido University and the Sakurajima
Observatory of Kyoto University play their roles along this line in Unzen, Sakurajima
and also the Usu volcanic eruptions.

But this is, in my opinion, not sustainable

unfortunately, because for the last ten years or so, the university has been suffering
from the cut down in terms of the number of students and the faculty members. And
even though some people leave, we cannot replace them.
Observatory is unmanned unfortunately now.

And Izu-Oshima Volcanic

And two years ago, the Japanese

national universities have become independent agencies, as incorporated.

So the

manpower cost will continue to decrease, and this will also unfortunately be true for
volcanology area.

And the volcanologists and scientists will be more scrutinized, that

is, they will be subject to constant evaluation quantitatively and qualitatively, and so
their performances are judged by the number of the papers they issued, and, as we
already know, whether the results of researches would get any patent or not.
need long-term activities in this area.

So we

But such weighing of performance of sciences

would be incompatible. So, by making the universities incorporated organizations, the
university headquarters themselves have more autonomy in terms of how they spend
the grant or the government subsidies.
but now they have more free hand.

They were restrained on how to spend money,

So let’s say if a president of a university decides
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not to spend a penny anymore to for volcanic activity or prediction of it, then he or she
can do that.

It’s becoming increasingly difficult for universities to maintain and

improve the observatory facilities.

And then if this trend continues, then we cannot

have any “home doctors” or GPs, so to speak, for the community in the volcanology area.
Of course not only the volcanic physicists, but we need scientists from other disciplines,
chemistry and so on. And these disciplines or researchers from these disciplines have
to be in the observatory or the local area constantly, ideally, and the constant
communication with their local public should be pursued and established, and also the
primary school children and upward should be constantly educated about the disaster
mitigation.

And we also need the ongoing research in order to establish the technique

or the ability to predict the volcanic eruptions or disasters as we already discussed two
days ago.
But is this all possible?

We need an overhaul in order to do that. The university

systems, first of all, how the researchers are evaluated has to be changed.
number of volcanic researchers has to be increased.

And the

Sheer number of headcounts has

to be increased, but in reality, these are extremely difficult under the present
circumstances.
reason.

First of all, national universities have been incorporated.

This is one

And secondly, I shouldn’t use a large number, but some dozen, USGS have tens

of, or dozens of volcanologists, so we should also do that.

Of course this won’t be

realized in the short-term, but at the same time, volcanic eruption can happen at
anytime. And as was already said, Emergency Ad-hoc Observatory Center has to be
established in case of the actual eruption.
as Dr. Newhall said.

And this has to been done as a national level,

And although some of the efforts along this line have been done in

Japan, the present effort is not enough.

This has to be done more.

Because the volcanologists did their contribution in the past, as a kind of avocation, not
as a part of their unpaid or voluntary work, the more systematic or institutional effort
has to be conducted at the national, governmental and university level.

Thank you

very much for your kind attention.

MC:

Thank you very much.

Are there any questions or comments concerning the

presentation?

Q:

Since 1995, according to your presentation, at the Meteorological Agency, there has

been increasing awareness about the disaster mitigation.
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Did you talk about that in a

positive sense or in a negative sense?

Fujii:

Of course the function itself hasn’t been enriched unfortunately, even though

their awareness has been raised on the part of the Meteorological Agency.

Of course,

this is a good first step. And the second is how to implement that, how to take actions.
For example, the Volcanic Information Center has been established, but the biggest
problem is the number of scientists, experts within the Meteorological Agency.
Volcanologist itself has to be increased and they should be constantly on duty for earlier
prediction, for quick action.
is yet to be realized.

Such institutional mechanism has to be established, but it

So that is why my statement was not very articulate.

Thank

you.

Q:

Thank you very much.

of volcanic activities.

You talked about the seven national programs of prediction

I have seen some documents related to such national programs.

And of course, I found some scientifically valuable information, references in such
documents.

Fujii:

But what budget level have you obtained in order to realize such plans?

Well, the national budget is as you said 600 billion yen annually, including all

the costs that are necessary by university researchers.

And before the incorporation of

national universities, 10 million or sometimes 100 million yen was spent annually in
addition to some costs. And for example, in 1977, Hokkaido University established the
observatory center, and also in Shimabara, an observatory center was established.
And in Izu-Oshima Island, in 1985, observatory agency was established by merging the
tsunami observation and other disaster observation center.

And so, these were

financed by additional capital expenditure budget.
But the national programs that I said include very fine, meticulous information and the
very basic recommendations, which I think was really good, but the question is how to
implement such valuable information and data. Well, we unfortunately depend on kind
of a volunteer work.

The scientists and the researchers made application for grants in

order to conduct further research.

But there is no additional budget, for example.

Even if prediction of volcanic eruption is stated as a main purpose of their research,
there is no possibility that the scientists can obtain scientific, academic grant from the
Ministry of Education in order to support such scientific project.
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So, the 600 billion yen is the entire national budget.

So, they conducted their research

within extremely harsh limitations in terms of the money and manpower.

Q:

Thank you very much.

I think I know that there are various constraints, but when

it comes to earthquake, we have similar systems or mechanism.

So, if you compare

volcanic activities and earthquakes, do you have similar constraints, or do you have
something that you can form from the earthquake prevention mitigation systems and so
on?

Fujii:

I think size is one difference between volcano and earthquakes.

the word “cost performance”.

That is the criteria in budget allocation.

earthquake disaster prevention has its budget tripled now.

I should use
I think the

At one time, the budget

was increased ten-folds, and also since 1995, since the Kobe Earthquake, various
systems and mechanism have been improved, such as high net and so on, which also we
use as a part of volcanic activity prevention.

But when it comes to volcanic activities,

we have no institutional budgetary measures or administrative measures.

But when it

comes to university researchers, for example, with the exception of Kyoto University
Centers, all national university centers have their courses and the department of
physics. They don’t have their own independent department or the faculty.

So they

have to be the part of the general physics, science disciplines. Thank you very much
indeed.

MC:

I think you can ask more questions at the discussion session. And if you ask

questions or make comments, please identify yourself briefly, your name and affiliation.
Thank you very much. We would like to move on to the next program. We have from
the Cabinet Office, Mr. Shuhei Kazusa to talk about the Volcanic Disaster Management
System in Japan.

Kazusa:

Thank you very much for the introduction.

and Volcanic Disaster Management.

I am the Director of Earthquake

My name is Shuhei Kazusa.

I will talk about the

volcanic disaster management system here in Japan.
First I would like to start by explaining about the administrative structure here in
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Japan.

The Japanese residents of course will know, but it is divided into three layers;

the national level, the prefectural level and the municipal level.

In a case of volcanic or

earthquake disaster management, the three layers will each play a role.

If there is an

eruption, or if there is an earthquake, the first to respond will be the municipal level.
And we have heard that as an example from Dr. Fujii, so the first responders would be
the municipal level.

And then if the disaster scale is large, the prefecture or the

government will assist the efforts of the municipal level.

In a major earthquake or

natural disaster, at the government level, first of all, the Prime Minister will take
leadership and establish a task force, and also each Ministry will establish their own
task force and exchange information with the national level task force to provide
support to the people in the disaster area. In some cases, support instructions, and in
addition to that, in an emergency response situation, the country, the national level may
directly respond to the situation.
Now, looking further into the national level situation, if there is a disaster, at the Prime
Minister’s residence, Ministries and Agencies top staff members will be gathered, and
information on the disaster area will be sent to the Prime Minister’s residence where all
the staff members are gathered, the major staff members are gathered.
information will be analyzed here.
Prime Minister.

That

And the information will also be reported to the

And based on the analysis and understanding of the disaster situation,

there will be a liaison conference held to discuss about what actual, concrete measures
will be taken.

For example, if Mt. Usu erupted, what level of support should be

provided and who should respond in the disaster site.

And in some cases, an on-site

disaster management headquarters may be established.
This is just for your information.

This is what the national government looks like.

You have the Cabinet Office and there are ten Ministries and several Agencies under
that.

The Land, Infrastructure and Transportation Ministry, the Fire and Disaster

Management Agency, you can see where they are located, how they are positioned in the
structure of the national government.

So each Ministry will respond and play their

roles in a disaster situation.
So, if there is a volcanic eruption, what will be the disaster management activity of the
national level?

In Japan, we have the Active Volcanic Disasters Special

Countermeasures Act, and based on this, evacuation centers will be set up and also
budget will be allocated for volcanic ash removal.
financial support the government can provide.

So this Act will regulate the

And this Active Volcanic Disasters

Special Countermeasures Act has been utilized and implemented in the case of seven
volcanoes.
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When it comes to recovery and reconstruction, in order to rebuild the livelihood of the
disaster victims, depending on the extent of the damage, financial support will be
provided to victims themselves or to the local public entities in the disaster area. And
the national government may also provide advice concerning the recovery and
reconstruction efforts.
This has been mentioned several times already, but as a specific example, I would like to
talk about what was done during the 2000 eruption in Usu and also in Miyake Island.
So, here I have a list of what had happened during the eruption of Mt. Usu.

Because it

was mentioned several times, and I believe Mr. Seki will touch upon this again in the
afternoon, I would like to rush through very briefly, but the main thing here is that
many people on all three levels have gathered together before the eruption to discuss
on-site response in the case of an eruption.

There was a mention about a

mini-Kasumigaseki or mini-national level government, but the government, Hokkaido,
the municipalities involved set up a joint committee to discuss the on-site response.
And in the end, 15 thousand people including residents and tourists were safely
evacuated so there was no casualty suffered during this eruption.
Now, moving on to the eruption of Miyakejima Island in 2000, when the volcanic
activity increased, about four thousand residents, this would be all the residents on the
Island, were evacuated to mainland Japan.

And after the explosive eruptions on

Miyake Island declined, still volcanic gas was spouted out in tens of thousands of tons
per day, and so until this February when the evacuation order was lifted, the islanders
had to live in the evacuation shelters or temporary homes for four and a half years.
But in the Miyakejima incident, just as we’ve seen in the Mt. Usu incident, the
government, the Tokyo Metropolitan government as well as the village officials got
together with volcanologists to jointly carry out response. And since this was a very
prolonged evacuation, the national government and the Tokyo Metropolitan government
jointly established a committee on volcanic gas involving the scientists as well as
administrative organizations.

Because massive amount of volcanic gas is still being

emitted from the Volcano, people had to stay away from the Island, but now as they are
going back, this committee considered what should be done in the case volcanic gas
emission increases.

And the committee established a four level alert, and measures

were established to show guidelines to be followed in each of the four level case, for
example, if you needed to wear a gasmask or if you needed to evacuate to shelters.

And

this way of thinking, already people have started to return, but the returnees are using
this guideline on a daily basis.
The islanders have been away from the Island for four and a half years, therefore there

- 132 -

were many issues to be tackled before they returned to the Island.

And to consider

that, the Cabinet Office, the Tokyo Metropolitan government and the Miyake Village
jointly established a committee on the return program for the islanders.

And at this

committee, safety measures against volcanic gas were discussed, also reinforcing the
residences and the school facilities, which were quite damaged by the eruption, what to
do with that was discussed as well as how to rebuild the livelihood of the islanders was
taken up. When and who will implement measures to tackle all these issues have been
discussed at the committee.

So, that was about Miyakejima Island.

Since there are many active volcanoes in Japan, many local entities have drawn up
hazard maps indicating the expected damage areas and evacuation areas. There are
already maps for 37 volcanoes.

In 1992, a manual to establish hazard maps was made,

but this is now being renewed because it is now becoming a bit obsolete.
map for Mt. Fuji was also made in the year 2004.
very important for disaster management.
map.

And a hazard

Drawing up hazard maps will be

So this is the example of the Mt. Fuji hazard

Lava flow and pyroclastic flow, in each individual case, the map indicates where

you should evacuate or which area should be evacuated.
The Meteorological Agency will be sending out Volcanic Information and this is a list of
what people should do and what headquarters should be established and how traffic
should be controlled in the case of different types of volcanic information.

So through

such efforts, from drawing up the hazard map for Mt. Fuji and also to look at the
specific measures to be taken under the leadership of Dr. Aramaki, we were able to work
through this.

Mt. Fuji is not showing any sign of a major eruption, but we are working

before anything happens to think about how to manage a disaster situation. And I
believe this can serve as a model case of disaster management in Japan.

If there are

people who are working on new hazard maps, I hope this can be used as a model, and
also we will need to further update the hazard map for Mt. Fuji. The Meteorological
Agency is making reports on Volcanic Information, so this should be linked to the actual
disaster management.

Each volcano has its unique characteristics, so this work

should be done in consideration of that.
So, I have talked about the disaster management in Japan and the organization or
system that we have to do this.

But as Dr. Aramaki always says, we need to think of a

way to coexist with the volcanoes. I believe that is something that we need to keep in
mind when we think about disaster management.
attention.

- 133 -

Thank you very much for your

MC:

Thank you very much.

presentation?

Taniguchi:

Are there any questions or comments concerning the

Dr. Taniguchi, please.

I’m from Tohoku University, my name is Taniguchi.

I do not have much

knowledge about such things, so I would like to ask. You have given the examples of
Mt. Usu and the Miyakejima Island.

The Cabinet Office, according to what you said,

in the Miyakejima case, you mentioned about what was done, but can you explain about
what happened during the Mt. Usu case?

And although we know about the hazard

map for Mt. Fuji, what will happen to other volcanoes, what kind of response or
measures are taken for other volcanoes?

Kazusa:

Well, I gave the examples of Mt. Usu and Miyakejima Island.

national level, the Ministries and Agencies each play their own roles.

On the
The Fire

Department has its own role, the Land, Infrastructure and Transportation Ministry has
its own role, so there is a coordination to be done among the different Ministries, and so
the Cabinet Office will serve as the coordinator.

And when there is an on-site

headquarters set up, the Cabinet Office, well, this may be on a case by case difference,
but the top or head of the Cabinet Office will be on site to give instructions.

In the case

of Mt. Usu, the Cabinet secretariat also had a post in charge of disaster management.
So for the initial response, the Cabinet secretariat will be taking the leadership.

But

the Cabinet Office will be responsible for looking at the overall coordination.
And how will the other volcanoes be taken up?

Well, it may be very difficult for the

national level government to be involved with each and every one of the volcanoes in
Japan.

I’ve just given the example of Mt. Fuji, but for several other mountains, the

national level is discussing of how to utilize the information to link it to disaster
management.

There may be common issues shared among different volcanoes and

there may be specific issues for each different volcano. But there are case studies
being made to come up with a guideline.

And I believe that that is the role that we

should play, to establish a guideline.

Q.

I am from Iwate Prefecture.

My name is Doi.

When the Cabinet Office

coordinates, I hope that you can be more extensive or to be more broad.

The

Meteorological Agency will be making a presentation soon, so my question should
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probably come after that, but the committee of return program in the Miyakejima
Island case, you have established observations for SO2 volcanic gas.
establishment of facility had to be done with the village budget.

And the

So the residents may

be sharing a very heavy burden, so if you can grasp this sense of observation in a much
broader sense and consider that the residents are just using that facility, if you can
coordinate so that the burden does not fall heavily on the disaster area, I believe that
will be more useful.

Kazusa:

So this is just a comment or a request that I’d like to make.

Well, when the islanders returned to Miyakejima Island, there were many

measures that were necessary. The Miyake Village or the Metropolitan government
established several gas observatories, and the Active Volcano Act and also the Fire
Department established all these things.

I am not sure about the running costs of

these facilities, maybe this will be taken up later.

However, when the gas

concentration increased, we needed to have air conditionings in the rooms to vent out
the gas from the room.

And if there is a person who has sickness so that he or she

cannot tolerate the gas, there are measures that must be taken.

So these are very

specific issues, and of course, everything cannot be handled on the government level,
but yes, we are trying to cover a wider area.

And I am sorry if I sound as if I’m making

an excuse, but we will consider the difficulties of the people in the disaster area in
carrying out the measures.

MC:

Any other questions?

Well then, thank you very much.

We will like to break

briefly and we will like to resume at fifty-five minutes after ten, that is five minutes to
eleven.

Let’s resume. We are a little bit behind the schedule, so, instead of ten-thirty,

fifty-five minutes past ten, please.

(break)

MC:

We would like to start with the second half of the morning session.

We would

like to ask the first speaker. Under the title of the Volcanic Disaster Countermeasures
by Fire and Disaster Management Agency, Mr. Kanadani, who is the Disaster
Management Office Chief of the Disaster Management Division of the Fire and Disaster
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Management Agency of the Management and Coordination Agency.

Kanadani: I would like to discuss with you the outline of the FDMA, or the Fire and
Disaster Management Agency, from the national level as well as the local level, how we
have been countering the volcanic disaster.

The main theme of my discussion is the

outline of the volcanic disasters, specific examples, which will be followed by the
Disaster Countermeasure Basic Act, which is a legal framework for all the measures
taken to protect the people from disasters.

And number three, the FDMA, my

organization’s response so far.
First, I would like to discuss with you, as the previous speaker said, there are three
layers of countermeasures.

And the initial act should be taken by municipalities, but

depending on the size of the disaster, prefectures may be called in as a disaster
management authority, and in some very large case, the national government. But
please do remember, three layers of the countermeasures.
Now, as I have mentioned, this is the outline of the volcanic disasters.

First, the

number of volcanoes in Japan accounts for 7 percent of the so-called active volcanoes of
the world.

Now, other than that, Japan accounts for a significant number of

earthquakes, or casualties, fatalities, and the damage to the properties.
overperform the absolute area of Japan, so Japan is big in terms of disaster.

They all
As the

JMA representative said, this is the distribution of the active volcanoes in Japan
especially. As of 2003, we have a new definition of the four ranks, depending on the
levels of activities.

And we extracted about 20 for the constant monitoring, and to rank

them from zero to five, six altogether.

About 20 of the active volcanoes are monitored

on the scale of six from zero to five.
These are the historical data of the volcanic disasters.

In terms of the number of

fatalities in the middle column, in 1952, thirty one people died.

Myojinsho, or Myojin

coastal area, this was an offshore eruption that took the lives of 31, and Unzen Volcano
erupted in 1991.

And because of pyroclastic flow, 43 people died and also the whole

3,800 islanders evacuated from Miyake Island, or 15 thousand people around the Usu
Mountain of Hokkaido evacuated.

So, in terms of the number of the evacuees, these

two are very big.
As the previous presenter discussed with you, this is the example of the Mt. Usu
eruption in 2000.

As a national government, based upon the historical data as of the

end of March, we noticed the precursors and we turned to the specialists for their
opinions. And so monitoring, there have been a very rich history of the data in the past,
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done by excellent work, actually done by academicians and volcanologists, and for this,
we would like to pay due respect and thanks to this vast accumulation of the data that
they formed a link, excellent link between the administrative organizations and the
volcanologists, and the trust.

Thanks to the trust, deep trust of the local community,

they readily complied with the recommendation of the evacuation, so zero fatalities,
zero fatalities.

However the property damage was extensive, for example, the hot

spring resort facilities were devastated.
fatality-wise, no, zero.

It was devastated by this eruption.

But

But two billion yen worth of the house damages and 120

collapsed and 700 half-collapsed in terms of residence and bridges and the streams of
4.5 billion yen of the damage and sewage, almost equal, and about 2 billion damage to
the hospitals.

But with this much of the extensive disaster, fatality was zero.

So, this

is the big feature of the Usu Mountain eruption.
And the basic platform of this is the hazard map compilation and distribution from the
very early stage of the precursors, many people could successfully evacuate in a very
early stage thanks to this.

And another issue that we dealt with is the linkup with the

observation specialists, or as a part of the effort of the national government, as the
Cabinet Office representative said, as a national government, the government set up an
on-site disaster relief headquarters, on-site, right next to the volcano.

So we could lead

the local community into specific activities based upon the information of volcanologists
and observers. So I still think that this is one of the great success cases of the disaster
management.

The citizens suffered the property damage, yes indeed.

Houses and

equipment and so forth, but at least, we could save everybody’s lives, so in this sense,
success.
Of course the countermeasures against the disasters, the Fire Office, Police or the
Self-Defense Force, all these frontline rescue and search personnel kept a very good
coordination, especially from the terms of the evacuation of the residents and taking
care of them at the shelters.

All those organization stakeholders participated very

actively into the cooperative, collaborative projects.
So, that was the Usu case, and this is the classification of different disasters that we
have to deal with.
Basic Office.

So as I have mentioned, the legal framework is the Countermeasure

Mr. Kazusa already elaborated on you from the Cabinet Office, especially

from the crisis management.

Crisis management is the base of the Disaster

Countermeasure Basic Act, which includes a major accident or a large-scale natural
hazard, including the volcanic hazard together with the earthquake, typhoon, flooding.
And volcanic disaster is included as a major natural disaster.
Now, this Disaster Countermeasure Basic Act first calls on the prevention, which is a
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pre-event drill or the fortification of infrastructure.

And also when the disaster takes

place, quick response, emergency response is also discussed in this Law, that is the
evacuation of the local citizens, or the dispatch order to the fire fighters for escorting
people to the safer areas, and sometimes we have to make some areas off-limits by
designating the off-limit place if there is a high probability of the danger of the debris
and others is feared.

And the next is the reconstruction, rehabilitation from the

disaster, that is, for example, the reconstruction of the equipment and facilities is
included in this.

This is the complete cycle of the disaster management.

As I have mentioned, the national government and the prefectural governments take
care of the reconstruction and the others, and with specially allocated financial
resources. I am sorry this is a very busy OHP, but this is the differentiation of the
authority and responsibility of the prefectures and the nation and the municipalities.
But, the countermeasures, when it comes to the specific countermeasures that major
authorities have given to the heads of the municipalities at the time of the disaster, for
example, the recommendation or the order of the evacuation, for example, is given as an
authority of the head of municipalities, or setting the off-limit areas, or forced removal
of any kind of hard objects from the escape routes.

They will be given at a major

disaster critical time that this kind of a very major authority will be immediately given
to the municipality heads only, as I have mentioned, not perpetually, but only at
disasters.

And if a municipality cannot deal with a major disaster, then the prefectural

governments and national government are called for.
And on-site disaster relief headquarters is set, depending on the size of the disaster,
sometimes, within the framework of the municipality or sometimes larger, prefectural
level and the national government.
Next, I would like to explain to you what are the measures taken so far by the Fire and
Disaster Management Agency.

And with the reference of the Usu Mountain and

Miyakejima Island, we have been helping the local authorities to accurately and
appropriately deal with the natural disaster. As a part of the national government, we
work with municipalities and prefectural government so that they can better cope with
disasters.

We are the pipe or a bridge between the national government and the

municipalities and the local authorities.

And we realized and always emphasized the

importance of a hazard map compilation, distribution and also communication to the
local people is absolutely necessary.

And we emphasize the disaster communication,

the radio system for public announcement.

But the diffusion rate of the Disaster Radio

Notification System is only 75%, so we have to fill in the gap.
eruptions of volcanoes, early evacuation is the key.
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And in the case of the

We cannot waste any time.

So in

this sense, a hazard map or pre-event tools are very important, or observation stations,
and we have to listen very carefully to the opinions of the experts and observers.
And next important aspect we cannot emphasize more is disaster management drills on
the day to day basis, how to face with volcanoes or coexist with volcanoes.
residents realize that it is a danger, but it is a part of their life.

The local

And also together with

the municipalities and the prefecture, we compiled the regional disaster mitigation plan.
Because each volcano is different, and therefore region by region, they have to have a
plan of disaster mitigation. And also, how to deal with the tourists. Tourists are not
the permanent residents, they do not know the local areas and therefore we have to
have different measures.

And also we have the Volcanic Disaster Prefectural Liaison

meeting or the conference.

Since four years ago, we have been hosting this liaison

meeting and we have so far convened this meeting six times.

We gather all those

disaster managers or responsible persons from the prefectures in one place for sharing
the information of Miyake case or Usu case, and sometimes they are guided to the local
areas.

And Dr. Aramaki has been very supportive of making this liaison meeting as

effectively as possible.
Now, turning our eyes to the national government, the frontline is, as I have mentioned,
the municipalities.

However, we have another organization, Emergency Fire Response

Teams. Under the order and the request of the commissioner of the FDMA, they are
dispatched to the local area for the rescue.

We have altogether 2,963 teams, 36

thousand people, and they are dispatched to the Usu Mountain as a relief work, and it
was very, very helpful.
Last year, we had the legal justification of this team.
basis.

Before that, it was on-request

So the gist is enforcement and improvement of the quick response to the major

or special disasters, not only the volcanoes, but the earthquakes or the typhoons, from
the point of view of entire nation.

In case of Usu, we dispatched 420 teams, 15 hundred

people.
And also in the case of Miyakejima, how to take care of the returnees, the green house
was established.

Three hundred people can be accommodated, and we spent 1.4 billion

yen defrayed from the Active Volcano Special Countermeasures Act.

If you are applied

with this Active Volcano Special Countermeasures Act then you can expect the subsidy
for taking care of special needs, for example, including the desulfurization equipment is
now installed in Miyake Island, based upon this Law.

MC:

Thank you very much.

If you have any questions, please raise your hand and
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ask your question to Mr. Kanadani.

Q:

Go ahead, sir.

I am from the Bandaisan Eruption Commemoration Center in Fukushima

Prefecture.

As an FDMA, you established the prefectural liaison meeting.

related question to this, or this is a comment.

I have a

Out of the six meetings you have

mentioned, the fire fighters, the volcanic specialists, and the person in charge of the
disaster mitigation are gathered.

In Fukushima, there is a rotation in two years, and

so after knowing a little bit of volcano, the job rotation takes place. So, if you can
organize a two-nights-three-day very good seminar plus the meeting under the auspice
of the FDMA, it will be very helpful for the persons participating in the liaison meeting.

Kanadani:

Oh, yes, we consider the training is very important.

We have the Fire

University for the fire fighters, for the general education for the administrators and at
our state universities we sometimes hold some special academy.

And for those disaster

mitigators, the prefectural people, it is rather difficult for us to specifically design the
training, specifically for them, but we can probably indirectly assist such kind of
training program if the prefectures get together and try to organize their own meeting
or a self-study group, then we are more than willing to provide, for example, the
resources and materials and documents from the FDMA.

And during the liaison

meeting, also, for exchanging the information and the opinions, we would like to
prepare a forum for information exchange in the framework of the prefectural liaison
meeting that we organize.

Q: Ukawa from NEID.

During your presentation you mentioned that at the time of

eruption, quick response, Emergency Fire Response Teams are convened from all over
Japan overriding the prefectural boundaries.

Indeed, many of the volcanoes are

situated on the boundaries of prefectures, so in a peacetime even, don’t you think we
have the collaboration system of the two prefectures if they share a volcano?

Kanadani: As to the Emergency Fire Response Teams that I have mentioned, this
responds to quick response.

Quick response is the responsibility of the municipalities,

but it is also the trans-border scale. Also, if the disaster is too large, then we dispatch
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the Emergency Fire Response Teams.

In the peacetime, not just we dispatch the

specialists for training, for example, or we help the municipalities for the joint study
meetings, there are ten councils, joint authorities, the council centering around the ten
volcanoes, and sometimes they do the joint drills and we can help as a supporter. As
one of such cases, Mt. Fuji is a very good example.

Many of the prefectures are getting

together. Or Mt. Usu, the whole municipalities of Hokkaido is getting together for the
joint project.

And I think these are good attempts and we are more than willing to help

them.

MC:

If there are no more questions, thank you very much.

The next presentation is

by Mr. Haruo Nishimoto of the Ministry of Land, Infrastructure and Transportation on
Sabo Strategy around Volcanoes.

Nishimoto:

Thank you very much for your kind introduction.

of Land, Infrastructure and Transportation.

I am from the Ministry

The sabo strategy, or erosion control

strategy, around volcanoes is the subject of my presentation, but as a background I
would like to introduce to you some of the meteorological conditions.
There is a lot of rainfall, annually 1,700 millimeters rainfall is observed on average in
Japan.

And as you can see, even though Japan stretches north and south, we see some

of the different patterns of the annual precipitation.
from 1,700 to nearly 3,000 millimeters.

But the annual rainfall varies

And last year, we were hit by more than

twenty typhoons, and at the beginning of the previous month, we also were recorded by
17 typhoons already causing damage.
And this again shows the complex geological condition.

And the newer and brutal

conditions were prevalent, and the four tectonic plates meet nearby, causing the
earthquakes and volcanic activities eruptions.
Earthquake, again, many earthquakes are observed and recorded in this country, and
108 active volcanoes, according to the Meteorological Agency’s definition in this country.
Earthquake-prone and volcanic eruption-prone, and also mudflow-prone country,
because of the heavy rainfall.

And the population is standing at 120 million within the

370 thousand square kilometers, a densely populated country.
We have a law entitled Sabo Law, or the Sand Erosion Control Act.
control measures are taken under this Law.

Sabo erosion

This also covers volcanoes and the nearby

regions. Schematically, this shows sabo works.
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This is an example of active volcano.

We have both hardware side and software side.

We have the sabo dam, or erosion

control dam, installed, and in order to stabilize the brittle or unstable geological
conditions, the sand pockets are installed and also training dykes are installed to
control the mud flows, and monitoring cameras are also installed as well to monitor
volcanic activities together with a rain gauge.
monitoring systems.

These are all part of comprehensive

The example of active volcano, in addition to 108 that are

designated by the government, there were eruptions in the past at the other locations,
and we still need the active measures, installing various infrastructures in order to
stabilize such geological conditions.
Now, I give you some examples of active volcanoes.
Fugendake Mountain erupted.

And on June the 3rd 1991, pyroclastic flow occurred,

and as was already said, 43 people died.
fire.

In November 1980, Unzen

Pyroclastic flow again destroyed houses with

In addition to houses and trees, the pyroclastic flow burnt down a local

community in a wide stretch.

And in 1995, four years after that pyroclastic flow, this

was the course of the flow, and once again on this course, the flow occurred, so the entire
mountain side was covered by the debris.

And in the lower stream areas, the exclusion

zone was designated, or what’s administratively called monitoring area was established
according to the law, and this was entirely off-limit area even to the local residents.
And here, the debris and because of the heavy rainfall, the debris was feared to rain
down as mud flow.

And that is why the sabo dam was necessary here. This is the site.

And around this area, there is the seat-like structure.

In case of a large-scale

pyroclastic flow in the future or a mud flow, training channels have been installed,
training dykes were installed, and this is a part of it.

The pyroclastic flow and mud

flow may go on this side, and on this side is the sabo dam.
This is 300 meters long.
stream.

This is the enlarged picture.

There is one here already, and another one on the upper

There are several already in place.

This dyke was first installed at the time

in this area, there was an exclusion zone designated.

This is an unmanned

construction system, remotely controlled to construct the sabo dam.
Next, let’s go on to Hokkaido Island to see Mt. Usu.
Showa Shinzan was formed.

In 1949, as a result of an eruption,

There were eruptions in 1909, and also ’49 and ’77 and

2000 as well, in the cycle of thirty to fifty years.

In 2000, there was another eruption.

On the right hand side, there was an eruption and the mud flow occurred and the entire
area was damaged and hit. This is the sabo dam, preventing and holding pyroclastic
and mud flows.

And this is a channel to train the debris, and again this is part of the

dam in this enlarged photograph.

Again, in the cycle of thirty to fifty years, this

Mountain repeats the eruptions, and in the year 2000, the facility in this area was hit.
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And this entire area was designated as a learning zone, prepared by the local
government so that people can learn about the volcanic activities and disaster
mitigation.

And this is what we call a “buffer zone”.

allowed to be built.

No housings and residents are

And so, the land use is restricted.

This is the Miyakejima Island.

In 2000, the Mountain erupted.

A big crater was

formed, and again, the crated depressed. The entire residents evacuated and starting
in April this year, the residents began coming back to the Island.

There was the

ashfall covering the entire region mostly, and gas is coming and killing trees and other
organisms. And in order to control that, sabo dams have been installed.
showing you two of them.

I am now

In total, there are forty sabo dams in place. After ashfalls

and after trees were killed, the area is increasingly prone to the landslide, so the dams
are intended to control them.
In 1965, Sakurajima Volcano was erupted. The debris flows repeated were observed,
causing damage to the nearby areas.

And ashfalls are observed every year, and the

two-kilometer area from the crater is an off-limit zone, not an exclusion zone, and
Nogawa River in nearby, sabo dams were installed, and other mud and lava are
intended to be flown into this channel.
Kagoshima Prefecture area.

And this is another site in Sakurajima,

The foot of the Mountain has been eroded, and every time

it rains, the mud flow occurs.
And Mt. Fuji, the southwest slope, there is a big area, Osawa site, 300 meters wide and
150 meters long.

This is the natural collapse area, the side collapse area.

And from

November to March every year, debris flows break out and that is why we installed sand
pockets, which can hold 1.5 million cubic meters of sand and debris. And when the
snow melts, the water erodes the valley, triggering debris flows.

So, the debris is

intended to be halted.
These are the infrastructures that we have installed so far, and these are examples of
hazard maps, identifying dangerous risk zones for each volcano.
volcanoes already, for them the hazard maps have been prepared.

There are 30

This is an example

in Iwate Prefecture, Mt. Iwate, and again, the same for Asama Mountain, and Mt. Fuji.
Hazard maps have been prepared for Mt. Fuji as well, and this is the one for Mt.
Miyakejima.
The orange and yellow painted areas show the areas where the debris flows are
expected to spread.

As I said, the local residents began returning beginning this April,

and this shows also the evacuation areas, identifying the risk zones, dangerous zones,
exclusion zones and zones for evacuation in order to prepare local residents for
eruptions and debris flows.

The monitoring cameras were installed and GPS, albeit
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being limited, the mountain crustal movements are monitored.

The Meteorological

Agency and the Geographical Survey Institute are constantly contacted as a part of a
coordination network together with the local governments and other agencies, such as
Disaster Management Agency and other governmental Ministries and Agencies.
This shows our challenges.
eruption happens.

We are not sure exactly which part of the mountain the

And the site of the eruption itself can change, so we need to have a

real-time hazard map system so that the zone of danger can be spotted on time for
safety of local residents.
I have come to the final part of my presentation materials.

About the post-eruption

rainfall, debris as a result of ashfall and pyroclastic flow can cause again disastrous
damages.

Lava flows and pyroclastic flows are difficult to predict and control, so

instead of focusing our energy on prediction, we need to be more ready to take quick
actions, because it is really difficult to realize accurate prediction. So that is why
urgent mitigation measures plans come in.

In higher altitude where people live, we

have certain land plots, and if, for example, in this galley, pyroclastic flow is likely, then,
we preposition certain equipment and necessary materials for urgent actions.

That is

what we intend to do. Of course the ongoing monitoring of the volcanic activity itself
has to be conducted in parallel, and according to this line, we are now working upon
drawing necessary plans.
In preparing hazard maps, Mr. Aramaki has been instrumental for us.

Of course the

period leading up to the actual eruption is interesting perhaps for researchers and
scientists, but for us, what happens after that, pyroclastic flows and lava flows and
debris flows as a result of rainfall, are more important for us for the safety of the local
public.

So various facilities and institutional measures have been prepared and

planned further for the future. Thank you very much for your attention.

MC:

Thank you very much.

Are there any questions or comments from the floor

concerning this presentation?

Q:

Thank you very much.

Taniguchi of Tohoku University.

Towards the end, you

were talking about the real-time hazard map, which attracted my attention.

What

kind of hazards are you considering for this real-time observation, and how much of a
progress has been achieved so far as to the development of this type of system?
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Nishimoto: Lava flows and pyroclastic flows will be covered as well as debris flows, or
lahars.

These are mostly the phenomena that are very active when the volcanic

eruptions are actually ongoing, right.

We are still in the trial and error period.

Geological conditions have to be grasped beforehand in order to decide what specific
steps or concrete measures have to be taken.

So we are not ready yet to produce such a

real-time hazard map yet.

Q:

Lava flows and pyroclastic flows and lahars that you identified, have you already

prepared certain models or calculation work?

Nishimoto: More or less yes.

MC:

Q:

Thank you.

Are there any questions?

Aspinall of Montserrat Volcano.

presentation.

Thank you very much for your very interesting

Could I ask, do you do a full economic cost benefit analysis for this very

impressive engineering work, and is this funded nationally or at a local level?

Nishimoto:

About the cost benefit analysis, economics, yes, we study that. I don’t

know how to respond, but of course not only the economics, but the urgency of the
matters for us, that is whether the potential of occurring of such disaster is high or not.
Such an likelihood or the potential scale of the disaster has to be considered as well in
addition to the economics.
And your next question was the funding or budgets.

Vis-à-vis sabo control projects,

some of them have been done by the national government and others are supported or
financed by local governments.

If a disaster occurs and if the potential damage is very

large, or, for example, in the case of Sakurajima Island, the risk or the danger is
expected to be extremely large, and also geology-wise high level of technology is
necessary.

For these complex cases, the national government takes full responsibility.

And also for other cases, the local governments should play their primary responsibility,
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but even though the local governments place the primary responsibility, half of the
budget comes from the national government.

MC:

Q:

Thank you.

Are there any other questions?

Ukawa is my name from the Earthquake and Disaster Management Institute.

Towards the end you talked about the information technology improvement.

When you

say information, does it include the public relations side, that is, the information that
you release to the local public?

And in addition to mud flow, lava flow, pyroclastic flow

and lahars, are you still considering in what way you are going to present such
information to the local public?

Nishimoto: If an eruption already began, the Meteorological Agency and universities
and also Disaster Management Agency, these entities themselves collect various
information.
well.

But of course, from the erosion control aspect, we collect information as

Perhaps the Mt. Usu case will further be explained later on, apparently, but the

Cabinet Office sometimes takes the coordination role.
coordination network.

But we are also the part of the

Instead of reducing ourselves to the silo mentality, we are

aware that we need to coordinate always, and anyway that is the way that we are
thinking in which how we present our information, conduct a necessary briefing.

We

also will always be in close contact with the local governments as well.

MC:

Thank you.

Q (Barberi):

Are there any other questions?

Thank you for your presentation.

engineering works.

I was impressed to see so magnificent

My question is the following.

I can easily understand the

effectiveness of those dams, dyke channel system in order to control debris flow and
mud flow. But you mentioned also that they could serve as controlling pyroclastic flow.
And my question is have you already had an experience on the effectiveness of this work
in controlling pyroclastic flow?

Thank you.
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Nishimoto:

Yes, about the pyroclastic flow, whether we have actual success stories or

not, well in Japan, Unzen Fugendake, which erupted in 1991, that triggered pyroclastic
flow in Japan.

And at that time, that was not prevented, but very few people who are

alive today in Japan actually saw pyroclastic flow.

And actually the Unzen pyroclastic

flow was virtually the first experience for the most Japanese with exception of some
volcanologists.

So, we haven’t seen any pyroclastic flows yet, which have been

successfully, effectively prevented by these dams or dykes.

Well, in the future, we

expect that our infrastructure will be effective in controlling or halting pyroclastic flows.

MC:

Thank you very much.

Any other questions?

We have now time for general

discussion time, so now I think this concludes the presentation by Mr. Nishimoto, so
now the floor is open for general discussions. Are there any questions or comments to
other presentations?

Even now, I would like to take up any questions that you’ve

missed asking concerning the four presentations we’ve heard this morning. Anything
from anybody addressed to any of the four presenters?

Q:

My name is Nakagawa from Jiji Tsushin, and I am also involved in earthquake

studies.

At the beginning, I had hoped to ask a question to Dr. Fujii, and I believe this

is related to other people as well.

I understand the difficulties the university

researchers are facing, but on the other hand right now, they are required to make
contributions to the society.

That is becoming a part of the university programs, so in

relation to that, I believe universities can play a new role. And researchers may have a
new job to take up or a task to take up.

Also, there should be collaboration with other

members of the society, and for that I believe you may need budget from the outside as
well, and actually I am expecting that.

So if I may ask your ideas, any thoughts that

you have to expand the role of the universities?

Fujii:

Thank you very much.

As you have just mentioned, in the mid-term plans of

universities, they all mention, or most of the university plans mention the contribution
to the society and the Ministry of Education also states that.

But in reality, who

evaluate researchers? Researchers are not promoted because of the contributing to the
society.

That is not the reality.

In the United States, researchers are evaluated
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because of the number of papers they’ve presented.

So, although we state contribution

to the society in the mid-term plans, it is very difficult.
Ministry of Education.

It is not just the issue of the

I believe the people in the local society should voice their

opinions, stating that they need the help of researchers in the local universities. We
need public opinion moving towards this. Just saying you need a “home doctor” will
not be enough.

We need to go one step further, trying to think about how to really

create “home doctors”. Although I believe we should head towards that direction, the
public opinion right now in Japan is not headed towards that direction.

Q:

My name is Newhall from the US.

I think that one possible solution to the

problem which is raised by Professor Fujii and the gentleman in the back is related to
some of the senior volcanologists, the senior university professors.

We heard this

morning that the “home doctors” who were quite successful in communicating with the
local officials were all quite senior personnel, not junior researcher, but long-time, older
professors, and in some cases, even retired professors.

And one of the nice things I can

speak for myself also, one of the nice things about being a retired professor is you do not
care about promotions.

And yet, you still have good connection with the university,

and you talk regularly with the young researchers.

So maybe one of the ways that you

can have the involvement from the university professors is, if the prefectures, and
perhaps with some help from the national government, could contract with the retired
professors from that particular local region so that they will be the “home doctors” for
your own volcanoes.

Fujii:

Thank you very much for the very appealing proposal, but there is just one hitch

here that may be typical in Japan.

Honorary professors in universities do not have

good contact with the younger professors in the universities.

Once they become

honorary professors, they would lose the laboratories that they had, so they may not
come in contact with new information.

And of course this is not a good thing, so we are

trying to change the situation, but that is the reality at hand, so, although your proposal
is very appealing, we may not be able to go straight into that.
way to go.

But I believe that is the

If there are university professors who are retired, living in that local

community, maybe we can call them into help, or the national level organizations can
call them in.

And there are other things being done right now.

Professors emeritus

who have retired are creating NPOs, and are educating local communities concerning
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disaster management.

For example, Professor Ui has retired from the Hokkaido

University and now is active in the community.

So that may be another direction, and

university professors may have to reconsider their connections with retired professors.

MC:

If there are any related questions, I would like to first take those up.

Well then,

there are no other questions related to that, I would like to close the morning session.
Thank you very much for your cooperation. The afternoon session will start from 1 PM.
There is a cafeteria outside of this hall, so please enjoy your lunch.

(break)

MC:
seats.

We would now like to start the afternoon session.

Will you please take your

The first speaker for the afternoon session is Mr. Katsumi Seki from the

Ministry of Land, Infrastructure and Transportation.

And he will make a presentation

on the Risk Management during the Usu 2000 Eruption.

Seki:

Thank you very much for the introduction.

I am from the River Bureau of the

Ministry of Land, Infrastructure and Transportation.

I would like to thank you for the

opportunity for allowing me to speak in front of such large audience, especially from
prominent researchers from overseas.
that.

I would like to thank Professor Aramaki for

I am involved in the river, and you may be wondering why a river person is here

to talk about volcanoes.
In 2000, when Mt. Usu in Hokkaido erupted… and I will talk about disaster mitigation
and what happened during the eruption.
Secretariat.

Back then in 2000, I was at the Cabinet

And I was in charge of disaster management.

This involves all kinds of

incidents, accidents, natural disasters. And there are three things I would like to talk
about today.

One is about disaster management including earthquakes, volcanoes and

also floods.

But after the Great Hanshin Earthquake, we reflected upon our disaster

management.

So, today’s disaster management is based on that lesson.

The second is

related to the disaster management of Mt. Usu, which is called a success, but we need to
study and analyze the situation further. The reason why it was a success was because
the researchers and the local people got together to prepare before the eruption.

- 149 -

They

had education programs and there was a relationship of trust between the scientists
and the local community.

The third point, before the eruption of Mt. Usu, JCO had an

accident related to a nuclear power plant facility.

And also, there were many

reflections and discussions about the disaster management failure in Mt. Unzen.

So

those are the three major points I would like to talk about.
So as I mentioned, seven years ago, the Cabinet Secretary established its position for
the national security and disaster management.
lessons from the Great Hanshin Earthquake.

That was in 1998.

First of all, the

The Great Hanshin Earthquake had a

big damage on the society, many people lost their lives, and also the economy was
impacted greatly.

It is not that everything went well with the Great Hanshin

Earthquake, but on the national level, prefectural level, the response was very much
criticized. So, people went back to square one to rethink how the disaster response
should be handled.

The first thing that we need to learn about was the information

gathering and communicating that information.
Hanshin Earthquake.

This did not go well with the Great

And secondly, we need to have cooperation among the

Ministries and Agencies and other organizations, but there were no system of
cooperation.

There were no preparations to be made for that.

And if the earthquake

or disaster is large-scale, everything in that severely hit society will not function. No
organization will be functioning normally, therefore support from the outside will be
necessary.
the outside.

But during the Hanshin Earthquake, there were almost no support from
Also, you need to consider the relationship with the volunteer workers as

well as international relief efforts. So these were the major points that people reflected
upon after the Great Hanshin Earthquake. Not just in the locality but also on the
national level as well. And there were several changes to the law and changes to the
organization of the administration.
Now, as for the national level, or the government level, there are many Ministries and
Agencies involved in a disaster response.
efforts.

So you need one place to coordinate all the

So that was why this National Security and Disaster Management Section was

established.

And when a disaster strikes, you do not have time to discuss who will be

in charge of dealing with the situation. You would first have to have somebody to
respond right away to look at that disaster or incident broadly.
Division was asked to do.

So that is what my

The Ministry of Land, Infrastructure and Transportation,

the Fire and Disaster Management Agency, each has to establish a way to carry out
on-site response.

So, we revised laws to make it easier to deal with the situation.

And during the Usu eruption, there were three major steps.

First of all, at the point

when it was considered that there is a high possibility of an eruption, to quickly
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evacuate from the area.
and also their livelihoods.

The second phase was how to balance securing people’s lives
And thirdly is the full-fledged recovery and reconstruction.

In the Usu case, many people say that prediction of the eruption went smoothly and so
the initial response also went smoothly.

That is half right and half wrong.

March 27th

of that year, volcanic earthquakes started, therefore the Meteorological Agency released
Volcanic Information. And on the 31st, at ten past one, the eruption occurred.
right after that, there was a great chaos.

And

This is a photo taken right after the eruption.

So as a result, what happened? About 10 thousand people were lost. They did not
know where to evacuate or how to evacuate.
during the evacuation from the area.

They did not know how to live for a while

Nothing was decided but still the 10 thousand

people had to leave the area immediately.

But one thing that was good was that we

were able to predict that eruption was going to occur, therefore many government
agencies sent their staff to the area, and there were many preparations being made on a
cooperative basis.

At ten past one, right after the eruption, there were many education

courses taken in the area about what to do during the eruption and there was a
cooperative system in place in the area.
decided on the area to be evacuated.

And the leaders of these efforts had already

I believe they only took about five to ten minutes

to decide the area of evacuation. And at that point, people believed that the western
area would be most vulnerable.
eruption.

So this line here was evacuation limit until the

So, many people were evacuated here, so all these 10 thousand people

altogether left the area.
So, how did they leave or how should they leave was the next question.

The mass

media was there to report, therefore many measures were taken to evacuate.
evacuation orders were released at ten past one and 36 minutes past two.

And

Because the

evacuation orders were changed again and again and again, the mass media criticized
this.

So this is the confirmation of which areas should be evacuated.

The SDF, police,

the Coast Guard, the Fire Department as well the railroad system, the railroad system
used their train cars that are usually used to serve other areas.

They moved it into

this area so that it can be used for evacuation, and by early evening or late afternoon,
everybody was evacuated from the disaster areas.

So, the experts were there to make

decisions, the decisions were stated clearly, all organizations got together to evacuate
the 10,000 people away from the dangerous zone.
So now, what happened in the second phase of the disaster?
learned lessons from the failure of Unzen eruption.

Back then, I had also

Once you have an alert zone, once

people evacuate, it will become difficult for people to return to their homes, so that was
one big problem for us. From the first eruption of Mt. Usu, people thought that they
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would be able to go back in a day or two, but after ten days into evacuation, they started
to wonder what they would do, where should they live for a while. They had left their
pets home, and also they were very worried about the scallops industry that they have.
If the seashells develop too much, they would dive into the sea and they would be eaten
up by starfish, meaning that they would no longer have livelihood even if they go back
to their homes. So there was a strong demand to lift the evacuation order.
balance between safety and people’s livelihood.

So it was a

Are you going to drive safely or are you

going to be a violent driver or a reckless driver?

Here, the experts, the SDF, the

administration, the police, all got together to coordinate efforts.
exactly is to first determine where the most dangerous zone is.

So what was done

This would be off-limits

even to experts, and this wider area is where people from certain organizations can go,
people who have the know-how, people who are experts can go into this area for just one
hour.

Even wider area here is where people can go in groups for one hour if they are

accompanied by the SDF or police force, just for a temporary visit to their homes, not
just one hour but maybe two hours or so during the day.

So these were the categories

of the off-limits area or limited access area. And these lines were changed flexibly so
that people did not have to think that they were going to evacuate and be away from
their homes for a very long time. Some might say, or anyone can say that this is
dangerous. Just saying that will be easy. But if you say “it is dangerous, you should
not enter this area”, people will lose their livelihood, or after a long-term evacuation
when they return, it will be very difficult to rebuild their lives in the community.

But if

it is just a reckless driving, if you just recklessly allow people to enter the danger zone,
you may, in the end, find people dying.

But in the Usu eruption case, I believe this was

dealt with very flexibly depending on the situation and depending on the danger of that
time.
So what are the issues to be tackled ahead and what are the lessons to be learned from
the Mt. Usu case?

The biggest thing was that on a daily basis, there were education

being done to the local community and there was a relationship of trust among the
general public.

They trusted the experts.

They thought that if that person is saying

it is dangerous, then we need to follow it.

And as for the government, since this was

right after the Great Hanshin Earthquake, the administration was determined not to
fail again.

So they were learning from past failures to make this one a success.

One other thing is that this was the first year IT technology was used for disaster
management.

Tokyo’s Kasumigaseki area and Hokkaido, we used TV conference

systems to discuss and also all the observation equipments were linked on-line together,
so information was shared and the information was utilized very effectively.
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So that

may be another characteristic of this incident.
And there was an earthquake in the eastern part of Tottori Prefecture and Tokai Flood,
and last year there was a great earthquake in Niigata.

I have not fully analyzed that

yet, but in the two others that I give here, the earthquake in Tottori and the flood in
Tokai, gathering of information and analyzing information right after a disaster strikes
is very difficult, because all preparations are based on gathering information first.
very difficult when no information comes in initially.

It is

Of course I am not saying that

you don’t need information to manage disasters, but you need to also prepare just in
case initially you would not get a lot of information.

The experts, the residents in the

local area, the local administration, the mass media that will be delivering information
on a daily basis, there needs to be relationship of cooperation on a daily basis from these
parties.

I am not a volcanologist or an expert of volcanoes.

be the next mountain to erupt.

Some say Tarumae may

If that happens, I hope that the local people can learn

from the success of Mt. Usu and I am also involved in that effort.
So, I have spoken from my experience in dealing with the 2000 Mt. Usu eruption.

MC:

Thank you very much.

Now, we would like to entertain questions concerning the

presentation.

Q:

I am from Tohoku University, my name is Taniguchi. Since I don’t know how the

roles are divided up in the administration, in Mt. Usu case, you talked about the
off-limits areas.

The closest to the crater will be off-limits even to experts, and then

you told us about the limited access areas. Well, I also went to Mt. Usu when the
eruption occurred, and frankly speaking, the experts need data and I believe that you
would have to leave it up to the responsibility of the experts to be responsible for
themselves if they go to the danger zones. Gathering data there will be useful for the
next prediction or about the impact of the disaster and the distribution of the damages.
But if you keep it off-limits, that may trouble the experts to further their study.

And in

the Mt. Unzen case, because of the pyroclastic flow, people became interested in the
mechanism of the pyroclastic flow and many university staff has gotten together to
study about that. But I believe there is no study without risk. And there will be no
prediction unless studies are made with a certain amount of risk involved.

So when

you build these off-limits areas, it is my hope that you can consider these aspects as
well.
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Seki:

Well, I haven’t explained in detail about that because of time limitations. What

we call the categories of off-limits areas basically are not danger zones.
arbitrary.

It’s rather

Yes, there were evacuation advisories and orders, police and Fire

Department people were there to check that nobody goes into the danger zones. And
also many people actually went into the off-limits areas even before the experts were in.
So, how forcefully will you implement these off-limits areas?
know the risks of going into the danger zones.

I believe the experts

Some people say that you might allow

the citizens to go inside if they want to be responsible for themselves, but that may
cause a chaos, because everybody wants to go home. Therefore, the administration put
a certain restriction to that.

And I do not remember clearly what we did with the

experts who wanted to study the eruption, but as the volcanic activities declined, I
believe there were many people who actually went into the area to study and gather
data.

When there was still some possibility of pyroclastic flow, there were several

residents prepared to go inside the danger zone. They went in with some protective
gear.

The temperature was down to a certain extent, but they went inside with a

refrigerating car or van, where they can evacuate just in case.

And I believe that

depending on the changing situation, you can act more flexibly, so once again, are you
going to have laws and regulations to stop people from entering the zone?

I believe

back with the Usu eruption, we did not have any regulations to stop people from
entering the danger zone.

Q:

It was just an Advisory or Instruction.

Thank you very much for the interesting presentation.

So you talked about the

safety driving and the reckless driving in regulating the limited access zones. And as I
listen to you, it seems that the experts were playing a very important role here.

So, I’d

like to know, from the administrative side, were the explanations given by the experts
easy to understand or not?

Seki:

Well, that is a very difficult question.

I don’t know how to answer that, but the

experts, the scientists, the judgment should I say, or before that, the JCO accident
neutrons were involved.

And in the JCO incident, there was a criticality accident right

in the middle of a town, and many people in the Tokai Village had to evacuate. The
evacuation was good, but when to lift that evacuation order and when neutrons will
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decrease at half life?

Of course in time you will be able to go back, but everyone

wanted to go back home as soon as possible.

And the person who went inside to stop

the criticality was a worker of JCO, and rather than waiting until it reaches the safety
limit, they surrounded the JCO facilities with protective materials.

And this work was

done by the JCO staff and people involved in nuclear research.

So, it is good to be

afraid, but you have to be afraid based on the limit of the risk involved.
to feel it is safe enough based on the level of safety in reality.

And you have

So there have to be

people who can make that decision, whether it is too risky or if it is safe enough.
In Mt. Usu, I believe the experts said that “for this area, we cannot say it is absolutely
safe, but here, it is absolutely dangerous”.

But there is this gray zone.

So based on

that information, the SDF, police and the Fire Department people looked at the
situation and they tried to consider if this area is prepared enough to evacuate
everybody within 30 minutes, if they have the equipment and the resources to do that.
So there are areas where you can understand it is perfectly safe or it is completely
dangerous and there is the gray zone.

And when there is a gray zone, I believe it is up

to the administration to decide what to do with that gray zone. And maybe with the
next eruption or incident, that gray zone may change.

So decisions should be made on

a short-term basis, for example, for this morning this area is safe, maybe for this
afternoon it will be different.

And in the Usu case, nobody criticized anybody because

of making mistakes in the decision, in the end.

MC:

Thank you very much.

I would like to move on to the next program.

And if you

are to ask questions, because we will be writing up a report after this symposium,
please indicate your name and your affiliation for records-keeping purpose, thank you.
Now, we would like to move on to the next presentation.

Under the title of Approach to

Volcano Disaster Mitigation in Japan, Surveillance and Evaluation of Volcanic Activity,
I would like to invite Mr. Yamasato of the Japan Meteorological Agency.

Yamasato:

Thank you for the introduction.

I, Yamasato, would like to discuss the

approach to volcanic disaster mitigation in Japan, especially surveillance and
monitoring.
The day before yesterday, Mr. Koizumi of the same organization touched upon the
framework of the administration of the JMA.

So, I would like to escape those

overlapping portions as much as possible and I would like to concentrate more on
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specific cases as Usu or Miyake or Asama, and also I would like to focus on the
collaboration with other organizations as well.
Now, this is the system of the volcanic observation of JMA.
gave you a very good explanation already.

I am sure Mr. Koizumi

We have four observation stations all over

Japan, and on real-time basis, tiltmeter information is fed into the Information Center,
but not only the tiltmeter data.

We have quick response teams, sometimes on the

emergency basis or sometimes sporadically go to the on-site for the on-site data
collection.

Through the Usu Mountain, Miyakejima, we established this system.

And

before that, the local office of the Meteorological Agency sent data, but Unzen or Usu
examples, after Usu and Miyakejima, this tiltmeter real-time data feeding came into
reality although we had the plan much, much earlier.
We have three levels of alerts or advisory, from Information, Advisory and Alert in an
increasing order.

And these are the volcanic activities levels of 0 to 5, I am sure again

Mr. Koizumi gave you a good explanation of this.

Since November 2003, we have these

levels for 12 volcanoes, so we already have the assessment.

As to how the volcanic

information corresponds with volcanic activities, I would like to come back to this later.
The Meteorological Agency serves as a secretariat of the Coordinating Committee of
Prediction of Volcanic Eruption under the Disaster Countermeasure Basic Act.

They

are not the saloon or a free discussion forum. Whatever the orders issued from here
are strictly from the point of view of the mitigation of the disaster.

As the previous

presenter said, the first alert was issued two days before the Usu Mountain’s eruption
as an evaluation of the Coordinating Committee of Prediction of Volcanic Eruption’s
discussion.

So, thus, the decision of the CCPVE, the decision here, or evaluation, or

consensus, be shipped out as it is as the official, national governmental observation
report or alert through the Japan Meteorological Agency.

So, whatever they decide is

the basic of the evaluation, or the official evaluation of the status of the volcano, not for
the reference but the order.

And these organizations participate, not only the

researchers, academicians, but as you have heard, the Cabinet Office or the Ministry of
Education.

They are sometimes are sitting or serve as observers.

And JMA is the

secretariat so we gather information, share information for each committee member
and we provide necessary information for exchange of opinions and information and
knowledge.
Now, the eruption of the Usu Volcano.
would like to avoid any overlapping.

Mr. Seki gave you already the explanation, so I
This is the chronological development.

The

earthquake started from March the 27th, and Sapporo Observation of JMA noticed this
for the first time, looking at the tiltmeter.

Some time in the evening of the 27th, the
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JMA official started to say, hey there is an increase in the number of the earthquake in
Usu.

Very, very small seismic swarm that was abnormal, because Mt. Usu hardly

experienced smaller size of seismic swarms, and it started to increase more and more.
And UVO, meaning the University of Hokkaido, and the local government were notified
by the JMA of the increase of the seismic swarms. This was the informal information
before the official notification.
nearby local governments.
early

28th,

Dr. Okada of the UVO was already in contact with the

Now the official volcanic information was shipped at the

and then which was issued later as the CCPVE’s comment.

Alert was issued, saying that the eruption in several days is possible.
official.

It was at ten after eleven o’clock that this was issued.

And on 29th, the
So here, this is

Dr. Okada, Dr. Ui,

“home doctors” at the University of Hokkaido by this time, or the heads of the Date City,
the mayor and the township leaders, in front of these people, the “home doctors” started
to persuade them that these are the possible disaster, and in this area the people have
no choice but to evacuate.

It was a very tense, tense situation, I tell you, because I was

at this meeting of persuading the local heads of the local government by Dr. Okada, but
while they were discussing, we were almost feeling the turmoil underneath the ground.
It was very, very tense.

So, this was the collaboration with official explanation, and

also sometimes personal persuasion of the volcanologists started to take effect.

And on

the 31st of the March, we had the on-site management headquarters establishment.
think Mr. Seki took part in the onsite management headquarters.
dispatched to this.

I also was

And eruption on the first of April and evacuation order measures

were conducted very, very smoothly.
management headquarters.
officials.

I

But these are the members of the on-site

Basically the members comprises national government

And also the local governments had their own on-site disaster management

headquarters as well. Or the Self-Defense Forces, the Red Cross, these were specially
designated public organizations for public good, sent their representatives.
mini Kasumigaseki.

So this is

Kasumigaseki is the location of such like the Downing Street of

UK, that, all national government functions are concentrated in.

And while this was

the membership of the on-site disaster management headquarters, in the early stage,
there was a daily communication between on-site headquarters and the Coordinating
Committee on the Prediction of Volcanic Eruption of Usu Mountain, not only for the
persuasion of local explanation to the citizens or anybody who are at stake.

I think all

that explanation was very easy to understand, however sometimes I had to re-chew the
idea for them because they said that the briefing was very difficult for us to understand,
so that comes to me for supplementary information.
As Mr. Taniguchi mentioned the off-limits district, yes, that is a very, very tough
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decision indeed.

How to put, sometimes we had to fight and it wasn’t even a discussion,

it was an argument on where should be the contours of the off-limits areas.

Or if the

volcanologists or experts are compelled to get into the off-limits areas, then we have to
have a good reason behind this.

And if we were persuaded, the volcanologists were

allowed to get into with the persuasion of the local fire office and so forth, and so that
the JMA was a midwife, a go-between.

Sometimes we succeeded, sometimes we did not.

The scallops, the scallop farmers, I look back with… it was almost sometimes a
nightmare to me.

The evacuees visit their homes temporarily to see their scallop farms.

So, this is how to protect them during the temporary house visit operation. Okay,
several hours a day they are admitted to return home.
Then what we do is observation from the Sapporo Observation Office of the JMA. We
didn’t have the Volcanic Observation Information Center yet, but for the protection of
the returnees, we gathered the expert volcanologists and created a center just for the
surveillance, for the protection of the returnees.

Tiltmeter data, including universities

or the other public official data, are gathered, and from overseas, the Self-Defense Force
collaborated with us volcanologists on the helicopters for aerial surveillance.

And later,

Hokkaido Prefectural government employed surveillance companies. The surveillance
companies means again the volcanologists and with this, from the land, from the
tiltmeter, from the air, all the data were gathered to check whether any abnormal
events are taking place with the Volcano all during the time the returnees are visiting
their homes temporarily.

And the operation room gathered all the information

centrally, which comprises of the Self-Defense Force members or the university people,
or policemen, and throughout the time they monitored for the returnees and whenever
the abnormality was detected, they tried to withdraw, let the evacuees go back again.
Not only the JMA but the Self-Defense Force, Hokkaido Prefectural government, all
these collaborated with this kind of a backup system for guaranteeing the safety of the
returnees. It was a major, major operation.
Now, turning our eyes to Miyakejima and the JMA for the first time detected
abnormality.
eruption.

It was a very quick eruption from the precursor to the earthquake to the

In case of Usu, two days, but in case of Miyakejima, after the swarm, in one

hour we issued the Alert.

One hour may sound to be very long, but it is not.

If the

earthquake swarm starts to surface, because the swarm starts out very small, almost
indiscernible, and all of a sudden, it starts to intensify the swarm, and from the very
beginning, one hour later we sounded Alert. So it was a very, very quick to me.

But

the operators nagged me to issue the Alert quicker and quicker, “well, issue it, issue it”,
they were after me to issue.

But anyway, the Alert was issued and indeed the eruption

- 158 -

started several days later.
Alert, on the

4th

But the big mistake took place in July, after lifting that

of July, the seismic swarm beneath the summit started to take place.

The JMA realized this, and again, on the following day, we issued the Volcano
Information, set the off-limits measure to the summit.

This is restricting the trekking

or the mountain climbers, requesting not to go near the summit.
suggestion on the

5th

And that was the

of July, and small eruption and collapse of the summit.

the eruption, it was okay.

Okay means “as predicted”.

Up until

But the big mistake was the

collapse of the caldera and major eruptions one after another, which were beyond our
prediction, and all islanders evacuated.
What were the actions of the CCPVE?

After issuing the Alert, all the volcanologist,

experts gathered in the JMA and while evaluating from the Information Center the
data that come in real-time and also from the local authorities, the earthquake
information started to flood into this, and the CCPVE did a very active discussion. I
hear they did, because I was in the local area on-site myself, but there was a heated,
sometimes argumentative discussion among the members of CCPVE on what to do with
the Alert. Between July and August, for the first time a caldera was formed in the
written history for the first time.

Around this time, I was back to Tokyo so I sometimes

participated in marathon talks.

Sometimes we spent 12 hours bickering each other

before we held press conference, because sometimes it is very difficult to get everybody’s
ideas.

So, I am just simply telling you that the CCPVE is sometimes a very difficult

operation.
About the islanders evacuation, as you know, huge amount of SO2 was emitted,
probably unprecedented amount, several tens of thousand tons per day.
at least 50 thousand tons per day of SO2 was emitted.
eruption of the Miyake Volcano.

the COSPEC.

That was the feature of the

It dropped down gradually, but as the graph shows,

well, this is the data of the JMA.
part of the business.

I believe that

The COSPEC was not a routine observation, not a

Tsukuba’s research center yes did the constant monitoring using

And because the volcanic gas monitoring is very, very important, the

Geological Survey Center of Tsukuba experts or based upon the advice of the professors
of the Tokyo Institute of Technology, based upon their advice, we decided to make the
COSPEC as a routine observation.

The experts can do, but with this kind of a large

size operation and sometimes scientists are too busy for this kind of observation,
sometimes the non-experts took the data using the COSPEC, for example, the local
government officials.

At Usu, there was an on-site rescue headquarters, but in case of

Miyake, the Tokyo government selected the research and rescue center, all in Tokyo.
So these are the bodies of making the decisions.
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And after the citizens left, there was

the construction of sabo dam, for example, soil erosion prevention dam. We categorized
the area for the inland construction, “for this area, you can construct, but if you try to
get into this area, this should be the backup monitoring” of heavy surveillance, night
surveillance, and as introduced to you, the aerial observation in the early part of the
Miyakejima’s eruption from P3C surveillance.

The aircraft was used with two

volcanologists going round and round over the Miyakejima Island for the surveillance to
guarantee the safety of those people that happen to be inside the off-limits areas.
And for returning to the Island, what this person is doing is monitoring the volcanic gas.
Why? Because if you are in the downwind direction of the volcanic gas, are you in
danger.

Location by location, the JMA office showed the survey of at what condition

the climate, the temperature, or the wind direction the volcanic gas concentration
increases or not.

So, at present, many of the islanders have returned to Miyakejima,

but twice a day, we send out forecast, weather forecast including the forecast of the
volcanic gas, saying that according to this graph, according to this area, please be
cautious with the thickening or the higher concentration of the volcanic gas as a part of
meteorological prediction.
As to the volcanic prediction per se, this is for suspending the pipe to gathering the
volcanic gas from the caldera.

The Tokyo Institute of Technology and also the rescue

team of the police are working together to suspend the pipe for gathering the gas.

And

the evacuees had been out of the Island in five years, which is a long time, so there had
been a lot of voice of knowing what would be their future among the citizens, so
sometimes we hold lectures on the volcanic activities to the islanders. The islanders in
this case are those islanders who are still evacuating in other areas of Tokyo.

Mr.

Watanabe and Mr. Iida, these leaders are giving the briefing periodically to the island
evacuees and to explain to them. Actually this kind of lecture was held six times,
briefing what were the prospects of the Volcano into the future.
Let’s take another example, the Asamayama Mountain eruption of this.

According to

the level of the activities of the Volcano, Asamayama Mountain started to sustain a high
level of volcanic level since the year 2000.

So, there have been the repeating of the

Information, Alert, Information, Alert, back and forth and it erupted on the first of
September last year.

This is the volcanic quake and this is the time the eruption

started, the first of September last year.
This place is magnified.
the eruption started.

So this explains the condition at that time.

31st , 1st, 2nd, 3rd, and two minutes after eight in the evening

So the precursor was the increase in the number of earthquakes.

But this much of the swarm of earthquakes took place a number of times before, and
therefore with just a little bit of an increase in the number of swarm earthquakes, JMA
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was hesitant to issue the Alert.

But they did send out the Information, very small

eruption is possible, we issued this Information or Report at this particular time, but
the actual eruption was much bigger than this, and looking at the eruption, we lifted
the level 2 to 3.
The level of activity, is it for future prediction or the current situation?
both.

The answer is

If it is predictable we lift the level of the activities before the eruption, if not,

after the eruption.

Level 3, at this time, we should have lifted at this time, but the

reality was it was impossible and therefore after the eruption, we lifted the level of the
volcanic activities from 2 to 3.

Now later, the time axis is a little difficult to see, but

after the initial eruption, there was a sudden quietness of the eruption or the
earthquake so that some people said that this is just one time event. That was the
impression of the local community as well.

But the CCPVE was convened, the data

included magma-related debris including magma contents, so some volcanologists said
“no, no, no, this is not a single event.

There is a possibility of repeating”, and they were

absolutely right, as you can see.
In case of Asama Mountain, basically up until the first eruption, the JMA took initiative,
but after the eruption, the JMA and CCPVE collaborated to take initiative.
during the last eruption, there were several intriguing points that we observed.
volcanologist, so I say these are interesting, intriguing.

And
I am a

There were several major

eruptions, several times, but before that this is the tiltmeter’s measurement, very, very
subtly, there is the inflation phenomena of the Mountain that was observed, albeit
slightly.

Here, this is the swelling of the Mountain, and at the same time, there was

the earth swarm, a type of the swarm of the earthquake took place.
we already knew the co-relation, but the eruption on the

23rd

Even before that,

the co-relation was very

clear, and it was just a very subtle and small change, but the JMA noticed this.
Noticed this, okay.
the Report?

Well, this maybe it.

The eruption maybe coming, so shall we issue

Listening to this, well, my home actually is very close by, I jumped on the

train and went to the office, and on the way to the office, we issued the Information,
Report. On the 29th, the same event, right in the middle of the night we issued a
Report.

So the table here is, in retrospect, seeing the precursor, whether we had a

precursor or not. With the precursor, circle, no precursor, the cross.

And sometimes it

is a false alarm. No eruption, precursor yes, no eruption, and vice versa.
see that this is our report card, about fifty-fifty.

And you can

And on the September first, tilt change,

yes, Information, no, because the typhoon was coming, because of the noise we weren’t
very sure. But on September the 23rd, as I have mentioned the tilt change, and we
already had the finger on the button, but we could not be so decisive, eruption, yes.
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And the Report was issued and what happened pursued, with the uplifting of the level
from 2 to 3, already there was previous discussion of linking what they should do
according to the level.

So at the time of Level 3, with a radius of 4 kilometers, it should

be off limit, but there is a service station just on the borderline.

So even previous of

this precursor, they already were in an agreement that within Level 3, this service
station should shut down immediately even though it was on the borderline.
of preliminary plan was ready.

This kind

We had to negotiate very hard for that, but anyway, the

preparation to a certain degree was ready.
The first workshop was held two years ago, I understand.
big issue, so I am showing you this clip.

Around that time, this was a

A tourist told us that there was steam coming

from the flank of Mt. Fuji, and this kind of information comes into the JMA a number of
times, frequently.

Fifty percent of the time, it is a false alarm, but this particular time,

it was not false.

The Yamanashi Prefecture dispatched experts, volcanologists, and

said this is not a false alarm and this is steam, the smoke is coming up from the flank of
the Mt. Fuji.

Okay? The next stage is a survey by JMA, sending the information to

the CCPVE and based upon this, the member did the gas monitoring, MT monitoring,
geomagnetic monitoring, depending on their specialty.
Conclusion, no magmatic type.

Now what did they find?

And JMA explained to the press, and on this press

release day, that was the first round of the seminar in Yamanashi.

So it was a very,

very slight smoke, but there was a big, big article carried by the newspaper.

Well, the

headline says “no relation with the eruption”, “the fumarole in Fuji Volcano eruption not
imminent”, so this was a big article.

And after this article, we had to go around the

central government several rounds to explain what had happened and to some high
officials even.

On the following month, the CCPVE issued a comment, but that was not

the end of the story.

Well, then what is this smoke?

The Nippon University’s

geographical survey was done by geologists and they said that this was a mystical
steam. And with the collaboration with the Yamanashi Prefectural government, we
excavated and this was the accumulated old logs, illegal dumping of the logs by the
waste management industry, and because of the fermenting of the log illegally dumped
the smoke came up. We had to do the press release, press briefing by Yamanashi
Prefectural government and the JMA, it says that “Mr. Yamasato says I am relieved”.
This is just one liner. “Mr. Yamasato of the JMA apologized”.

Actually, ladies and

gentlemen, I said more than this, but that’s the only thing the newspaper discussed, “Mr.
Yamasato of the JMA apologized for the false alarm”.
explanation but the newspaper didn’t care.

I did say more scientific

Anyway, joking beside, yes, this was a false

information but we did act, and it was a good exercise for us, for the good team work of
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the JMA, Yamanashi Prefectural government, and the CCPVE.
And so the future challenges towards useful information for the disaster mitigation, this
is the mission of the JMA.

In the form of alert level or the scenario of volcanic

activities in the case of Tarumae Mountain, we have a scenario. And supposing this
happens based upon our technical capability currently, we can do such and such, and
with the collaboration of this and this and this stakeholders and this good of the plan of
evacuation, we can make this scenario creation we are exercising right now.

And the

next challenge of the volcanic surveillance advancement in terms of hardware, software,
of course there is a budgetary restraint but we have to do the best. And we have to
fortify the skill of the surveillance by the JMA.

This is an open question, but we have

to keep on working, and cooperation among the JMA, local governments, volcanologists
and the other organizations plus the local citizens.
of the game.

MC:

Cooperation is a key and the name

Thank you.

Thank you, Mr. Yamasato.

We are behind the schedule, but the JMA is one of

the central organizations for the disaster mitigation, so I think we can entertain
questions from the floor, how is that?
that intriguing presentation.

If not, thank you very much, Mr. Yamasato for

Our plan has been to directly go on to the discussion

session, but the organizers would like to have a more intense, close discussion.

So we

would now like to have a twenty-minute break until two-thirty so that we’d like to a
little bit rearrange the tables and chairs.

So, would you please take all your belongings

with you during the break so that we can entirely change the arrangement of tables and
chairs.

Two days ago, we gave you questionnaire sheets, and the revised one has

already been distributed.

So if you haven’t received the revised questionnaire sheet,

please contact the staff members.
discussions later.

Thank you.

We will use the questionnaire sheet for the

Twenty minutes break.

(break)

MC:

Please take your seats, and why don’t we begin with the final session. Now, we

have met for the second day, but two days ago in Fuji Yoshida City of Yamanashi
Prefecture, we had the first day of the session, where overseas participants made
presentations, introducing the cases that they themselves were involved.
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So I ask first

Mr. Aramaki to introduce the audience what we had two days ago.

Aramaki:

Thank you very much. When we prepared and when we discussed how we

would hold this session amongst the organizers, primarily scientists, researchers at
universities and research organizations and administrators would come, and we agreed
that the communication, sharing information between them would be extremely
important, so certain systems or mechanisms of information exchange and then strategy,
discussions to be held. But anyway, I don’t go into the details but I’ll just give you the
summary of what we had two days ago.
We had shared information. Amongst the volcanoes, 350 some volcanoes are at the
quaternary period of formation.

And also as we discussed, Japan would be perhaps

one of the interesting areas for observers and monitors, because as you can see the
formidable number of capable volcanoes multiplied by frequent eruptions, further
multiplied by dense population and highly-developed urban areas at risk, this
representing the vulnerability.

So, the volcano presents huge risks to the society as a

whole, but this is only one example.

This is an economic and human loss estimated if

the earthquake happens in Tokai and Tonankai areas.

The monetary costs as well as

more than 10 thousand lives lost. Of course there are other estimates, but if the 1707
Mt. Fuji eruption or equivalent eruption happens, then the scale of the damage would
be ten-folds.

You might think that I get a little bit carried away, but prevention and

mitigation, what budget would have been spent for earthquakes and volcanic eruptions.
This is quite a contrast, isn’t it? So, economic loss and death tolls, I don’t think this is
exhaustive but I think these two are the most important measures.

And the

meteorological disasters cause the biggest threats, by far the earthquakes.

The

volcanic eruptions or the risk of it hasn’t been properly recognized, in my opinion, but
the non-structural impact, there is another aspect that we need to pay attention when it
comes to volcanoes.
This is the frequency of natural disasters.

I think the order is completely different.

Typhoon comes every year, earthquakes often break out.

And most adults have

experienced earthquakes of seismic scale No. 4, but volcanoes are not so frequently
experienced by people.

It is difficult therefore to accumulate certain experience and

knowledge, so perhaps therefore mitigation plans are more difficult to be produced,
which means we need more education, awareness raising and good communication is
the key from the learned to the less learned or the novice.
Two days ago, we had these presentations.
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The overseas friends have extremely

precious experiences and insight. They talked on these cases as well as the Japanese
JMA programs as well as some Japanese cases. I recognize the time is precious today,
so I skip some parts, but what systems and mechanisms are in place in your country,
this is our request that we gave to our overseas friends.

And Dr. Aspinall talked about

Montserrat case and Mr. Barberi talked about the Italian example, and this is the
Indonesian example and the Philippines case and so on.

I hope you have saved the

material entitled Q & A, the part of it can be seen here as well as in the abstract of my
talk, because this could go on and on.
summary of the questionnaires.

Ishimine:

And Mr. Ishimine later on will talk about the

So now I turn the microphone to Mr. Ishimine.

Thank you very much, good afternoon.

Mr. Aramaki summarized the

program two days ago, and I, as he said, have been charged to introduce to you the
results of the questionnaire survey.

And you see the English pages and the Japanese

pages describing the overseas and the Japanese volcanoes at the end of this material.
So this tabulation form gives us at one glance what systems are in place and we can
compare the problems or the inefficient areas with us.

And of course, the government

has the primary responsibility in disaster mitigation, supported by the scientists
through their observations and research.

Of course that is the very basic and that is, I

think, shared throughout various countries. But in the cases in Japan, our sample was
not very well-descriptive, and when we asked to describe what cooperative agencies
were there, many answered simply “many”.
expected.

So, this is not the answer that we

Questionnaire No.11, “collaborating organizations”.

But our offices

colleagues gave extremely well-described answers responding to 21 questions.

For the

most part, you see basic important information and also No. 19 “Problems and
Challenges” and also 21 “Comments”.

We see in particularly these sections, very

detailed, descriptive answers which give us many, many important insight that we can
learn a lot from.

For example, Long Valley case, page 53 in the Japanese material, we

see very informative information. There was a leak to the media, which presented a
difficult problem for the authority and for the volcanologists.
share information is extremely important.

So this shows that how to

And towards the end, in the same section,

there is another important or interesting description near Long Valley Area.

Even

though scientists talked with the people in the local area, they encountered
communication problems.

And the local administrators who experienced St. Helens

eruption were invited to visited, so mayor to mayor, and fire brigade to fire brigade
counterpart communication and exchanges of information were extremely helpful,
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because amongst the people in the similar or same positions, they easily
learned the relevant lessons.
also learn from.

better

That was I think the very important lesson that we can

And on Montserrat, again, very interesting information for us.

On

pages 55 and on in Japanese and also in English, pages 24 and on, you see the
Montserrat case described here in these pages.

And there were many things that were

noticeable to me, and in this case, scientists worked hard to share information, but
there was a gap in terms of the level of understanding between the local people and the
scientists. And the Item No. 19, also interesting, and also the previous case No. 18
describes how to share information.

It was difficult to find out the person who is very

appropriate or good at communicating relevant information on volcanic eruptions.
Also “Problems and Challenges”, also very interesting, particularly two things were
very interesting to me, because when we deal with volcanoes, we have to constantly face
uncertainty in data and the data analysis and also difficulty in sharing information and
deepening the understanding amongst the scientists and administrators as well as the
local public.
Concerning some scientific aspects, the uncertainties, as one scientist myself, we are
trying to reduce the uncertainty as much as possible, we are trying to find ways to do
that, but at the same time, we also need to consider how that information should be
disseminated, notified to the public.

Aramaki:

So, that was a rough summary of the Q & A.

He just mentioned what you have given.

Maybe we can wait.

How about

Willie, because he mentioned what you have said?

Aspinall:

Thank you, Mr. Chairman.

Yes, one of the aspects of the Montserrat

eruption that I found most intellectually challenging is this issue, that our summarizer
just mentioned, that of dealing with scientific uncertainty, which will be inevitable in
any volcanic crisis, and how we combine different strands of scientific information
together in the context of hazard and risk mitigation.

We have experimented in

Montserrat with procedures for eliciting or gaining opinion from scientists.

But a key

thing that we wanted to address was that a person may be very good at science, but not
necessarily very well-informed about hazard effects and social effects. And it’s trying
to make this bridge between scientific interests and the benefit to the public as being
one of the major experiments of the Montserrat eruption.

And in that context, we’ve

been pursuing this business of if the GPS data says one thing and the gas data says

- 166 -

another, how do we use these information to the greatest effect for hazard mitigation,
not necessarily for advancing scientific understanding.

So, I think that’s one area

where in Montserrat, we’ve had an opportunity to do some interesting work, which may
be of an interest to our Japanese colleagues.

Aramaki:

Thank you.

Thank you very much. We are almost finished reporting to the people what

we have discussed the day before yesterday, but I like to invite some extra comments if
you have for those speakers especially from abroad.

Barberi:

Thank you.

Anyone?

Looking at what is written there, and also following the

discussion and the presentation of the day before yesterday and today that was very
interesting, I think I can contribute to some to this discussion, briefly recalling the
important evolution and changes that have been introduced in civil protection and
volcano surveillance system in Italy during the last let’s say 20 years.
I have the impression that our previous system, before 1980, was to some extent similar
to your present one, with some differences.

Until 1980, the civil protection

responsibility was under the Minister of Internal Affairs or Home Land Security, as is
called in the United States.

This created a lot of difficulties.

Any major disaster

requires the intervention of several different ministries, from the public work to the
army to the security to the research, so very many.

And the truth in Italy, single

minister or single ministry, they don’t like to be coordinated by one colleague.
there was always a difficulty in coordination.

Another difficulty came from the fact

that the Ministry of Interior has the main responsibility for security.
daily taken by problems dealing with terrorism or other facts.
relevant and let me make two examples.

And so

So its attention is

And I think this is very

One, in Italy, in 1992, there was a major Etna

eruption ongoing, and the lava flow has approached a 10 thousand people village.
was only a few hundred meters from the peripheral of this village.

It

And important lava

diversion effort in order to protect the village was ongoing, and just on the day in which
everything was ready for blasting the lava levee channel and trying to divert it, we
needed at that time the final decision by the Minister.

Just in that day, Mafia in Sicily,

nearby, killed a judge, his wife and a police escort.

And the entire country was so

dramatically affected by this fact that even the President of the Republic that had
nothing to do had resigned.

And the Minister of Interior was totally taken by this

terrible fact, he couldn’t give even one minute attention to the Etna eruption.
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And so

this was very clear that a politically responsible, full-time dedicated to natural disaster
was needed.

A similar example, if I may recall comes from the Nevada del Ruiz

eruption in Columbia that killed over 20 thousand people by lahars.

The Columbian

government had in its end a report suggesting, indicating clearly the risks, suggesting
also very simple measures to be adopted in order to protect population.
the responsibility was under the Minister of Internal Affairs.

Once again,

But at that time in the

capital city of Columbia, Bogota, there were terrorist attacks to the tribunal, to the
main judge building, and as many as 30 judges were kidnapped.
attention was totally taken by the terrorist attacks.

And once again, the

Some of the most important

changes have been, since 1980, and particularly since 1992 when a general law
governing civil protection in Italy was established, all these activities were brought
under the responsibility of the Prime Minister, which has the authority of ordering to
any Minister what he should do.

So, we will not have uncertainty in answering to this

question, because the question in Italy is the Prime Minister is the responsible always.
And how to adjust the regional and municipality levels are deeply involved into the
disaster management preparedness and response.

The true responsibility is under a

single person, then in a practical way, the Prime Minister usually appoints a deputy
minister to take care of civil protection affairs.

And these have had another important

consequences, that the Deputy Minister in charge of disaster mitigation, this person
quite rapidly became aware of the fact that the strengthening of scientific research and
monitoring activities in the field of focusing to the prevention and prediction of natural
hazard was needed.

And this brought to special, continuous supporting, strong

supporting financial to the universities, to the national institutes dealing with the
volcanic monitoring, and these permitted within 20 years to make a remarkable
progress. Before, the scarce financial resource was to be divided into all scientific
disciplines.

And I feel that now we have a rather solid, single system in which all

universities of all scientists are called to give their advises, but there is a permanent
national institute taking care at the same time of the scientific aspect and responding to
civil service to the permanent monitoring of volcanoes.

Aramaki:

Thank you very much.

Thank You.

Very important comments and maybe that might

lead to a possible comment by Professor Fujii. He mentioned this thing in applying to
this country, but before that, just I may mention, because Franco Barberi is citing this
slide, and I am too much provoking of bureaucrats.

This is maybe not the case legally

speaking, but one gets the impression in this country that we might go to this topic later,
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hopefully. But I’d like to prefer to have more comments from our guests from abroad.
So who would like to speak next, please?

Solidum:

Okay.

For many of us scientists, prediction is something like telling somebody that

an event will occur.

But for disaster mitigation purposes, prediction will only be

successful when people are warned with enough time for them to evacuate.
deciding whether to evacuate or not, this would consider many aspects.

And in

What I am

driving at is the issue of having a partner from the local government, which will be
ready enough and prepared enough for certain decision making.

Let me just cite to you

an example of what we have in Mayon Volcano, the most active volcano in the
Philippines.
In 1993, there was an explosion that killed several tens of people, and during the initial
phase of the activity, the warning agency and the local government were trying to blame,
or were discussing this even on air sometimes, on radio. But after so many years of
meeting with the same kind of people, the provincial government of Albay instituted a
permanent office for public safety and disaster management.

And with so many years

of interaction and collaboration with these people in terms of preparing the different
people around the Mayon Volcano about possible eruptions, now it was very easy for us
to just say okay, Mayon is on Alert Level, and they had their own action plan already in
place.
I would say that a longer term of service for people involved in disaster management at
the local level is very important.

One, we don’t need to educate them every time when

the mayor or governor will not elected as politicians, many can be political appointees.
The second is the important relationship between the scientists and the warning official.
We have the rapport, and you can indirectly, unofficially confer with them from time to
time, and not do the official warning in case it is really warranted.

Aramaki:

Thank you.

Just take a look at this slide.

I just made a statistics asking

each of you, and the general idea is Japan is extraordinary in short years in rotating the
key civil defense officers, every two years.

And I think every Japanese attendant here

would agree, so this is one of the key issues I think I might propose, and if you have any
comments especially against this thing, I said I would like to welcome.

Well, I think

this is abnormal, abnormal situation in Japan, according to my opinion, but if you have
any critical opinion against me, for example, this is a necessity, this is something that
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we have to live with in Japan, I welcome such opinions as well. And of course those
people who are at the frontline you know you have to start it all over again, and this is
my personal opinion and problems that we have, that is the volcano or disaster
mitigation calls basic information, basic know-hows. However, if you have to go back
to square one every two years, that is too much for me. That is my personal impression
and almost conviction, but do you have any input from your side? Please speak up,
please.

Ratdomopurbo:

Thank you very much.

I am from Indonesia.

Last year, more than

250 thousand people were killed by tsunami, and this year the government is still
evaluating the system of the disaster mitigation in Indonesia, especially for earthquake
which has not been the important case in the past time. But in volcanology, about
volcanoes, we have very stable system since maybe 50 years ago.

The Alert Level is

always under the hand of the Volcanological Survey of Indonesia.

If university wants

to have a research, then university should focus with the Volcanological Survey of
Indonesia.

And it is enough if volcano is in unrest level, then the Volcanological

Survey of Indonesia is enough to send one Alert Level, one letter about the increasing
activity to the local government, what we call in Indonesia is the head of district or
maybe here it is mayor.

And if asks evacuation, we recommend to the local

government to evacuate people. It is in the hand of the mayor or head of the district to
evacuate or not, because the right of evacuation is under the hand of the head of
districts, not in the hand of the Volcanological Survey of Indonesia.

But the

recommendation is only one, from the Volcanological Survey of Indonesia.

And even

the political change on the district level, there are units in district levels, that is the
unit to handle the disaster mitigation, even the heads of the units in the local
governments change, the staff, the officers are about the same. And we collaborate
with them every time, so that there will be no disturbance during the crisis.

I think

this is what we have maintained in Indonesia for volcanoes, and I think we will have
the same system also for the next earthquakes management after evaluating the Ache
problems in last year. Thank you very much.

Aramaki:

Thank you very much. Any comments from the floor?

questions from the audience, maybe?

Chris?
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Any comments or

Newhall:

Good afternoon.

some made already.

The comments which I would like to perhaps build on

We have heard many case histories, and in each case history,

those who are involved are learning lessons. And I think that as scientists, we always
find that the volcanoes are rather complex, and each new volcanic crisis poses some new
puzzles to us, and it really challenges us even if we have been working in this line for 20
or 30 years.

So I guess the first point is just to mention the obvious that because of

complexity of volcanoes, it is actually very essential to have scientists who are working
on those problems for a long time, becoming real specialists.
communication between the scientists and the local officials.

Second point is about
And I would like to echo

the point made by Renato Solidum that it is a problem if there is a rapid turnover either
of scientists or of local officials.

It’s very, very helpful if you have people who stay in

the same job for a long time who can… there are two reasons why it is helpful.
the technical understanding.

One is

Because the volcanoes are complex, because you need to

go through an education process for the scientists to teach the local official about the
volcano, it really helps a lot if there can be a local civil defense official, for example, who
can stay for a long time.

The other aspect is the personal trust.

We have heard many

times in this session about the importance of the personal trust and some of the success
stories which have been mentioned here at Usu Volcano and also at Iwate Volcano
describing the involvement of Dr. Saito.

I have the same experience that the result

would be much better if the scientists have been working in and around the volcano for
a long time and gets to know the local officials and they have built up this level of trust.
Of course it’s not going to be possible for every scientists to know every local officials,
that’ impossible.

But it is important, I think, to have at least one scientist and at least

one local official and preferably several in each place who really know each other and
have developed this trust for a long time.

Maybe this relates also to the point made

earlier by Professor Fujii about the, I believe you used the term “home doctor”, because
it may be that that person is the one who can, from scientific point of view, who can have
the close communication with local officials.
I guess just one other point that I would offer relates to the comments by Willie Aspinall,
and again it is about communication.

Scientists have their own language and in order

for the local official to really understand the level of risk, the procedure which was
mentioned by Dr. Aspinall, I think, is very helpful.

It is to have the elicitation or

survey of the estimates, the probability estimates of individual scientists to estimate the
probability of each scenario and then to translate that into risk terms, which can then
be compared to more familiar risks. So in the end, if the scientists can tell the officials
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okay, the risk here… let me just use a hypothetical number, supposing the scientist says
okay, the risk that a person in this area will be killed in a specified time period is 1 in
one-thousand.

That can be actually compared with other more familiar risks, such as

the risk of being a race car driver or the risk of driving your own automobile on the free
way, or the risk from various occupational hazards.

The point is that if you can

translate between the language of volcanologists into the language of more familiar
risks, I think it helps in that communication.

MC:

Thank you very much, Dr. Newhall.

Thank you.

Listening to Dr. Newhall, you used the

word of probability, explaining with the probability, but in order to translate the
probability with an understandable way to the administrators. Actually, using the
probability has been suggested Dr. Aspinall, Dr. Franco Barberi as well.

So my

question is as follows. Dr. Newhall, in order to explain to the administrators using the
probability, do they understand you?

Did they understand you what you were talking

about with the probability?

Newhall:

Probability is a rather complicated, mathematical concept for most

non-scientists.

However, I think, in my experience, in each community where we work

and each community where we have made probability trees like this, there usually are a
few individuals, engineers, civil defense officials, military officials who do understand
quite clearly about a probability tree.

So for them, the communication is relatively

easy. And then for those who do not understand the probability tso easily, I think the
comparison of the risk to more familiar risks is a helpful process.

MC:

Not only to volcanoes, but by comparing to the easier-to-understand risks, you

can achieve the objective of the administrators, I believe that is what you are saying.
Dr. Barberi also touched upon the probability.

Dr. Barberi, whenever you tried to

explain the probability to the administrators, or tried to persuade the administrators
with statistic data, were the statistics helpful to you, or harmful to you?

What was the

situation, Dr. Barberi?

Barberi:

The problem is more simple, because the probability and this probabilistic
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tree are very useful and possibly needed for scientists to have a rational basis for their
decision.

But once you have taken your decision, then as far as administrators are

concerned, they have to decide actions on the basis of the terminal decision.

What I

want to say is that if you estimate and this can be helpful for evaluation, which is the
most likely evolution of a crisis, then that estimation will become the indication for a
single action to be undertaken.

So I think that it is less dramatic than what we think

of the fact that the administrators perhaps don’t understand so much the probabilistic
issue, because it is more a matter of scientific debate, I feel.

MC:

Thank you very much.

Mr. Aspinall, you also used the word probability when

you talked with the administrators in Montserrat.

How did you see the administrators

responded to you?

Aspinall:

Thank you. Yes.

communicate it to them.

If we use this example, I can perhaps explain how we

This tree was the start of the unrest in 1995, before we knew

exactly what was going to happen, so at this stage, there was steam venting and
earthquakes.

And the big question for the scientists was, was a magmatic eruption

likely to follow, or were we likely to have something non-magmatic, similar to the
Guadeloupe 1976 crisis, which was arrested, which was stillborn?

And quite simply we

may have probability figures here, but putting it simply to the administrators what this
is saying “Mr. Administrator, the scientists really don’t know which way it’s going to go.
The probabilities are very close.

If this were a horse race, we would be betting that the

odds were even, that it would go either way.” So this was a way of expressing to them
that in fact, the scientists have got no concrete evidence for predicting what was likely
to happen in the next few weeks.

However, what we then went on to say was that if we

had a magmatic eruption in Montserrat, the likelihood that it would be a dome-building
eruption as opposed to an explosive eruption was twice as high, that if we did get
magma coming to the surface, the scientists were reasonably confident that it was much
more likely to be a dome-building sequence.
And this had implications for the planning of the disaster that might follow.

If it’s a

dome-building eruption, there will be a certain amount of time to respond and to
prepare for an evacuation.

If the first thing that happens was going to be a life

threatening explosion, then the government will have no time to plan for it. It would
have to have an immediate evacuation and know where to move the people and so on.
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So, this sort of representation of the course of the eruption was helpful to them, and we
didn’t want to get too hung up to involve in what these numbers actually meant, but
they were, just as Professor Barberi has said, items for guidance.

And one of the

strong advantages of this approach for the scientific team is that it is a sort of a
checklist. Before the pilots take off in a plane from the airport, they go through their
pre-taxi checklist, they go through their pre-takeoff checklist, and this serves the same
sort of purpose for scientists.

Have we thought of all possible scenarios that we should

be summarizing for the administrators and so on?

And so this is the sort of

formulation to make the step from the scientific assessment of probabilities across to
decision-making by administrators.

MC:

Mr. Aspinall, thank you very much.

So the communication with the

administrators using the approach of probability, we have heard three examples
overseas. Chris, you have any comment here?

Newhall:

Let me make just one additional comment that relates both to the comments

from Professor Barberi and Dr. Aspinall.

Maybe I was not so articulate before, but

ultimately, as Professor Barberi said, it is essential for the civil defense leader or the
Prime Minister, the decision maker, to make a very simple decision.

Either you

evacuate or you don’t evacuate, something like that, and that decision is based on
whether the risk is acceptable or not.

And in the case of Montserrat, please correct me

if I am wrong, there is a standard of acceptable risk, which has been discussed and
debated for a long time in the UK. It applies not only to volcanic hazards but it applies
to any kind of threat to human life, and using this method, you can calculate whether
the risk to an individual in a particular place, for example, the town of Plymouth,
exceeds that level of risk or is less than that level of acceptable risk.

So it’s very simple

decision, either the risk is too high, or it is not too high, and then the decision maker can
decide using that basis, if you have prior agreement about a standard of what level of
risk is acceptable.

Aspinall:

Yes, Chris, in principal, that is correct.

We did develop that dialogue.

The

only slight problem with it when we are dealing with a volcano, as opposed to say an
earthquake, and earthquake could affect the whole island or a very large area. One
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thing we do know about volcanoes is the further you are away from the volcano, the
safer you are. That also has to be factored in. Is it possible to move people further
away to reduce the risk until it is negligible, not just acceptable, but make it negligible?
But of course other factors come into play there, social and economic factors also come in.
But that’s the one problem I think I mentioned in my talk two days ago, the comparison
between the volcanic risk, and typhoon risk and earthquake risk.

The big different

with the volcanic risk is that we know where it is going to come from, in terms of
distance from the source.

The other two are going to affect the whole area

simultaneously.

MC:

Mr. Aspinall, thank you very much.

So, now from the floor, any responses, any

comments.

I’d like to entertain questions or comments. Mr. Nishimoto?

Nishimoto:

In Japan, lives and properties of the local population should be protected

in the responsibility of the head of the local government, mayor and so on.

So, the final

judgment, whether the people should be evacuated or not, is not made by me.
is the premise on which I’d like to make this comment.

In this probability tree, how

have you decided these standards as scientists based on this tree?
on which you have decided on this tree?

Aspinall:

So that

What was the basis

Mr. Aspinall?

We, the scientists, do not decide the acceptable level of risk or not. The

purpose of the tree is to summarize possible eruption scenarios as we can foresee them
happening as alternative possibilities in order to give as it were a roadmap to the
decision maker.

Because almost invariably in my experience, the person who, the

mayor, or maybe less so in Japan, but certainly in our case in Montserrat, the Governor
of the Island had no experience of volcanoes in any shape or size.

So this was a

roadmap to explain to him that the volcano may do the following things, and all this is
attempting to do is to rank the risks ultimately on the end here in different regions, so
that he could get some idea of the priority that he would have to give to evacuation
plans and so on. The decision as to what was acceptable and whether to act was
entirely his, but of course he relied on the experience and advice of the volcanologists,
many of whom had been through several eruption crises before, and therefore had a
better plan.

And so, this isn’t a blue print for decision making by administrators.
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It is

an aid to communication.

In fact, any of you who’ve worked in risk assessment, risk

analysis, I’ve done so with the nuclear industry, for example, we can often have trees
like this with 10 thousand branches.

There is no way that 10 thousand branches can

communicate to several administrators.
that’s what I would stress.

Nishimoto:

So, it’s got to be kept simple in that form, and

It is not a decision in itself. It’s an aid to decision making.

Maybe I was not articulate.

Well, perhaps rationale, I would say, 0.1

percent or 10 percent, what was the rationale for these figures?
findings that you have, or any scientific estimations?

Aspinall:

Your scientific

This is my question.

Well, in the case of whether the first out activity would be a dome or an

explosion, for an example, the basis for those probabilities were global experience of
similar volcanoes elsewhere, what is the track record, what do we understand is the
most usual behavior of such volcanoes, what information do we have from this
particular volcano, the geological stratigraphy, what did it tell us?
Montserrat we were very confident.

For example, in

There was no geological evidence of major

explosive activity from this volcano, there were no deposits of plinian nature.
helped guide us in towards a judgment.

So that

But ultimately, it’s a combination of what

information, what facts we do have, combined with expert judgment in arriving at these
figures.

And the concept of expert opinion, subjective probabilities is quite novel for

many scientists, and many of you may be aware, of course, that there has been an
intense debate amongst the statistical fraternity on the business between frequentist
statistics and Bayesian statistics, but we have embraced the Bayesian approach in
Montserrat as a way of combining different forms of information and their uncertainties
in towards this.

So when we arrive at a figure like 0.65, 0.35, it’s a structured

discussion amongst the scientists of what evidence we have as guidance. Traditionally
in engineering, for example, the past is taken to be the guide to the future when we do
earthquake hazard and earthquake risk, estimates for nuclear power stations are based
on the earthquake history, and the assumption that the future will repeat the past in a
statistical sense.

We don’t have that luxury with volcanoes, we don’t have the

catalogues of data in a same way, but that’s the approach that we’ve adopted.

MC:

I hoped this answered your question.

Thank you very much.
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Nishimoto:

So if the local administrators look at these, let’s say in Japan,

not-magmatic dome and explosion, here, in this order, perhaps the possible disaster
would be more massive.

So if the risk is considered high and the potential consequence

is estimated to be high, then the administrators might think that people have to
evacuate. And in Hokkaido University, the professor, I think, made a similar advice,
but of course he said that the eruption is mostly likely but the scale is totally unclear.
Up till the actual eruption itself, the scientists couldn’t foresee anything.

But for local

people, the last eruption was 1977, so it had been only 23 years or so, so local people
didn’t expect any eruptions at that time.
to evacuate.

But I think they had time and they had time

But in hindsight, there was no need for evacuation in that case.

But

worst case scenario had to be considered, and that time, anyway, people decided to
evacuate the local population.

And concerning the pyroclastic flow, I only answered

about the hardware infrastructure measures that were taken, that in 1991, when Mt.
Unzen exploded, and there was a pyroclastic flow on June the 3rd, about 2.5 kilometers
away from the top of the mountain, there were several pyroclastic flows.

But on the 3rd

of June, the flow reached four kilometers and that was when 43 people died.

And the

Sabo and Avalanche Disaster Prevention Center had been making several types of
hazard maps.

Hazard maps for lava flow, for pyroclastic flows, etc.

And the

pyroclastic flow map, just to tell you an inside story, the Nagasaki Governor, just as we
were trying to take that map to Nagasaki and show it to the Governor there, the
pyroclastic flow occurred and killed 43 people. The map the next day reached the
disaster area or the Prefecture.

And the Disaster Countermeasure Basic Law

establishes a danger off-limits area.

And on the 4th of June, there was another larger

scale pyroclastic flow that reached 6 kilometers from the crater, but by that time,
everybody was evacuated, so there were no casualties.

So that was an approach taken

by not just infrastructure establishment but some intangible information side approach.
And that was the death of 43 people, and this Law to establish an off-limits zone was
established in 1960, but since then, there were no actual danger zones established, but
only on this time with Mt. Unzen and the tragedy of lives of 43 people.

So if people

actually experience disaster, then the local authorities will be prepared to act the next
time.

MC:

Thank you very much.

I would like to continue a little bit on this probability
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tree.

Dr. Fujii, at the CCPVE, when you say that you have difficulty in trying to

evaluate the actual activities, but explaining using this probability tree, what do you
think about this idea?

Fujii:

Well, I have never looked at that before. But I think it may be time to use this.

People in the research of earthquakes are using probability trees to explain in the past
30 years or so.

What is the probability of an Intensity 6 earthquake occurring, that is

what they try to explain comparing it with the possibility of dying from cancer or dying
from a car accident.

And it seems people are getting used to the idea, so maybe we can

use the same idea in volcano eruption possibilities. But what figures should be used as
the basis? We need to find a persuasive basis, which has not been established yet in
the Japanese volcanologist society. I believe we need to work a little bit harder on that
point.

Thank you very much.

Aspinall:

Could I just stress one thing about this tree up here?

It’s a thing that we update very regularly in Montserrat.
it was changing from one day to another.

This is an example.

At the start of eruption crisis,

And it is not something we would

communicate coldly to an administrator, but we would use that purely as a graphic aid
in a talk to them.
of it.

We would not send them this on a piece of paper without explanation

There is too much shorthand in it, there’s too much technical background that

isn’t explained, so this is not a formal instrument of communicating hazard or risk to an
authority, in my view.

It’s a tool that we use, and as I say, we would only use it as an

audio-visual aid in a verbal presentation to the civil authorities at the time.

MC:

Thank you very much.

Barberi:
tree.

Go ahead, please.

What I want to comment here is that there are crucial evaluations in such a

So, it is not of a very relevant importance. The assessment if it is more likely,

more probable and not magmatic event with respect to magmatic event, the crucial
decision is between a dome activity and immediate explosion.

Because, what concerns

the safety of the people, let me say that this branch and this branch are more or less
similar.

They are completely different from the volcanological point of view, but you
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will not have an immediate danger for the population, because you will see dome
growing and this will anticipate any further dangerous events.

So the crucial decision

is here, because if you estimate that there is a nice probability of occurring downright,
immediate explosion from the volcano, then you’ll have the population exposed to a risk.
So once you are really convinced that this is an unlikely event, the rest of the problem
become very simple.

Because what you have to explain to the decision maker is that it

is not so important if it will be a non-magmatic eruption. The important thing is that
it will not be or that it is very unlikely that the volcano will produce as first event a
strong, or say, a moderate magmatic explosion. So these have to be considered with the
guideline of considering the events that have relevant consequences for the people’s
safety.

MC:

Thank you very much.

Nakamura:

Mr. Nakamura, please.

Well, I have been involved in creating a hazard map, and I believe this

probability tree is very important. So I have a very short question to two of you.

I

believe that this probability tree will have to be shown together with a real-time hazard
map.

So, have you drafted a hazard map that was shown along with the probability

tree, or did you create that map on the site, or on the spot?

Aspinall:

Thank you for the question.

Yes, we did prepare a hazard map to go with it,

and you can see here that on the right hand side, we mentioned the northeast sector
only, and the east only. This is in part leading towards what you are suggesting. It
was again shorthand to go with a hazard map, because those were different populated
areas, so the purpose here was to differentiate areas that the government might have to
evacuate first with the most urgency on that. So, yes, this is coupled with a hazard
map on that.

MC:

Thank you very much.

Newhall:

I’d like to add to this comment. I was very interested to hear from Mr.
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Nishimoto about the preparation of the hazard map and it was being transmitted
unfortunately just at the same time as the disaster in Unzen.

Many of us here were

good friends with Maurice and Katia Krafft and Harry Glicken and others of you may
have known the journalists.

And it was an event that greatly saddened us.

And when

I visited Unzen Volcano, I was personally very surprised by how close they were to the
Volcano.

If you look in the aerial photographs, it is not so surprising or not so striking,

but when you are there on the ground, you realize the distance is very short from the
Volcano to the site where the victims died.

And I think that this is perhaps a good

example. I don’t mean to be criticizing anybody in retrospect.

In fact I realize the

Japanese volcanologists had recommended strongly against going into the area and the
decision was made by Maurice and Katia and Harry.

But if we had gone through a

probability tree, if the scientists had gone through and really objectively analyzed the
probable runouts of pyroclastic flows, I think the estimate of the chance of death at the
location where they were would have been quite high.

And probably they would have,

like any other sane person, they would have decided not to go in there. At least I hope
they would have decided that.

But I think in the absence of really going through the

careful discussion that this kind of tree forces you to go through, then it would be quite
easy to make the mistake Maurice and Katia and Harry made.

So I’m glad to hear

that there was the hazard map that already showed that danger.

Unfortunately I

guess they were not following that.

MC:

Thank you very much, Chris.

We can continue discussing with this forever, but

we are running out of time, so in the remaining time that we have, I would like to move
on to another topic.

Doctor Aramaki, would you like to summarize some of the major

points of the discussions so far?

Aramaki:
up.

Well, I don’t have anything in particular, or I have too much to say to wrap it

My apology on behalf of the secretariat, you see that we asked too much all at once,

so we are at a loss of the very valuable information produced, too much to wrap up in a
short comment, which is a positive thing to think about it.
the future?

So, what shall we do into

This morning, we listened to the disaster mitigation officials who are

playing very important role in the central government. They are the administrators,
they are very busy, so they had to turn back to Tokyo for budget discussion, for example.
Unfortunately, many of them couldn’t stay with us, but my personal opinion is based
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upon the exchange of information that the administrators in charge of the disaster
mitigation, that’s the stakeholder, and on the other hand we have scientists and
researchers and learned people, if that is the proper word.

So, we scientists have to

have very clearly that there are other stakeholders, very important, and since they are
the stakeholders, we have to communicate much, much better than we used to do. So,
in this sense, I think it is an excellent start for redoubling our efforts for better
communication.

Three people haven’t spoken up yet.

I myself used to be a professor

of a university, so Dr. Fujii’s issues that he raised are all very important, can discuss
over one day and a half or so.

Sorry Dr. Fujii that we couldn’t do the in-depth

discussion of your many excellent proposals and suggestions, so certainly we are looking
forward to the next round of discussions over his proposals and suggestions.
Yamasato-san, Doi-san, how about your additional comments?

You haven’t spoken up

yet, so for the interest of the time, I would like to give two of you the opportunity to
speak up.

Yamasato:

Well, thank you very much.

secretariat of the CCPVE.

I myself am a secretariat, a part of the

So the compiled message is that, it should be communicated

to the other side, the other side meaning the administrator, for example, in an
understandable form.

Now going back to the probability tree discussions, as Dr.

Nishimoto asked about what is the reason behind of this probability, that is the question
always raised by the audience of the probability tree in Japan also, as Fujii-san said,
including ourselves.

Statistics, numerical values, how justifiable they are?

that CCPVR is still spending too much over that discussion of the statistics.

You see

But in the

final report of the Mt. Fuji’s prediction of the eruption carries this probability tree,
whether lava flow, pyroclastic flow, and for each branch has sub-branches of the high
probability and low probability and so forth, which is included in the final report of the
prediction of Mt. Fuji volcanic eruption.

So based upon this, what JMA issues,

whether it’s a Report or Alert, we have to read this final report and we have to make a
judgment what kind of level of the Report or Alert or Advisory should be issued.

I

touched upon the eruption scenario based upon the past data, and this much of
information, we issue this, for example, preparing a lot of scenarios including even a
stillbirth eruption.

We ask them all these scenarios and link as much as possible to the

final report of the CCPVR.

Sometimes there is no hypothesis, or the hypothesis turn

out to be true, sometimes not to be true, and what is the probability and so forth. We
try to make this kind of a background understanding.
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And after the Magnitude 5,

there is a probability of an aftershock, which is produced by the JMA.

I started the

probability of the aftershock, which, at the beginning ,was not appreciated, for example,
20 percent of the aftershock in the case of Magnitude 5, aftershock of Magnitude 4 and
how much probability, it was not appreciated because “so what?
tell me what we should do.
decide”.

Aftershock comes and

It is fine for you to say 20 percent, but it is us who have to

We have to invite sociologists and the other inter-disciplinary team to

translate the number into description.

Not only the numbers, that in the case of

Niigata Earthquake, the aftershocks continued several times at a certain level. We
started issuing the very low probability of the aftershock after several days, for example.
Not only throwing the numbers at people, but we have to, especially in Japan, you can
neglect all these numbers, “just tell me what we should do”, that’s quite often the
requests from Japan. Rather than giving us the reasons, just tell me the simple fact.
You see sometimes the justification explanation is necessary, which is very important,
but in Japan, people care about what they should do, what is the recommendable action
that the local residents should take.
And during the Usu eruption of 2000, we prepared many scenarios.

Dr. Okada was

very helpful for this and said that this is the assumed eruption. There is landslide,
and landslide scenario and these are the possible ramifications, and Dr. Okada
developed the scenarios one to three, I think, which is quite clearly written in my memo
that I learned from him.

So, the assumed scenario and including the statistics like this,

or at least the concept of statistics as a process of constructing the scenario, that will be
very helpful rather than throwing the row numbers at the local citizens.

MC:

Well, for the lack of the skill of the MC, it’s four o’clock, but the bus leaves here at

four-thirty. So we have to wind up no matter what.

But the host organization says

that there will be a little elbow room of the time management.

If you have to leave at

four o’clock, you can leave any time. And if you like to stay with us, you are welcome to
stay a little longer with us.

Doi:

Doi-san.

I am a part of a local administration. I am a part of the local government. And

so I am very close to the volcano, which may cause the disaster.
viewpoint, I would like to state my opinion.

So, from this

At present in Japan, from JMA, we get

volcanic reports or sometimes the compiled opinions of the CCPVE.

We receive them,

the information about the volcanic activities from either sources.

And then also the
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statistical data is also given to us, into the future more of an elaborate form of the level
of the activities and we can link together, which is wonderful.

But based upon the

current condition on the frontline in Japan, information related with volcanic activities
is not digested enough to the practical description of disaster prevention.

Or this may

be the lack of the skills of the local authorities of digesting or chewing up of the
scientific data to a more actionable description.
Observation Center existing.

There are two cases with the Volcanic

If you don’t have the observation center right at your

corner, street corner, if you will, or in Tohoku Area, there is only in Sendai Observatory,
which may be 200 kilometers away from you, or Tohoku University, 300 kilometers
away from you.

But if the volcanic observation exists, that is an advantage because

the director is best knowledgeable person of volcano, so the scientists that have the best
ability of issuing the information is the best skilled for digesting the information.

Dr.

Okada is a very good example, or Dr. Saito. Well then, if you don’t have the Iwate
Observatory right next to you, then what?

The local scientist or group of scientists

should study more about the volcano, volcanology and know about the local conditions
and friends with the local government.

So I think, again, up to the local scientists to

work hard to chew up or digest disaster mitigation information to the more practical
description or instruction.

We were talking about the “home doctors”.

If the local

scientists are “home doctors”, that is the best situation, which may not unfortunately
always be the case in Japan, so not one “home doctor” but a group of “doctors”, local
“doctors” that the local community should have such kind of the local “doctors” group.
That has been the case around Iwaki Mountain, simply because they don’t have the
volcanic observation, official one, very next to the volcano. Whenever we discuss about
the probability tree, for example, if you bring this tree diagram to the head of the
mayors and the townships, they should have the local scientists which can translate and
explain about the probability tree to the mayors and the leaders of the township.

Aramaki:

Thank you very much.

That was a very significant comment.

Doctor Fujii, you mentioned a lot of troubles and difficulties first.

Okay,

So, Doctor Fujii,

whenever we say strategy is exactly that, the success stories in my personal idea, the
opinion is thanks to all the individual volunteers who work very hard, but that’s not
unfortunately the system.

So even a very mediocre person, with an excellent system,

can still function, which is a very bad analogy.

So, Doctor Fujii, what do you think?

Please concentrate on this point, not on your pet project.
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Fujii:

There has been a long history of exchanges between the Meteorological Agency

and scientists, and now that has culminated into formation of the Volcanic Information
Center.

We used to have a person, not a volcanologist, but a person who was in the

vicinity of a volcano and had a deep knowledge.

But because of the administrative

downsizing these important resources needed to be cut down.

And also there is a

general understanding that being a volcanologist or volcanic expert doesn’t guarantee,
does not give you a high possibility of promotion.

So, some tried to avoid being posted

to observatories and some of the volcanic observation positions.

That is the part of

reason why we established the Information Center, where scientists and volcanologists
can stay in that Center for a longer period of time without any problem of promotion
and so on. But the Meteorological Agency should do more. It is expected to give more
understandable information, based on scientific discussions and findings, and
easier-to-understand information should be given, issued from the Meteorological
Agency.

And we have made certain steps, but our effort so far of course does not

suffice.

Aramaki:

Thank you very much. I think we have come near to the important points.

I know that our overseas friends would like to speak more. All the countries that are
represented here have better administrative systems and structures.

In a way, Japan’s

insufficiency or ineffectiveness in terms of the mechanism and institutionalization is
the reflection that Japan is rather safe or a lot safer.

But of course, if we are to be more

serious about the disaster mitigation, we need to do a lot more, having more resources
and having more stable posting of experts.

Even though we haven’t come up with any

certain answers or conclusions, I think we have now the better light, or we have now
more light ahead of us.

And I really appreciate the valuable contributions made by

overseas experts who have come to Japan all the way from their respective countries.
We wish to have more time for exchanges amongst the panelists and from the floor, but
what we should do.

We are already behind the schedule, but what should we do?

Well,

I like to ask our overseas friends for their final remark as to what kind of impressions or
observations they have had.

Newhall:

Perhaps Chris, would you please start out?

I’ve been asked to make it short.

I will make it very short.

I would like to

echo a comment which was made the other day by Professor Barberi specifically with
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regards to Mt. Fuji, and it applies also to the discussion of volcanic hazard around many
Japanese volcanoes. There has been, to my observation, there has been a big opening
and a much greater discussion in recent years about the hazard.

The taboo has been

removed for discussion, and this is a very healthy process, and I’d like to offer my
congratulations especially to Professor Aramaki, who has been spending so much time
to work on the issue of the Mt. Fuji preparedness and to all of the colleagues who have
worked with him.

Barberi:

Thank you.

Thank you. I join Chris in these evaluations and thanks for the invitation.

We have had three days of intense discussions and I learned a lot.

And I am going back

home with a conviction that still we have a lot of things to do and to learn, but there is a
common vision among volcanologists on what should be done.

I say that I am totally

sharing the evaluation of Professor Fujii, saying that the strategy he has indicated is
the strategy to be followed in order to be more prepared to face future emergency from
volcanic eruption.

Ratdomopurbo:

Thank you.

What I have learned is that maybe one thing, I underline Doi-san’s

remark, which is the importance of monitoring.

When monitoring happen and

analyzed by scientists, the problem is that the scientists should communicate, not in the
language of scientists, but in the language of the simple language that Dr. Yamasato
spoke.

It’s the simple language on the very complicated manner, like probability, but in

the end, it must be very simple.
we have.

And this is the translation of the Tata monitoring that

So I think whether it is a problem or not a problem only depends upon how

we communicate with others.

Thank you very much.

MC:

Mr. Solidum, please.

Thank you very much.

Solidum:

This is a very important Workshop. We have a group called Earthquakes in

Mega-cities Initiative, which has 19 member cities all over the world, and we are trying
to tabulate a sound practice or sound practices all over these 19 cities for earthquake
disaster mitigation, not only for the research, but also for land use planning, for
emergency response, different aspects of disaster.
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And they see it for the past three

days.

What we are trying to do here is to gather as many sound practices that we have

in different countries, and I would hope that this would be presented later on by the
organizing committee and built on in the future. Because sound practices will be very
important for all of us, whether here in Japan, or in Montserrat, or in the US, Italy, the
Philippines or Indonesia.
future generation.

MC:

We have to know this and share this to other people and for

Thank you very much.

Mr. Aspinall, please?

Aspinall:

The message I take away from this meeting above from its importance and I

agree with my colleagues on that, I was very struck by today’s presentations by Seki-san
and Yamasato-san how much we have in common, the experiences, the challenges, and
the constraints on our ability to act in the best interest of the general public and the
population are almost identical in my experience.

And I would like to think that we

can benefit mutually from more dialogue, more exchange of views, and I congratulate
the organizers on this meeting, and I think more meetings of this nature are needed.
Thank you.

MC:

Thank you very much.

need to wrap up.

We are already 15 minutes behind schedule.

I really

We have come to the final part, but as Mr. Aramaki said, we have

luckily come to a place where we intended to reach.

Next year and on, we would like to

build on what we have achieved for the last three days.

On the 26th and also on today,

we learned really a lot from analysis and experience shared amongst the various
locations from the world.

And this Workshop held in Yamanashi and today has been, I

believe, very successful, we enjoyed also the good attendance, Chris, Mr. Barberi, Mr.
Aspinall, Mr. Solidum, Mr. Ratdomopurbo, thank you very much indeed for your coming
all the way from your countries, giving us your valuable insight and contributions.
And my thanks also go to other Japanese panelists, organizers, staff members.
Without their dedication, this Workshop would have been impossible.
today’s program.

Thank you very much.
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This concludes
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輿水：皆さんおはようございます。それでは、これから火山災害軽減のための方策に関
する国際ワークショップ 2005 を開催します。このワークショップは山梨県環境科学研
究所と独立行政法人防災科学技術研究所の共催によってなされるものであります。本日
の全体の司会進行を担当するのは山梨県環境科学研究所の越水です。どうぞ宜しくお願
いします。では、まず最初に、シンポジウムの目的も含めて開会の挨拶を山梨県環境科
学研究所所長荒牧より行います。お願いします。
荒牧：皆様おはようございます。そして今日はこちら山梨県環境科学研究所にようこそ
お越し下さいました。ちょうど富士山の北の麓に位置しているものであります。富士山
は活火山でございます。今日はこちらに海外からも著名な先生方に起こし頂いているこ
とを嬉しく思います。海外からのゲストのお話を色々と伺うことになります。それと同
時に、本当にこの日本でも災害のハザード軽減や防災などの面でトップの実務で防災担
当をしてらっしゃる方々にお越しも頂いております。それは主に最後の日ということで、
今日は色々な事例、ケーススタディに集中したいと思います。
まずスライドですが、これは日本列島であります。少し明かりを落としてくださいます
か。これは日本ですが、この 2 つの矢印。これは北西部の方にこういうふうにやってき
て、このプレートがユーラシアプレートに動いているところです。これがプレートの境
界線です。ここに大きな圧力がかかっております。そして火山はこういうふうな形でプ
レートバウンダリーに沿った形で位置しております。そしてこちらが富士山です。この
富士山はこの 3 つのプレートが重なり合ってここに集束しているところに位置してお
りまして、だからこそ非常に微妙なデリケートな場所なのです。全てのストレスがここ
に集中されていると言ってもいいでしょう。これは日本の最近の火山の噴火です。幾つ
かのケースがここに上っておりますが、ここ 10 年間忙しいと言っていいでしょうか。
頻発しております。それも色々な形での火山の噴火であります。桜島はここ 50 年間活
動しております。これは断続的にここ 50 年間噴火しているわけです。有珠はここ 20
年の間に 2 回噴火しております。そして三宅島も 2 度噴火しております。この 2 つの、
有珠と三宅島が日本で最も頻繁に噴火しているものです。雲仙の場合には、ここ 190
年間ずっと噴火していない所が 90 年から 94 年にかけて噴火したわけです。岩手火山
に関しては後でまたお話があります。ここは括弧に入っておりますが、噴火はしていな
い。しかし、まもなく噴火が起こるのではないかという兆候が見られるということで、
それに対してどういう対策をとってらっしゃるか、後でお話が出てきます。これは噴火
により亡くなった死者の数です。これを見ていきますと、44 人というのが突出してお
ります。44 人はなぜか。これは雲仙の火山で、ハリーブリケンとクラフトも亡くなっ
た所です。44 人が火砕流で亡くなっている。一番下の数字はその噴火の時に避難した
人の数です。そしてこれだけの人が避難したのに、最終的な死者の数は少ない。ただ例
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外が雲仙の場合ですが、非常に不幸な例でありました。雲仙は 1990 年に噴火を始めま
して、火砕流のドームが崩落することで、これだけの火砕流が流れ出してしまった。こ
れは夜ですが、桜島の場合のブルカニアン噴火です。これは 1986 年伊豆大島の場合で
すが、やはり今はカルデラの中の方に溶岩が流れて行くところです。これはマグマチッ
クエラプションでありまして、こちらは 2000 年に有珠山で起こったものであります。
これも同じです。これによる経済的損失と人命の損失ということで 2 つ例をここで挙げ
ておりますが、一つは将来、東海南海タイプの地震が起こると言われておりますが、マ
グニチュード 8.5 以上のものと言われております。これは今起こりうる最大の大地震で
す。そこからくる経済的損失は米ドルにしまして 7 千億米ドルでありまして、1 万 2 千
人以上の人が死ぬと言われております。それから富士山の場合も、1707 年の宝永噴火
の時と同じ位の規模ですと、ここで経済的な損失は米ドルにして 200 億ドル、そして
それほど多くの人は死なないだろうということです。富士山の場合にはこの国で最大の
歴史的な噴火でありました。それからこれは国家予算ですが、こうした防災や災害の軽
減のためにどれだけのお金が使われているかという政府の統計ですが、地震と津波に関
しては 160 億ドルであります。それに比べて火山の噴火の場合には、予算としては 2003
年のものですが、1 億 1 万ドルしか計上されなかったということです。ここから見て、
結論が引き出せると思います。日本における自然災害を経済的な損失と人命の損失とい
う観点から見ていきますと、気象学的な災害というのが最大なものになるであろうとい
うことです。台風や集中豪雨、洪水、土石流、雪、過剰の暑さと寒さが最大の災害であ
ります。地震と津波は非常に甚大な被害をもたらしますが、気象上もたらされる災害よ
りも小さいであろう。それに比べますと、火山の噴火は地震と津波よりももっと小さい
ということです。しかし火山の噴火というのは一つ特徴があります。それはとても大き
な社会的なインパクトを与える。これは経済的な損失、お金ではあまり表すことができ
ない。誰も死なないかもしれませんが、非常に複雑な深刻な社会的なインパクトを与え
るであろう。それが火山の噴火というものの特徴であります。それからこれまでの極端
な火山の噴火のハザードを考えますと、姶良カルデラが 2 万 5 千年前に起こったもので
すが、これの形成です。これは非常に大きな火砕流が流れましたし、イグニンブライト
アッシュも降りました。そしてこれにより日本列島全体が大きな影響を受け、九州の半
分が大破してしまった。恐らくこれはマグニチュード 9 くらいの最大級の地震に匹敵す
るくらいのものです。日本の島というのは第 4 紀に出来ました火山が 350 くらいあり
ます。そのうちおよそ 100 が活火山というふうに気象庁 JMA により定義されているも
のです。つまり、これはここ 1 万年の間に噴火をしているという火山です。スタティス
テックスで統計を見ますと、噴火と噴火しそうになった危機が 1 年に 10 回くらい起こ
っております。そうしますと、ここ 100 年くらい、つまり日本でも近代火山学が始ま
ってから 100 個以上のケースを我々は経験しているということです。従って、日本は
一番面白い、またチャレンジいっぱいの地域といえるでしょう。特に火山の被害の軽減

- 189 -

戦略を考えますと。それは活火山の数と噴火の頻度と人口が非常に中密度で高く住んで
いることと、また非常に都市化していることを考えますと、日本の場合には地震の研究
や火山の研究において非常に面白い地域であるということです。他の自然災害と比べま
すと、実際に火山の場合には他の災害ほど頻度は起こっておりません。それほど頻度は
頻繁ではないので、専門家以外の人にとっては噴火が起こればどのようなことになり、
どのような災害がもたらされるかということ、これをイメージするのがなかなか難しい
という点があります。ということで、もっとコミュニケーションを密に取る必要があり
ます。つまり科学者と科学者以外の人たち、防災当局の人たちとのコミュニケーション
を密にするということです。その為にこそ、私たちここに集まっているのだと思います。
こういう問題に最高の戦略をご一緒に編み出していきましょうということです。ワーク
ショップの今日、水曜日のものは海外での色々なケーススタディを、また日本のケース
スタディをここで拝聴いたします。そして金曜日、10 月 28 日につくばで行われるのは
その為の行政的な枠組みについて話があり、それから地震専門家と防災担当者の方たち
のコーディネーションに関しての話があります。その後、皆様からコメントを頂いたり
してディスカッションをしていきたいと思います。良い提案やアドバイスがあればぜひ
頂きたいと思います。特に海外からのゲストの方には本当にお願いしたいと思います。
ご自身の色々な経験と比較をして、例えばご自身の防災システムなどを日本のものと比
較をしてどうぞご提案など、適切なアドバイスを頂ければ幸いでございます。
そして地元のことに関してちょっとコメントしたいと思います。富士山ですが、南から
見た場合、北から見た場合、そして空中から見た場合であります。明日お天気が良けれ
ば、私たちはその途中まで参ります。つまり、それは本当に上のほうのスロープに岩石
一杯のものと森林があります植生があります境界線 2,300m くらいのところまで参りま
す。2000 年に突然、言わば低周波の地震、一群の地震が起こりました。これはドット
で示されております。ちょうど火山の下の方で低周波が 2000 年以来、本当に頻発して
おります。こうした低周波の地震というのは火山活動の特徴であります。そして火山学
者の間でコンセンサスがございます。つまり液体マグマのプレゼンスと関係があるのだ
と言われております。この富士火山帯で危険にさらされる人たちおよそ 70 万の人たち
がこちらの地域に住んでおります。それに加えまして毎年 3 千万の人たちが観光客とし
てこの地域を訪れます。あるいは別荘がある、山荘があるとか、登山の為にも来ていま
す。1707 年のあの宝永噴火の時には、Ash fall が神奈川県全体、東部にありますが、
それをカバーしましたし、それから今は東京ですが、かつては江戸と呼ばれたところも
半分以上がカバーされております。そこまで灰が飛んできました。非常に大きな災害と
なりました。富士というのは内部構成から見ますと、かなり複雑なものであります。こ
れに関して私たちはハザードマップを作ろうと試みました。どれくらいの災害がもたら
されるかというような予測を致しまして、ピンクで塗られているところは最近の火山活
動が集中しているところです。そしてコンピュータのシミュレーションです。こうした
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溶岩の可能性です。これはラウンドアップマップですが、どこまで溶岩が流れ出るかと
いうこと。それはいつそこに届くかということなどです。これも色々な火砕流に関する
シミュレーションです。こうした情報を私どもは公開しております。ハザードマップと
いう災害予想地図ということで公表しております。将来この富士が噴火するとすれば、
ここ 2200 年山頂での噴火が起こっておりません。次の噴火があるとしても山頂からで
はなくて、側面からのものでありましょう。それからスケールも小規模なものです。非
常に大きなものはまれであります。規模としても小さいということです。最後でござい
ますが、今のが私のイントロの序説でありますが、これから皆様方の興味深いお話を伺
うのを楽しみにしておりますし、また活発なディスカッションを明後日も楽しみにして
おります。以上です。ありがとうございました。
輿水：どうもありがとうございました。先程ご説明するべきところ遅くなってしまった
のですが、今日はこういうものをほとんどの方が使われていると思うんですが、通訳の
方がいまして、このチャンネル 1 が日本語に、英語は日本語にと、日本語はまたチャン
ネル 2 で英語にということで、チャンネルを選んで、そしてボリュームをここでコント
ロールできますので、これを上手く活用してください。
それでは引き続き、山梨県防災危機管理監小林一敏さんによるご挨拶をお願いします。
小林：おはようございます。只今ご紹介を頂きました山梨県防災危機管理監の小林でご
ざいます。地元山梨県を代表致しまして、一言ご挨拶をさせて頂きます。
本日、ここに山梨県環境科学研究所、並びに独立行政法人防災科学技術研究所の主催に
よりまして、国内は元より海外からも火山防災対策に先進的な取り組みをしておられる
世界的にも著名な学識者の皆様をお迎えして、「火山災害軽減のための方策に関する国
際ワークショップ 2005」がこのように盛大に開催されますことを心からお喜び申し上
げます。また、2 年前にもこの会場でご講演いただきましたアメリカ地質調査所のニュ
ーホール博士を始め、フィリピン、イギリス、イタリア、インドネシアからはるばる富
士山の麓、山梨県にお越し頂いた皆様を心から歓迎いたします。そして、このワークシ
ョップを企画して頂きました環境科学研究所、並びに防災科学研究所の関係者の皆様に
深く感謝と敬意を表する次第であります。
山梨県は日本列島のほぼ中心に位置し、周囲には霊峰富士を始め、南アルプス、八ヶ岳、
奥秩父連峰などの山々がそびえ、その峰々に源を発する富士川や桂川などの清流や富士
五湖など静かなたたずまいを見せる自然豊かな山紫水明の地であります。中でも富士山
は古くから信仰の山として畏敬の念をもって接しられるとともに、日本のシンボルとし
て今も人々を魅了しつづけております。
現在、山梨県では観光立憲「富士の国やまなし」をキャッチフレーズにして、観光客の
皆様に訪れて頂くための施策を積極的に展開しておりますが、特にここ富士北麓地域は
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国内外から年間 2,000 万人もの観光客が訪れるという観光資源としての火山の恵みを
享受している地域であります。
この富士山に私たちは今、活火山としての新たなアプローチを始めております。2000
年という年は私たちの富士火山防災への取り組みにとって節目の年でありました。この
年、北海道の有珠山に続き、三宅島が噴火するなど火山活動が活発化する中で、10 月
から翌年 6 月まで富士山の地下で低周波地震が多発いたしました。幸い、気象庁からは
直ちに噴火や火山活動に結びつくものではないと発表がされましたが、私たちに富士山
が活火山であることを改めて教えてくれました。
このことを契機に、噴火予知は元より被害の予測やハザードマップの重要性など、火山
防災対策の大切さを認識したところであります。また富士山周辺市町村においても防災
と観光の両立という観点から、有珠山の現地視察を行うと共に、火山防災講演会や勉強
会など積極的に開催をし、火山防災に対する意識が急速に高まりました。
そして 2001 年 6 月に市町村を始め、地元観光業界、防災関係機関などのご理解とご協
力を頂く中で、初めて火山噴火を想定した富士山火山総合防災訓練を実施し、翌年 1 月
には多数の重機を駆使し、緊急的に道流提を作るといった溶岩流制御の訓練を行うなど、
地域住民の火山防災意識の高揚と防災対策の推進に着手を致しました。それまで富士山
が約 300 年噴火していないことや、20 年ほど前にある本をきっかけとした、いわゆる
「富士山大爆発説」の風説流布による観光業の大打撃により、地元地域では富士山噴火
を語ることはタブーとの意識も見られましたが、これらの訓練には防災関係機関を始め、
多くの地元住民や観光、流通や金融など様々な方面から積極的な参加を頂き、火山防災
意識の高まりに意を強くしたところであります。
2001 年の 7 月には、本県からの要望も受けて国及び関係する都県、市町村による富士
山火山防災協議会が設置され、火山防災対策の基礎となる火山ハザードマップや火山防
災マップの作成等を行うこととなりました。また、これらの内容を専門的見地から検討
するため、同時に「富士山ハザードマップ検討委員会」が設けられました。荒牧先生を
委員長とするこの委員会は既存資料や現地調査などの成果を踏まえた最新の知見に基
づき、2004 年 6 月に最終報告をまとめられました。
この最終報告では、ハザードマップや火山防災マップの作成、被害想定、ケーススタデ
ィ、火山との共生の留意点、防災対策の基本的な指針など多くの成果が盛り込まれ、画
期的なものとなりました。
さらに、引き続いて設置されました「富士山火山広域防災検討会」は本年 9 月に広域防
災のあり方や現象に応じた非難の考え方、火山との共存や啓発･教育の重要性など次々
に私たち地方公共団体の火山防災対策の指針を提示して頂いております。
今後はこれらの成果を踏まえながら、地域防災計画の火山編の策定を始め、地域防災マ
ップの作成を進めるなど、国、市町村、防災関係機関等と一体となりまして、本県の火
山防災対策の推進に万全を期して参りたいと考えております。
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このような中で開催される本日の「国際ワークショップ」は誠に時宜を得たものであり、
荒牧所長さんを始め、関係者の皆様に改めてお礼を申し上げると共に、活発なご討議を
頂き、このワークショップが有意義なものとなるようご期待申し上げ、挨拶とさせて頂
きます。今日は本当にご苦労様でございます。
内山：どうもありがとうございました。早速、今回の講演のほうに移りたいと思います。
午前中の司会をします環境科学研究所の内山です。宜しくお願いします。
今日はテーマ 1 ということで、
「各国の火山防災システム･実際の噴火の現場で行政はど
う対応したか」ということで、最初に米国の例で、「アメリカにおける火山防災戦略」
ということで、ワシントン大学 USGS のドクター･クリス･ニューホールさんにお願い
します。
ニューホール：おはようございます。ありがとうございます。組織委員会の方に、再び
今年、皆様方にジョインする機会を与えられまして感謝したいと思います。今日は私の
方からはアメリカの火山防災システムということで、3 つの火山を取り上げてお話した
いと思います。それぞれ違っておりますし、それぞれが新しい教訓をもたらしてくれま
したからお話したいと思います。
まず、3 つの山がどこにあるのかということを示しておりますが、セントへレンズ火山
はここです。カスケード火山観測所の近くにあります。リダウトはアラスカにあります。
アラスカの火山観測所の近くにあります。そしてロングバレーというのが、カリフォル
ニアの東部にあるところでありまして、ここの近くにはロングバレーの火山観測所の近
くと、それぞれございます。
まず、セントへレンズから始めましょう。1980 年のことですが、その前は本当に富士
山のように左右対称で美しかったのですが、構成は若干違いました。セントへレンズは
長い歴史で知られておりまして、爆発を何度も起こしてきたということで知られており
ました。典型的に挙動と致しましては、数百年に 1 回は噴出をするということで、直近
でありましたのが、1800 年の中ごろであったということです。1980 年には爆発すると
いうことが分かっていたのです。そして 4 月の末に強い地震がありまして、火山の直下
でありました。そして数日後、小さな水蒸気爆発が小規模だったのですが、どんどん進
みまして、3 月、4 月全部を通じて、5 月にはクライマックスを迎えて大爆発をしたわ
けです。そして 3 月末に始まりましたが、当初のところにはマグマがないか SO2 の亜
硫酸ガスを観測いたしました。その時はなかったのですが、後知恵になって考えてみま
すと、それは必ずしもマグマがあるかどうかの指標にはならないということが分かりま
した。それは地下水の下に隠れているからです。デイヴィッド･ジョンストンという科
学者が、残念ながらこの大爆発で亡くなりました。さて、4 月、5 月に入りまして、北
側の山腹がこのように外側に向かって膨らんできました。マグマの還流が起こしたもの
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でした。そして非常に粘性の高いマグマでして、非常に不安定な状況が続いていました。
そして科学者たちで 2 つの意見に分かれてしまったのです。一つのグループは、将来の
ベストなやり方としては過去の活動を踏まえて判断しようと。例えば、地質学者や火山
学者でありました。直噴火型の爆発が典型的に起こるから、そして地質学的な記録にも
セントへレンズ山には残っているからと言ったわけです。もう一つのグループは「いや、
そうではない」と。地質学者と地球物理学者のグループだったのですが、モニターを中
心にするべきだと言ったわけです。例えば、地震活動とか、あるいは膨らんできている
から非常に不安定で変わってくるのではないか。だから結果も変わってくる。だから過
去のことばかりにこだわっちゃいけないといったグループだったのです。ですから、も
っとモニターで今のデータをとって、それでものを言わせると言ったわけです。特に土
石流などです。そして、一人ペンシルベニア大学の先生が非常に声を上げられまして、
正しかったのですが、磐梯山で 1988 年に起こったような大土石流を予測されまして、
ベスビオ山のデイヴィッド･ジョンストンさんもそうだったのですが、カムチャッカの
ベスビオ火山のようなものではないかと言ったのですが、その時ベスビオ山の記録がは
っきりしておりませんで、はっきりと分かっていた人がいなかった。だからセントへレ
ンズ火山に携わった人たちがベスビオ火山のことを良く分かっていなかった。そして、
クリプトドームを作りました。有珠 1944 年が近いものでありましたが、地下ドームで
す。このデータを使うべきだと主張するグループでありました。結局何が起こったかと
いいますと、確かに大土石流が起こりまして、山腹山体を吹き飛ばしました。そして横
方向に流れていったわけです。そしてこの土石流の直後、地熱水系、そしてマグマが爆
発しました。そして横に吹き飛ばしたわけです。これは火砕流の一種でありました。遠
隔地でしたが、全て通り道のものを破壊したわけです。そして土石流はこのように火山
の上部を吹き飛ばし、谷を駆け抜けてまいりました。そして爆発が完全に森を破壊しま
した。そして 600km2 のところが壊滅です。本当に熱風でありました。しかし木は炭化
しませんでしたが、この辺りにいた人は全て亡くなりました。木の炭化は起きませんで
したけれども、プラスティックは全部燃え、溶けてしまうほどの熱がありました。また、
風下の風に乗りまして、ワシントンの東部では激しい降灰がありました。これは日中の
写真です。ヤッカムの町で日中でもこのような真っ暗でした。そして、大々的な泥流が
起きまして、トゥータ川を下りまして、たくさんの木材を押し流していきました。トラ
ックも含まれております。これは伐採業者が使っていたトラックなのですが、一緒に押
し流してしまいました。これは大爆発でありまして、セントへレンズの歴史には非常に
重要であります。そしてアメリカの火山学の歴史にとっても重要なものでありました。
完結的に起こったのです。1980 年の夏には完結的に小さなものが起こりまして、86 年
までには完結的にドームが成長しまして、今も続いているのです。そして目が覚めまし
たのが、2004 年の 8 月、再び目を覚ましました。そしてドームは現在でもまだ成長し
ております。それが今の状況です。
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では、科学者にとりましてセントへレンズの教訓はどうであったのか。横側に爆発する
ということ、そして土石流というのは私たちが考えていたよりもずっと頻繁に起きると
いうことが、科学者の教訓でありました。その爆風を予想した人もありましたが、科学
者と致しましては最悪のケースも考えて人々と話をしなければいけないということで
した。セントへレンズ火山の最悪ケースというのは内々では科学者たちが話していまし
たが、国民に対して、市民に対して、あるいは行政官に対してベスビオのように話さな
かったわけです。こういう事が起きるかもしれませんと。後知恵ですが、あの時やって
おけばよかったと思うのです。それから、2 つのグループが出来たと申し上げましたね。
地質の過去の歴史を踏まえてというグループと、今のデータ、モニター型。そのような
分裂が起きてしまったのは残念なことです。今になって分かるのですが、皆様はお分か
りだと思うんですが、両方考えなければいけなかった。お互い仲間内で割れてしまって
はいけません。そして最後の教訓と致しまして、セントへレンズ火山は何ヶ月も何週間
も完結的に休止の時に警告を発してくれていたわけです。科学者たちは休止の時にも目
を配って、最後の警告すなわち 1 日前かもしれない、数時間前かもしれないという警報
を出すのです。前兆があることがあります。ところが、そうでない時にどうなるのか。
火山というのは最後の最後に警告を与えてくれることもあるし、あるいは中程度の中間
静止部の時かもしれないので、両方目を光らせなければいけないということ。
行政官の教訓ですが、緊急調査センターを設けなければいけません。これが重要です。
火山の近くにあればそれに越したことはありません。それから全国に対する影響力もあ
ります。ECC と呼んでおりますので、政府の全ての機関からの資源を結集させる効果
があります。そして、ぜひ観測所の近くに、セントへレンズ山だとアメリカ森林局が実
は調整委員会の役割を果たしてくれました。そしてすごく役立ってくれたのです。あの
時にはアメリカ森林局のお陰でした。そしてまた、人気がなくなる供えをしなさいとい
うことなのです。セントへレンズ火山ですと、2 人の役人がいたのですが、意思決定者
のことです。1 人が森林局の長官の方で、彼は政治家ではありませんでしたから、中立
だったのです。そして喜んで難しい決定をして、
「ダメ。ここに入ってはいけない。」と、
人気がなくなる覚悟をして言ったのです。もう 1 人がワシントン州の知事でした。彼女
は政治家ですので、人気取りがやりたいわけです。残念でしたが、知事の方は閉鎖地と
いうのを設けなかったので、この中で何人も亡くなってしまいました。そういうことが
あります。長い危機は長く続く可能性があるというのが一つ。危機であっても素晴らし
い観光資源になりうるということなのです。そして、セントへレンズ山には観光地とし
て何百万人も火山のことを学びに来てくれるということです。
2 番目はリダウト山を取り上げましょう。1989 年から 90 年にかけて爆発いたしました。
リダウトの周りにはほとんど住んでいる人はいませんでしたが、リダウトの大きな問題
というのは航空機でありました。残念ながら、エールのボーイング 747 が灰の雲の中
に突っ込んでしまいました。4 つのエンジンが全部停止しまして、滑走を何分もしたの
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ですが、本当に墜落の寸前でした。被害というのは機材に対しても大被害でした。しか
し大変だったのはその時リアルタイムのトラッキングというのが難しかったのです。そ
のようなシステムはなかったし、科学者は飛行機のことはあまり考えてなかったのです。
飛跡というのは考えていなかったのです。これは今完全に変わりましたが。そして火山
灰の写真を数枚お見せしましょう。顕微鏡写真ですが、火山灰はこういう形体をしてお
ります。小さな粒子は砂だったり、焼結されましたガラス材、あるいは鉱物などが入っ
ておりまして、本当に研磨剤のようなのです。エンジンの中に入りますと、エンジンを
溶かしてしまう作用があります。これが飛行機のエンジンなのですが、溶けた跡はすり
合わされましてこんなふうになってしまいます。そして焼結されまして、ガラス層を作
ってしまいます。そして穴のノズル、燃料や空気の穴をふさいでしまいます。ですから
エンジンが失速するわけです。この場合、4 つのうち全部止まりました。飛行機は全く
の失速状態でした。極めて危険です。幸いなことに、長い間下降いたしますと、冷たい
空気が入りまして、ガラス層を飛ばしてくれましたので、またエンジンが働き始めたの
です。そうでなかったら墜落直前でした。そして太平洋の北部というのは北米とアジア
をつなぐ大変忙しい航路であります。ヨーロッパ、アジアもここの航路を通ります。た
くさん飛ぶわけなのです。ですから非常に重要なのは、火山に対して警報を出す時には、
火山灰というものを飛行機に出してやらなければいけないということです。インドネシ
アは 1992 年のガルングン火山の経験がありまして、リダウトの経験もありますし、今
や火山灰の航空路火山灰情報センターというのが全国にあります。そしていつでも飛行
機に警報が出せるような体制になりました。
そしてリダウト山の科学者たちの教訓はなんだったかと言いますと、まず考えなければ
いけないのは飛行機の危険を考えよということ。そして火山灰というのは、非常に早く
広がってしまうから正確に予想が出来なければいけない。しかし本当に古い希釈した火
山灰であっても、目に見えなくても、それでも飛行機に影響がある場合があるというこ
とであります。3 日、4 日経って、何千 km と火山から離れたところでも非常に被害が
ある場合がある。これは私たちも意外な結果でした。
リダウトから学んだことですが、特に行政官にとってはクロースパートナーシップがと
ても重要です。火山学者と気象学者、その他情報を使う人たち、例えば航空管制局の人、
航空局、飛行機会社、パイロット、皆コミュニケーションを密に取ることが必要なので
す。そのコミュニケーションに依存して私たちはやっているわけであります。ですから
誤差のマージンはとても小さくしておかなければいけません。こういうふうにアッシュ
フローがあることをパイロットは知っていなければいけないのです。しかしパイロット
も関係者も常に人が代わっていきます。従って、訓練は常に続けなければいけないとい
うことです。
それでは最後はロングバレーカルデラ。カリフォルニアの東部にあるカルデラについて
です。これは非常に大規模な火山システムです。非常に大規模な噴火が 7 千年前くらい

- 196 -

にありまして、円錐形のものではありませんが、地上に大きな穴が空いている感じです。
最近は小さな火山ドームがカルデラの西側の方に形成しつつあります。1978 年に不安
定になりました。マグニチュード 6 の 4 つの地震がありました。それがカルデラの南で
す。このカルデラはちょうどベイスベンレインジと呼ばれているところの西にあります。
これはテクトニックの拡張的な部分ですが、こちらがシエラ山です。こちらの方にも断
層がずっと走っている所ですが、カルデラのここの部分のところで非常に不安定になり
ました。これはカルデラを南西の外輪山から見たところです。ここで 2 つのことが言え
ます。一つはまたここでドームが現れてきたということです。
カルデラ床ですが、これがまた上のほうに引き上げられました。つまり下からマグマが
どんどんと盛り上がってきたからカルデラ床が上がったわけです。その大半のものはず
っと昔に出来たものでもあるのですが、また新たなものも出来て、1978 年以来 1 メー
トルも持ち上がっているということです。そしてここはマンモスレイクの町です。これ
はリゾート地、保養地でして、定住人口はいつも 1,500 くらいなのですが、週末、特に
スキーのシーズンになりますと、大体 5 万人くらいの人口になります。スキーリゾート
として、例えばロサンゼルスの人たちやお金持ちがやってきます。とても人気のあるリ
ゾートです。コンドミニアムでこちらの方にリゾートマンションを買っているわけです。
これが不安定な動きの歴史的に見たものです。1978 年の終わりにこの地震が起こり始
めた。これはマグニチュード 3 よりも大きいものであります。こちら下の方はカルデラ
の中です。断続的に起こっているのが分かります。常に少しずつ大きくなってきて、上
の方に上昇してきています。それからドット点ですが、カルデラ床がこういうふうに膨
張してきている。このラインを見ても大体同じようなことが伺えますが、ロングバレー
はかなり不安定であると結論付けることができるでしょう。それからまた CO2 のレベ
ルが高くなってきています。そういう CO2 のガスが人はまだ殺さなくても樹木がやら
れてしまっています。最後、大体 1997 年から 98 年にまた大きな動きがありました。
こちら、それからマンモスマウンテンの下の方で非常に大きな動きがありました。まだ
まだ深いところで、マンモスマウンテンの下で地震が起こっている。それからマンモス
マウンテンの南西部の方でも起こっているのですが、こうした地震というのは非常に深
く、かなり長い期間起こっている地震です。富士山のものとよく似ていると思います。
つまりマンモスマウンテンの場合にも下の方に新たなマグマが生まれてきている。供給
されているということでしょう。科学的に見て、ロングバレーはとても複雑なものです。
色んな違ったプロセスが起こっている。同時に活動しています。マグマがどんどん入っ
てきている。それから色々な断層の動きがあって地震が起こっている。それからドーム
が再び現れてきている。またドームが現れてきているというのはマグマがどこかに入っ
てきているということ。直接関係はないかもしれませんが、間接的な関係はあると思い
ます。下のマッシュがどんどんマグマにより押しつぶされそうになってきていることと
関係していると思います。これに関して、色々と政府関係者、自治体関係者のインター
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アクションは面白いものでした。こういうふうに新しい活動がロングバレーのカルデラ
で起こっているということを彼らが知って、ロサンゼルスタイムスが新聞で初めて出し
たのですが、自治体の関係者はそれを見て非常に怒りました。その気持ちも私は分かり
ます。というのは、自治体の役員としては自分のコミュニティに関して、新聞から学ぶ
というよりも、実際に科学者から直接静かな形で学びたいという気持ちだと思います。
ですから、こういうことをすればどういう結果をもたらすかということを考えもしなか
った科学者が新聞に流してしまった。こういうところから USGS 私たちの調査所が回
復するには随分時間がかかりました。やっと今になって対話がまともに取れるようにな
ってきていますが、本当に長い間、科学者とロングバレーに住んでいる当局者との関係
は非常にギクシャクしておりました。科学者の中には「殺すぞ」というような脅迫状を
受け取った人もいます。こういうようなカルデラが噴火はなくても、色々微妙な動きを
見せて、非常にこのカルデラのシステムが乱されている。そして 1994 年にラバウルで
起こったものがありますが、噴火というのは突然起こりえるわけです。あるいは前駆症
状が現れてきてから噴火がするまで、ほんの短期間しかないということ。その時にどの
ような警告を出すのか。彼らが懐疑的な人なら、しばしば懐疑的なのですが、科学者が
そういう人たちに対応するためには、まず彼らを招いて、最近噴火したところに彼らを
連れて行って実際に見てもらうということです。つまり科学者と行政官の対話ではなく
て、警察官と警察官、あるいは消防の担当と消防の担当、警察署長と警察署長の対話に
結び付けていくと効果があります。お互いに同じ言葉で話すわけです。専門用語もそう
です。ロングバレーのように、こういう火山の場合に警告を出してもそれに至らなかっ
たということがあります。そういうことは防ぎたいと科学者が思っても空騒ぎであると
いうこともありうるわけです。それは認識してもらわなければなりません。100％安全
でありたいと思うならば、空騒ぎになるような警告があるということも受け入れなけれ
ばいけないでしょう。リスクをどんどん受け入れてもいいというのであれば、科学者が
もっとゆっくり待って、最後の段階になって警告を出す。そうすれば空騒ぎもないわけ
ですが、そういうことをされると市民の方ではそれだけリスクが高まるということです。
最後のレッスンですが、こういった火山から我々が学べることは、どのようなリスクが
受け入れ可能かということ。それから事前の警告などに関してはやはり科学者と行政官
の間での良いコミュニケーションが必要だということです。その為にはシンプルな警告
システム、例えば色の違いを使った警告システムを使うのもいいかもしれません。それ
は、やはり鍵となっているのは行政担当官たちの対策です。それから火山に関しては、
あらゆる人たちが関わってくるという学際的なものです。一つの観測所にも地質学者か
ら火山学者、地震学者、ありとあらゆる人たちが集まらなければいけない。そしてそこ
に緊急対策センターが近くにあるべきです。イマージェンシー･コーディネーティング･
センターECC を観測所の近くに設けるということ。そして直ちに全ての関係省庁やあ
らゆるレベルでの行政担当官などとコンタクトが取れるようにしなければいけない。ア
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メリカではそれぞれの火山の事情から色々と学んできております。まだシステムは完璧
とは言えませんけれども、それぞれの学んできたことを取り入れていこうと考えており
ます。と言いましても、これで万全と言うことはなく、将来また色々なことが起こって
くると思います。以上です。
内山：ご講演につきまして、質問やご意見があればお願い致します。質問とご意見があ
る方、最初に所属とお名前を言ってからご発言の方をお願いしたいと思いますが、どな
たかいませんか？まだお時間の方はありますのでどうぞ。
荒牧：非常に興味深いお話をありがとうございました。私の質問はこれです。ロングバ
レーの場合にはどういうような学際的なセンターを設けてらっしゃるのですか？
ニューホール：観察所に色々な学際的な観測所が必要である理由というのは、多くの場
合、火山で起こる不安定な状況、例えばロングバレーの場合、我々は困惑してしまうの
です。何故そういうことが起こっているのか、なかなか分からない。そこで、色々な人
たちのアイデアやインプットが必要なのです。例えば、地質学者、あるいは地震学者、
あるいは水文学者。ロングバレーの場合には水文学が非常に重要であるということが分
かりました。ですから、そこで地下水などの水文学をやっている人たちのアイデアが重
要でした。その他にも地球物理学や地球化学なども非常に重要でしたので、非常にチー
ムが大きくなりました。それから大学から来ている科学者もこのチームに入って、実際
にロングバレーで何が起こっているのか突き止めようとしました。今日でさえ、まだ科
学者の間で意見の不一致があります。でも、徐々に何が起こっているかということに関
してコンセンサスが出来つつあります。ロングバレー観測所は完璧とは言えませんが、
というのも観測所の中核となるスタッフは少ないからです。その他に、追加的に USGS
や大学から来ているスタッフや科学者の援助も借りなければいけないという状況です。
今、ロングバレーは比較的静かですから、こういう時はいいかもしれませんが、大きな
危機的な状況がロングバレーで起こった場合には、全ての科学者が一つの場所に集まっ
ているということが必要なのです。良い科学的なディスカッションをしようと思ったら、
科学者が色々な場所に散らばっていてはそういうことはできないのです。やはり、一つ
センターとなるような観測所が必要です。
中田(東京大学)：私の質問は全ての学際的な観測所を建てるということですが、それは
爆発の直前に設置されるのでしょうか。そのはるか前でしょうか。先生はアメリカでた
くさんの活火山を扱ってらっしゃると思いますので、一つ一つにそういう学際観測所と
いうのが設置されるべきなのでしょうか。
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ニューホール：先生もご存知のように、観測所は 5 ヶ所あります。全米 5 ヶ所に火山の
観測所がありまして、全部の火山を観ております。ですから、地質調査所では一つ一つ
ある地域を担当しております。特に、富士山のことを考えてお話しようとしているので
すが、もし富士山のことを特定的に想定されるのならば、火山が何年間も静かであった
時には正当化は難しいですよね。全ての学際的な人をフルタイムのスタッフとして雇っ
ていく。ただ、待ちの姿勢で待たせる。10 年 15 年 100 年待たせながらフルタイムで雇
うというのは正当化が難しい。しかし同時に、非常に大切なのは、何らかの計画を持っ
ている。あるいは事前の対策が必要です。科学者たちが他の研究所にいても、その時に
はそこに結集するとか、本当に機能する形で一つの観測所に一同に会するということで
す。そして、危機の時には集まって機能するという事前計画が必要だと思います。もし、
お金に糸目をつけないのなら、人材にも糸目をつけないのであれば、確かにずっと前か
ら設置しておくのがいいと思います。実際、現実的にはお金も人材も限られているわけ
ですので、妥協解決案と致しましては、恐らく日本の火山学会を考えますと、共同観測
所の歴史をお持ちだと思います。ですから、色々な学際的な科学者たちをある火山のた
めに一同に会させるということであります。これをもう少し広げまして、より準恒久的
な観測所にしていくということも可能ではないでしょうか。妥協案として提案、あるい
はたたき台として、私はご提案したいと思います。いかがでしょう。
早川(富士吉田市)：お尋ねします。先程の新聞の報道で、実際にどんなトラブルが起き
たか教えてもらいたいと思います。そして、それがどんな形で修復していったのかを教
えてもらいたいと思います。
ニューホール：ここで実害があったのは、こういうニュースが発表されて、地元の職員
たちが知る前にそれが地元の人たちにニュースが広まってしまったということです。も
ちろんその地元の人たちが新聞を読んで、地元の中央自治体の人たちに電話をして、
「こ
ういう問題が起こっているのに何をしているのか」という質問を問いかけた。そうする
と、地元の職員はとても面子を失いました。それが実害でした。そういうことではなく
て、科学者はまず最初に新聞に知らせる前に、地元の職員や地元の関係者、行政官に知
らせるべきだったと思います。そうすると彼らはそういう問題があることは知っていて、
そういう質問がきた時にはどういうふうに答えればいいかということを考えておく時
間も与えられたはずです。最終的にまた信頼関係が取り戻せたというのは一人の人の努
力があった。デイヴ･ヒルさんの努力によるわけです。デイヴ･ヒルというのはとてもい
い科学者です。とても静かな人で、地元の行政担当官ともちゃんと上手に話せますし、
彼はその何年も前からそういう人たちと話し合っていました。彼らのところも出かけて
行っては質問を受けたり、話をしたりしてきました。ですから、地元の職員も彼には信
頼感を持っていた。彼の努力で関係が修復されましたが、時間はかかりました。もう一
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つ言っておきたいのは、行政官がその他の火山で自分たちのカウンターパートを訪問す
ることが重要だという点です。私たち USGS の方でもマンモスレイクの職員がセント
へレンズに行って自分たちのカウンターパートに会えるようにしました。消防所長はマ
ウントセントへレンズのカウンターパートに会える。あるいは消防所の所長もそうです。
そして自分のカウンターパートに会って話をしていきますと、あまり懐疑的ではなくな
ります。色々な疑いもかなり晴れてきました。
内山：他にございますでしょうか。よろしいでしょうか。では、どうもありがとうござ
いました。
続きまして、イタリアの例ということで、
「エトナ山噴火への行政対応･ナポリ周辺の火
山対策など」ということで、ローマ大学のプロフェッサー、フランコ･バーベリさんに
お願いします。
バーベリ：おはようございます。こちらに来ることが出来て、非常に嬉しく思っており
ます。ご招待頂きましてありがとうございます。非常に刺激的なディスカッションが皆
さんとできるというふうに期待しております。日本の皆さんから色々なことを教えて頂
こうと思っています。
イタリアにおける火山防災についてお話をする前に、少し火山の防災はどういった組織
があるのか。あるいはどういった地域が関連するのかという話をしたいと思います。一
つまとまった科学の組織として、INGV 国立地球物理学火山学研究所というのが設立さ
れております。火山のモニターをイタリアの活火山で行っておりますし、ハザードの評
価も行っています。この研究所が火山活動について色んなシナリオを提出したり、警報
の閾値に達したという情報を出しています。ナショナル･ボルカニックグループは長年、
火山についての基礎研究を行っています。国のレベルではシビル･プロテクション･デパ
ートメント、防災局というのがあります。これは首相の下の内閣府にあるわけですが、
緊急のプランニング、緊急時の調整などを担当している防災担当局です。火山のリスク
マネジメントの責任を取りますのは国の政府の首相府です。また地域レベルでも対策を
とります。カンパニア地域、ベスビオ山があります。エトナがあるシシリアなど。各地
域の主な責任は土地利用の計画を立てるということと、リスクのレベルと大きく関わっ
てまいります。
また今日お話するように、地域レベルの責任範囲として、リスク軽減の策を取るという
ことになります。イタリアには 11 の活火山がありまして、日本の約 10 分の 1 の数で
はありますが、非常に人口密集地に近いところにある火山もありますので、リスクのレ
ベルは高いと思います。最近加わった火山が 2 つあります。ローマ近くのコリ･アルバ
ーニ、そしてパナレアです。こちらはイタリア南部の島にある火山です。コリ･アルバ
ーニはローマ市、パナレアはここにあります。コリ･アルバーニの火山複合群でありま
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すが、中にクレーター湖がありまして、地質あるいは成層を見ますと、この火山の噴火
は完新世にあったということが分かりました。たくさんのラハールが起こっています。
アルバーノ湖のクレーター湖があるわけですが、ここから水が溢れて、ローマへの注水
湖があります。湖から水を引く為に、紀元前 4 世紀にローマ人が水路を作っています。
そして、これは人類初めての防災対策と言われています。リスクの可能性ですが、イタ
リアの首都ローマにもあるのだということがこの火山の存在で出ております。一方パナ
レアですが、特に噴火をしたという証拠はこの 2 万 2 千年についてはありませんが、
2002 年の 11 月に海中で小規模の水蒸気爆発がありまして、その後かなり強いガスの放
出がやはり海からありました。これまでの歴史を振り返って見ますと、ストラボにより
ますと、紀元前 126 年ごろに小規模な水蒸気爆発があったというふうに報告をしてい
ます。地球科学的にみますと、これはマグマと関係がありそうだということで、恐らく
活発なマグマ溜りが深いところにあるのではないかと推定されております。最近 2 つ活
火山に新しいものが加わりました。
溶岩流の制御についてですが、その前にエトナですが、世界で最も活発な活火山の一つ
でありまして、頻繁に噴火が起こっております。2 年ごとくらいに噴火があります。溶
岩流の噴出が多いわけですが、前回はマグマ水蒸気爆発もありました。このようになり
まして、航空機の運行へも障害がありました。あるいは大気汚染を起こしたり、農業や
ライフラインへの影響がありました。溶岩流の噴出はゆっくりですから、地域住民への
危険は少ないわけです。一方で、こういった水蒸気マグマ爆発ですと、かなりの経済的
な影響があります。ここ 20 年ほどエトナ火山では溶岩流の制御を試みていまして、2
つの方法をエトナ山でとっております。まずラバの溶岩の流路を変更するということで
す。自然の流れのレヴィができていますが、それを爆破して、人工に違った流路に流す
ということになります。こちらからとりますと、溶岩の流れが変わっているのが分かり
ますが、最初の自然な流路を塞いで、大きな岩石のフラグメントで方向が変わり、こち
らは自然な溶岩の全線ですが、9km のところで止まりまして、次に噴火が起こった時
に流速が下がって問題にはなりませんでした。こういった貫入をエトナ山で試みていま
す。アーサン･バリアを使ったものであります。91、92 年には溶岩流の流れにトランス
バーサルに、こちらは 1km のところに村がある方向だったのですが、そしてラバが増
えてきて、オーバーフローに近い状況まで来ていました。そしてアーサン･バリアを試
みて良い結果が出ました。溶岩流の流れに対して横行するような形でバリアを一部溶岩
流がカバーしてしまっていますが、観光施設を守ることは出来たのです。今は良く分か
っていますけれども、溶岩流の流れを遅らせるということで、こちらの方向でも試みて
います。
主にこれからベスビオ山に関するものとなります。この写真にありますように、ベスビ
オ火山の周りに人口密集地がありまして、こういった性格を持った火山ということで、
次の噴火も爆発的なものになるのではないかというふうに言われています。また人口密
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集地が近いということで、非常にリスクの大きな火山となっています。世界でも一番リ
スクの高い火山ではないかと思います。これは噴火の歴史をこの火山について見たもの
ですが、最近の活動期ですが、1 万 8 千年前からマウント･ソノマが形成されたのがそ
の前ですが、1 万 8 千年前から 79 年まで大きな噴火がありまして、プリニー型の噴火
が 4 回ありました。そして中規模の爆発性の噴火、サブプリニータイプのものも何度も
起こっています。ここにありますように、コラムの長さがプリニー的なもの、あるいは
準プリニー的なもの、その爆発の程度を示しています。サブプリニーで前回起こったも
のがありまして、3 世紀ずっと活動が続いています。火道がオープンでありまして、頻
繁に噴火が起こっています。最近では 1944 年、今から 60 年前に起こっています。ポ
ンペイでは 79 年に起こっていますが、その後サブプリニー噴火が 472 年と 1631 年に
起こっています。噴火の歴史をみてみますと、2 つの時期がありまして、もちろん規則
性があるとは言えないのですが、この火道がオープンで 3 世紀、1631 年から 1944 年
まで火道がオープンで活動が続いている時期でありまして、VEI は最大で 3、非常に強
いストロンボリ式な噴火であります。1 回の噴火で噴出される量は 0.1km3 以下ですが、
こういった時期が終わりますと、休止期がかなり長く数世紀に渡って、あるいは何千年
にも渡ってそういった時期が続きます。火道は閉塞されています。この長期にわたる休
止期の最後に必ず爆発的な噴火が起こります。その強度は様々で、プリニー式だったり、
サブプリニー式だったりします。従って、前回 44 年の噴火がありましたが、ベスビオ
火山は今、休止期に入っていると言えます。しかしその期間がいつ次の噴火が起こるか
は分かりません。それに対する答えは誰も持っていないと思います。次にもう一度活発
になるのはいつかというのは分からないわけです。
さて、火道が開放になっている時には非常に激しいストロンボリ式の活動が起こります。
短い間隔で、スコリアとか火山降灰があるわけです。火砕流が起こったりします。しか
し、ストロンボリ式ですから短い間隔です。水蒸気マグマ爆発なども起こっております。
1960 年にその大規模なものが起きまして、溶岩の噴出が起こっております。しかし大
規模な爆発でない場合もありました。何せ人口密集地ですから心配です。そしてその後、
長い休止期に入ります。その後プリニー式の噴火がまた起きる。準プリニー式噴火、
1472 年ポンペイの爆発です。そして同じダイナミックで起こったわけです。量は違い
ますがメカニズムは同じです。プリニーのコラムができて、火山灰が噴出して、降り注
いで、風に乗りまして、一連の火砕流が起きて、大雨が続きますので、火山灰や岩滓な
どが広がるというわけです。ですから爆発の活動はプリニー、あるいは準プリニーが起
きて、歴史を通じて 7 回起きております。準プリニーは小規模なエネルギーに相当致し
ます。そしてストロンボリ式は非常に激しいものです。この組み合わせで色々起こると
いうことです。これが低エネルギーから高エネルギーまで色々な爆発のパターンです。
こういうパターンでベスビオ山はかつて爆発してまいりました。そしてマグマの爆発が
頻繁に起こっております。

- 203 -

今、基本的な疑問ですが、科学者たちや火山学者たちが答えなければいけない質問とい
うのは、市民の、あるいは行政当局に保護のための情報をいかに与えるか。16 年爆発
しておりませんが。我々と致しましては、この爆発が次はどういうパターンなのか。そ
して、市民に予報するためにその情報を落とし込むかの問題になるかと思います。歴史
を見てみまして、比較をしてみますと、爆発のエネルギーはどれくらいの物質を噴出さ
せたかで測ると致します。それから休止期というのも比較してみるとこうなります。何
らかの相関関係がここに浮かび上がるわけでありまして、休止期が長ければ長いほど、
次のエネルギーは高いのだということが分かります。これは数学的に証明するのではな
くて、相関関係が分かるわけです。ストロンボリ式が起こるのは短い休止期の後、開放
型の火口の後であります。しかし 100 年も閉鎖型の火口と火道の後には、プリニー式
の非常にエネルギーの高い爆発が起こるという相関関係です。そして幾つかの試みがさ
れまして、確率のキーをベスビオ火山で作ってまいりました。確率の木と言われており
ますが、…などが計算したものです。2004 年に出版された研究、そして確率計算の結
果です。
そして結論だけ申し上げますと、VEI3 つのレベルを考えますと、3 の場合、4 の場合、
5 の場合と考えます。そうしますと、確率はそれぞれ下がっていきます。小さな噴火か
ら大噴火まで。これはプリニー式のポンペイタイプの大爆発に想定いたしますが、これ
は 1641 年の準プリニー式。それからストロンボリ式の小活動というのが 3 に相当する
と思います。それぞれの確率です。3 世紀ぶりにこのベスビオ山では最後の大爆発を起
こしましたから、大爆発ほど確率が低い。これは言ってみれば当たり前ですが。
これは最近の、まだ出版されておりませんが、イベントツリーと言われています。ヨー
ロッパの研究者たちが行いまして、私たちの方からもデータを提供いたしました。アッ
プデートされました確率の木です。それぞれのスタイルが起きる確率を示しております
が、非常に確率論的な評価です。大爆発から小爆発までどのようなことが起きるのか期
待できるということです。
前に戻ります。では、どれを選んで対策をとったらいいのでしょうか。最も高い確率が
あるのはどこかと言いますと、これは選ぶ必要がないでしょう。2 つ理由があります。
まず一つの理由としましては、繰り返しになりますが、このような爆発というのは火道
が開いている時です。ベスビオ火山はその時は今のエトナみたいな時に爆発が起こるわ
けです。ですからこれを選ぶ必要はない。そして 2 番目は、27％くらいの確率だった
ら無視していいのではないか。そして、評価のプロセスというのが必要であれば 10％
くらい。そして大プリニーの爆発を考えてみれば、一番大きなものも除外してもいいの
ではないか。一番小さなものも除外してもいいのではないか。大体真ん中くらい。そし
てプリニー爆発ということになりますと、1641 年に起きましたシナリオに似ていると
思います。最初考えなければいけないのは、テフラの降灰に対するリスク。火砕流が起
きますから、まずこれを想定して対策をとらなければならない。
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そして、これがまとめた表ですが、屋根が壊れる確率を見ております。300 キロを基準
と致しました。テフラが降る時、平方メートル辺り 300 キロくらいで屋根が壊れるで
あろうと。これは火砕流が起きて、テフラがこれだけ積み重なったら屋根が落ちるだろ
うということです。これをイエローと致しました。もちろん、過去のデータを参考にし
てまとめたものです。それぞれどういう特徴で降灰があったかということを考慮してお
ります。風向きや風速にもよる指標です。これはこの距離ですが、これくらい 1631 年
に降灰があったところです。その時はプリニー式の爆発でした。ですからこの部分だけ
が、恐らくこの影響を受けるであろうということ。今の風速、風向を考えたら、これで
はないかという予想です。
もう一つ重要なのが、火砕流をこうむる地域はどこかということです。これはここ数年、
引き続きアップデートが続いておりますが、ベスビオの緊急計画ですが、今はアップデ
ート中です。そして、この赤い線は恐らく火砕流の暴露を受けるのではないかというの
が、今の最新版です。この周辺部ですが、実はベスビオ行政境界なのです。それと同時
に、この現場の観察データというのを重ね合わせまして、過去のデータ、そして数値シ
ミュレーションをやったものです。そして基準にしたのが 1631 年に起きましたプリニ
ー式の爆発と火砕流です。1631 年の時には変成岩のバリアというのが観察されており
ます。しかし、これがたまたまバリアになって北側の方には流れていかなかったのです。
こういうことになりますと、マグマのガスの内容物でも変わりますし、それからマグマ
の物理的な組成でも変わるわけです。たまたま北の方にはその時の変成岩のお陰で広が
らなかったという場合もありますが、それがなかったというシミュレーションも考えて
おかなければなりません。ところで、ベスビオ山の火砕流の数値シミュレーションもし
たと申し上げましたが、それを踏まえまして、危険地帯というのを指定しなければいけ
ません。二次元のシミュレーションを物理的な、あるいは数値的なシミュレーションを
して決定しております。これが火砕流の数値シミュレーションの例です。これは非常に
重要な、数年前の進化だったと思いますが、ピザの火山のシミュレーションでも大活躍
してくれたグループが作ってくれましたが、これからシミュレーションの成果がどんど
ん良くなってきております。例えば、幾つかの種類の粒子、それから非常に複雑な要素
が入れられるようになってきております。それからヨーロッパの研究、そして爆発、噴
火研究所の研究がありまして、まだ発表されておりませんが、オースト･ネリーさんと
いう科学者がこのプリニー式の噴火のシミュレーションをやってくれました。非常に新
しい 3D のモデルです。3 次元ですから非常によく分かります。火山がどのように変形
しているのか、火成岩がどのように変成していくのかというのを全て三次元でシミュレ
ーションしてくれますので、極めてよく分かります。これを踏まえて、どうやったらコ
ントロールできるのか。火砕流が起きるのは仕方が無いですが、どこを境界にして止め
られるのかというのを踏まえましたらより正確に予測できます。このシミュレーション
があと数ヶ月で結論を迎えることになっておりますので、これが終わりましたら、私た
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ちは現場のデータと重ね合わせて、ここまでは火砕流が来るであろうということがより
よく正確に理解できると思います。非常にデリケートな操作にはなりますが。と言いま
すのも、多くの人がここに住んでいるわけです。「ここまで危なくなる」という境界を
発表するというのは彼らにとって大変微妙ですよね。しかし、市民を守っていくために
は非常に重要な点になるわけです。
そして他の重要な結果ですが、過去数年間の成果と致しまして、火山学の伝統的な研究
ではなくて、もっと工学的な研究とか評価がされるようになりました。そして、流体の
速さと都市居住区の相互作用があったらどうなるのかということです。かなり工学的な
研究ですが、こんなこともされております。都市部にはたくさんのビルがあるわけです
が、流体や噴出物が流れていったときにはどういう流れの変化があるのかということで
す。これは力動的に火砕流がどういうふうに変わっていくのか、どこまで行くのかとい
う研究でして、このようなデータを獲得することによりまして、ダイナミック圧力とい
うものが研究されるわけです。こういうことが分かれば、恐らく緩和策も分かってくる
のではないかと思います。人々はここの家にいるわけにはいきませんよね。こういう時
には必ず避難しなければいけません。でも、そうであっても残った住居地やビルが火山
灰を止めてくれるかもしれないのです。ですから、そういう正当性もあるということで
す。人は退避させなければいけませんが、ビルは残しておけば、それが役に立ってくれ
るかもしれない。
そして、ラハール流のシミュレーションですが、2 つの部分で、恐らくベスビオのコー
ンのところですが、2 ヶ所ラハールの可能性があるところがあります。風に乗りまして、
急斜面のところに火山灰が降る。そして緩い結合力の小さいものが時には、ラハールに
なることがあるかもしれないわけです。すなわち、急峻なところに灰が降って、そして
雨が降って、そして急峻であれば流れ出て、ラハールになるというわけです。土石流の
こと、泥流のことです。そして、こういう事態がラハールの影響を受けるであろうとい
うこと。これは降灰の後ですが、これもやはりシミュレーションが出来るようになって
きております。風下の急斜面。再びこの地域全体が影響を受けるということではなくて、
先にも申し上げましたが、風速、風向である一部しか影響がないかもしれないわけです。
その時の運次第ということがありますが、可能性があれば、これだけ全ての地域だとい
うことです。
この研究を全てまとめてみますとどういうことが言えるか。ハザードマップには 3 つの
ゾーンが設定されました。レッドゾーンですが、火砕流に暴露されるところです。これ
がレッドゾーンに指定致しました。これは噴火の前に退避させなければいけないところ
です。数分で歴史が教えております。噴火が始まって数分でコーンが崩落いたしますと、
火砕流で壊滅するところです。ですから、噴火が起こっては遅いところです。ですから、
噴火が起こる前に避難を命ずるところです。これは一番深刻な問題でして、50 万以上
の人がこのレッドゾーンに住んでいるのです。現在でも 55 万 1 千人がレッドゾーンに
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住んでいるのです。ですから、すごく問題です。10 年前、15 年前でしたら、恐らくレ
ッドゾーンで 3 万 5 千人も人口が多かったわけですから、人口が減ってきたと言われま
す。このレッドゾーン人たちは緊急退避計画を予め立てておく必要があります。そして、
次が黄色のゾーンですが、火砕流のポールアウトと言われる一時的なものにさらされる
ところです。ここには 100 万人以上の人が住んでおります。恐らく 10％15％の人が影
響を受けるだけであろうということ。これがイエローゾーンです。風向き次第、風速次
第です。これは噴火の始まった後に避難すれば宜しいというわけです。と言いますのも、
ここにどれくらい影響があるのかというのは、風向きを踏まえなければ精査できません
ので、雲を見て、風を見て避難すればいいのがイエローゾーンです。ブルーゾーンとい
うのは、ラハールと洪水が起こるところです。ここでも 20 万近い人が住んでおります。
ベスビオ緊急計画ですが、ベスビオ市とイタリアのその他の地域のペアリングの合意契
約で出ております。北から南まで下のシシリー島までのイタリアの各地ですが、ベスビ
オの都市部の人は緊急のときは受け入れましょうという計画。この計画が出来ましたの
はできるだけ団結を図るという希望の元に打ち出されたものでありますが、同じ人たち
が一度に避難してきたら、行政も教師もできるだけ社会の結束というのをそのまま持っ
ていきましょうということです。社会的な混乱が起きないままに避難しましょうという
計画であります。カンパニア地方はベスビオの影響を受けてきましたが、黄色ゾーンの
ところに住んでいる人たち、あるいはラハールゾーンに住んでいる人たちを他の地域で
も受け入れましょうとなっております。このペアリング計画は政府も合意、承認してお
ります。イタリアには中央政府と地方自治体の会議というのがありまして、ここでも承
認されております。地方自治体と主催地の間でリンクをとるという、主催コミュニティ
とのリンクアップの計画があります。受け入れ地とのリンクがあります。これが緊急の
時にレッドゾーンの人たちがとる避難路です。しかし、これは噴火が始まったときの予
測の精度にもよります。失敗例や成功例もあると思います。ラバウルとか伊豆大島など
は日本でも退避というのは成功してらっしゃると思います。しかし、失敗例もあるわけ
です。
ここで疑問になりますのは、将来の私たち火山学者はベスビオの緊急事態に直面いたし
ましたら、本当に認識できるかどうかということです。そして噴火の兆候というのを正
しく掴まえられるかどうかの疑問がまだ残ります。成功したという例は申し上げました。
ラバウル、ピナツボ、伊豆大島は予想に成功しましたが、先程申し上げたように、大失
敗もあったということです。1976 年のスーフリエールは失敗だったと思います。基本
的には偽警報を出してしまったということです。爆発も噴火もないのに、たくさんの人
が避難しました。それからコロンビアでは 2 万 5 千人が亡くなった、非常に悲劇的なも
のがありました。ネヴァド･デル･ルイズ火山の例です。
最も困難なことで大切なことと致しまして、ワークショップで討論して欲しいのは、例
えば本当に大きなジレンマではないでしょうか。火山学者として直面するのはジレンマ
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だとお思います。何らかの危機で間違った警報を出したくないのであれば、少し待たな
ければなりません。一箱おいて待たなければいけない。前兆を捉えて、前兆がはっきり
しているかもしれない。恐らく噴火が起こるでしょうと。しかしその時では遅いかもし
れない。そこはジレンマです。はっきりしなくてはいけないのは、例えばベスビオ火山
のような場合、予測が成功するか失敗するかですが、これこそ現実になるのは安全に退
避するだけの時間を与えれば成功します。火山学者として予想するわけですが、数時間
前に噴火が来ると言い当てて、科学的には正確かもしれないが、人命を守るということ
は失敗かもしれない。ですから、このようなジレンマを避けるために他の問題も考えて
おかなければいけないでしょう。そして、早く出しすぎては間違った警報になってしま
すかもしれない。だから、この間の橋渡しということが火山学者としてはやらなければ
いけないけれども難しいです。
最後になりましたが、非常に重要なリスク管理計画ですが、最近ベスビオとカンパニア
地方の地方自治体が承認してくれた緊急計画です。まず目的は、リスク意識向上です。
このレッドゾーンに恒久的に住む人、すなわち火砕流に直面する人たちの人口を減らそ
うというのが一つの計画です。もう申し上げましたが、自主的に人口が減ってきている
のです。過去 10 年間で、永住している人たちは 3 万 5 千人に減りました。そして重要
な目的としまして、人々に「こういう問題があるのです」という教育活動をするという
ことです。そして、学校レベルでの教育をする。これは数年間続けておりますが、この
情報を子供たちに伝えましたら、教育するのが最善の方法であるということ。子供たち
が両親に語ってくれるからです。そして、小学校で教えるということ。そうしますと、
彼らはリスクがあるということ、あるいは資料などを小学生に渡しますと、家に帰って
家族に渡してくれるということで、教育キャンペーンとして大変効果があることが分か
りました。この計画の通過点としては、新築住宅を 19 の街では建築禁止にしようと、
ここが最終的な目的です。非常に簡単かもしれませんが、「言うは易し」です。新規の
住宅を建ててはいけないというのも、このレッドゾーンにあります都市では、新しい住
民を受け入れてはいけないということになるからです。そうしますと、土地価格にも大
きな影響があるでしょう。ですから「言うは易し、行うは難し」というところでありま
す。そして、不法建築の取締り。それから、1 所帯に 3 万ユーロ与えまして、レッドゾ
ーンの外に家を建てれば 3 万ユーロの助成金を 1 所帯に支給いたします。そして、新し
い公共施設ですが、外に建てることによりまして、最も貧しい人たちの公共住宅はレッ
ドゾーンの外に建てる。そして、今の住宅というのは助成金を出して、民宿に改築する。
そして観光客を呼び込むことによりまして、この地方の人たちや経済的な支援が与えら
れますが、永久に住む人は減ります。観光客というのは自分たちの家ではありませんか
ら問題にならないわけです。観光だけに来る人たちです。ですから、良くご存知だと思
いますが、観光客はリスクがあるかもしれないという声に影響を受けるかもしれません
が、本当の人命の危機ということになりましたら、恒久的な市民に比べまして、観光客
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はそれほどの問題ではありません。そして全体で 8 億 7 千万ドルを投資することにより
まして、多くの人たちをレッドゾーンの外に出してしまおうということです。すでに 3
万所帯がこのプログラムに申請を出しております。そして、将来影響が出てくるでしょ
う。
最後のコメントをしたいと思いますが、このプログラムがカンパニア地域で承認されて
から、ベスビオ地域の民間の市民と行政当局の間で活発な討論があったわけです。結果
と致しましては、この計画はもう成果を上げていると思います。リスク意識が大いに高
まったということです。この計画が提案されて討論されただけで、ベスビオ山というの
は活火山だということが分かってきたわけです。ですから、危険が迫ってくるかもしれ
ないという認識が大いに高まったと思います。
2 番目のコメントと致しまして、イタリアで初めてある地域で大きなお金を使いまして、
人口を減らして、家族のリスクを減らしたということ。史上初めて 8 億 7 千万ドルもか
けて投資をしたということです。ベスビオ山というのは、非常に謎の多い火山です。ま
だ防災という意味で理解すべきことが山ほどありますが、正しい方向に向かっていると
思います。ありがとうございました。
内山：ありがとうございました。質問を 1 つか 2 つ受けたいと思います。お願いします。
曽根(暁星国際学園）
：この歴史的なデータや理論を基にシミュレートをし、火山の防災
対策を行うというのは非常に面白く、興味を持ちました。そこで、イタリアというのを
聞いて、スポーツをイメージしたのですが、若い人やイタリア全体の一般市民における
地震や火山に対する理解や教育はどれだけ浸透し、どのように行われているのでしょう
か。
バーベリ：イタリアの活火山は全てイタリア南部にあるわけです。ナポリやシシリアな
ど、そしてローマ地域に活火山があるということも今日申し上げました。実は、リスク
に対する意識は地域によってかなり違うと思います。エトナはしょっちゅう噴火があり
ます。ストロンボリもそうです。この辺はよく噴火をしますので、火山が活動し、リス
クがあるということは一般の人たちの文化や生活の一部になっていると思いますが、そ
ういった地域とは違うところですと、リスク意識が段々と低くなっています。数年前に
社会学的な調査を行いました。ベスビオの人たち 3 万人を対象にアンケートのような調
査を行いました。そして、はっきりとした結果が出ました。リスク意識のレベルは非常
に低かったです。殆どの人たちは緊急プランがあるということも知りませんでしたし、
恐らくこういった緊急計画が実施されるようなことは有効性もないんじゃないかとい
う懐疑的な意見が多かったのです。従って、啓蒙キャンペーンが始まりました。来年で
すが、同じようなリスク意識の調査を行って、啓蒙キャンペーンの効果があったかどう
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かを見ようと思っているところです。
内山：他にございますでしょうか。
早川(富士吉田市)：エトナ山の火山についてお尋ねします。先程、溶岩流を変えたとい
うお話でしたが、現在その評価というのはどうなっているのでしょうか。溶岩流を変え
ることによって、どんな問題点があるかということをお尋ねしたいと思います。
バーベリ：溶岩流を変えたということですね。これは火山学者の目的の一つだと思いま
す。何年間も彼らが話題にしてきた目的の一つだと思います。多くの場合、可能性がな
いと無理だと、あるいは当局が禁止したこともあると思います。と言いますのも、市民
の反応が鈍いからです。例えば、流れが大きな都市を破壊しても、これは神のなせる業
だから仕方がないじゃないか。あるいは流れを変えて別のところに流しても、あなたは
全責任をとらなければいけません。不動産が壊れてしまいますが、あなたが責任を取ら
なければいけないと言われる。1981 年のことでしたが、イタリアの市民保護局が計画
を立てたことがございます。もしもその時になれば、溶岩流の流れを変える試みをしよ
うではないか。その時、市民保護局、政府ですが、議会に法案を出して通りました。す
なわち、そのような試みを正当化するということです。しかし、条件がつきまして、も
ちろん新しく流す方ですが、これは破壊が少ない方に流しなさいということです。それ
が一つの条件です。そして、中央政府ですが、それは責任を取りましょうと。それで壊
れる不動産については政府が面倒を見ましょうという条件でした。そして実際、83 年
にエトナ山は爆発しました。村に危険なくらい近づきまして、初めて、この時の実験に
なったわけです。そして、どこに向かって流すのか選択をしなくてはなりません。でき
れば全く被害のないところに流したいのですが、しかしながら少なくする方に流さなけ
ればなりません。エトナ山では高いところにあった溶岩流だったのでできたのですが、
ベスビオ山ではちょっと無理なのです。周りにビルとか住宅が密集しております。どこ
に流してもベスビオ山では被害があるわけです。ある一つの都市が破壊されなくても、
隣の都市が破壊されてしまう。でもエトナ山では可能でありました。もう一つ、81 年
82 年にやった試みと致しまして、重要な実験として行ったわけです。そして 91 年 92
年も行われております。そして中央政府はその時には財政的な支援もやってくれます。
高くつきますから自動的に出してくれると思います。それと同時に、何らかが壊れたの
であれば、やはり政府が保障してあげましょうという条件がつくと思います。だから
91 年も 92 年も協力してくれました。
早川(暁星国際学園)：日本では昔から火山というのは神様の山ということで、崇拝の対
象になっていて、現在でもそういう形の残っているものは見られるのですが、一方イタ
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リアにおいて、僕はラテン文学が好きでして、イルジエリオの書いた『イーニード･ア
イネアス』で読んだことがあるんですが、「エトナ山には黄泉の国、死の国へ通じる入
り口がある」という記載があったんですが、それと同じように、現在のイタリアにおい
ても火山に対する崇拝の念とか神の山という思いは存在するのでしょうか。
バーベリ：どの国でも活火山があれば、昔から伝統的に宗教心があると思います。火山
というのは信仰の対象である神が住まうところという意識はあると思いますので、ハワ
イも火山がありますが、「火の女神が住む」と言われています。イタリアではヨーロッ
パ文明をさかのぼって考えていけば、ギリシャ神話やローマ神話を見てみますと、活火
山にはやはり聖なる者が住むと。「ボルカーノ」というのはウルカヌス、火事をつかさ
どるローマの神の名前でありました。そして段々と時が経つにつれて、火山あるいは地
震を政治的や宗教的な理由から使うことが出てまいりました。大きな災害があると、そ
れは神のせいであって、神が人々の良くない行動に罰を与えようとしているというふう
に。例えば、政治家が反対勢力を抑えるために主張したりしました。ごく最近になって
違いますが、エトナ山やベスビオ山の地域の人たちは最近までこれは神のなせる業であ
ると思っていました。ごく最近まで溶岩流がエトナ山から流れてきた時に、街の人たち
が行列を作って神に溶岩流の制御を願ったり、溶岩流を止めてくれと願うということが
ありました。こういう迷信的な行動というのは段々と減ってきてはいますが、しかしど
こでも火山を見ますと、今では火山も地震も自然現象であり、神とは関係ないと感じる
ようになっていると思いますが。
内山：次に行きたいと思います。どうもありがとうございました。
次はイギリス「1995 年～2005 年モンセラー島噴火期間における科学的アドバイス」と
いうことで、元モンセラー島観測所長のドクター･ウィリー･アスピノールさんにお願い
します。
アスピノール：荒牧先生、同僚の方にお招きを感謝してから始めたいと思います。ワー
クショックに参加下さいまして、そして私の日本の最初の訪問を可能にして下さいまし
た。しかしながら私がこれでやりたいと思っておりますのは、できるだけ早くざっと多
くのハイライト部分を申し上げたいと思います。
モンセラーの火山で何が起きたかということです。まだ続いていて、10 年続いている
のですが、あまりに長いものですし、自然としても長いものです。小さな島であります
し、恐らく三宅島くらいの面積しかありません。そして爆発する火山と一緒に暮らして
きた人たちがいるわけです。ということは、若い人たちもノンストップで集中的に働か
なければいけなかった。そして、科学防災の緩和に努めなければいけませんでした。そ
して、住民とモンセラーの行政担当と仕事をしていかなければなりませんでした。イン
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ド諸島の小さな町ですが、イギリスの保護領になっております。ですから、イギリスの
政府が責任を持っているわけです。この人たちの安全を守らなければいけません。人々
を保護しなければいけないのです。そして混乱を避けるために申し上げておきますが、
スーフリエール･ヒルズというフランスの名前です。モンセラー島のスーフリエール･
ヒルズですが、ワードループとは違います。モンセラーの人たちに関する限り、1995
年の 7 月に危機は始まりましたが、全く気づいておりませんでした。若い活火山である
ということを知りませんでした。もちろん科学者は知っておりましたが、モンセラーの
住民は知りませんでした。台風の方が心配だったのです。ハリケーンの方が心配だとい
うことです。大災害は 1989 年にもたらされております。モンセラー島の経済がハリケ
ーンから回復しつつあるところでしたが、活火山が急に目覚めまして、政府や住民を驚
かしたわけです。そして科学者も非常に関心を払うようになりました。これが 1995 年
の 4 月に始まりました。簡単に申し上げたいと思いますが、地域の歴史があったわけで
す。このカリブ海の東部です。最も有名なのがモン･ペレでありましょう。1902 年マル
チニク島でしたが、これが初めて火砕流の記録に残っております。このメカニズムです
が、マルチニク島のサンピエールの街でしたが、瞬時に破壊されてしまいました。火砕
流や噴火で 2 万 9 千人が亡くなりました。しかしながら、その時には国民の心配より政
治が優先されてしまったということがありました。選挙が近づいておりましたので、街
を離れないように言われたわけです。ですから、これだけの犠牲者が出てしまいました。
これを教訓と致しまして、カリブ海の東部で政治や地域社会のリーダーにこの間違いは
繰り返したくないということでありました。間違った決定で人命を失わせたくないとい
うことでした。
1976 年グアデルペというもう一つのフランス語の名前を持つ島で不安定になりまして、
先程話にも出てきましたが、警報が出たのですが、爆発がなかったということです。私
はその時グアデルペにいたのですが、警報というのは信じておりましたが噴火しなかっ
たわけです。しかし、多くの人たちが退避してしまったのです。この火山の周りから何
ヶ月も離されましたけど、何も起こらないじゃないかと。フランス政府も多大なお金を
払ったわけです。科学者や住民の中にも非常に厳しい非難が出まして、火山学者は実践
的な科学者でして、人々を守るはずですが、すっかり面子を失って、信用がなくなった
ということになりました。
そして 20 年致しまして、非常に似たモンセラー火山ですが、この危機をどうやって乗
り切るか、ということの考慮が始まったのが 1995 年の 7 月でした。比較的に科学的な
曖昧さということも限界があるということも分かりました。科学の限界がありましたの
で、意見が割れたわけです。まずインフラがなかったので、非常に小さな島ではありま
したが、モンセラー火山の小さな町がありまして、発電所や病院もあったのですが、空
港はどこにあったのか。火山に非常に近いところにありました。ですから、火成岩の堆
積物の上に建てられた空港であったわけです。その空港を使わなければ出入りが出来な
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かったというところでした。では、科学の証拠も解釈が難しかったということですが、
火山活動は強いものでした。しかし曖昧だったのです。あちこちで群発が起こり、色々
な都市で起こってしまいました。これが地震学者の色々な解釈になって現れました。こ
この山が危ないのか、こっちの山が危ないのか、あるいは岩脈貫入が起こっているのか
よく分からなかったのです。クレーターというのはあまりよく見えておりませんが、新
しい押し出しでありました。そしてクレーターの例が 2 つあったのですが、全く色が違
ったわけです。数メートル離れているだけだったのですが、地球科学者ですと、この色
の違いを説明してくれるかもしれません。本当に分裂症的だったのです。自然さえも分
裂症的で、不確定的が高かったわけです。こういうものが火山学者の前に突きつけられ
たわけです。ドームが出来たのは 1996 年。そして、岩線ができはじめました。最初は
伝統的には西インド諸島の火山ではこの噴火の終わりと、マグマのガスが抜けたところ
だと。そして、スカスカになってきたのが伝統的な考え方でありましたけれども、火山
学者の中には確かに噴火が終わりに近づいたと、あと数ヶ月で終わると解釈した人もあ
りました。
さて、何が起こったかということですが、数ヶ月も神経質に待っておりましたが、1996
年 3 月に火砕流が起こってしまいました。人命も失われました。どんどん大きくなって
いきまして、一つの問題と致しましては、ゆっくりと成長していったものですので、イ
ンフラもあまり徐々に大きくなっていきましたので、人々は火砕流に慣れ、無視するよ
うになったわけです。それが問題です。そして、これが噴火の活動的なときですが、97
年 6 月 25 日。ちょっと前倒しでお見せしていますが、ドームが崩壊したところです。
29 人が亡くなっています。これは火砕流が発生したところです。ヘリコプターからの
動画です。最初の雲がどのように発生しているかとか、幾つかの村を飲み込んでしまい
ました。住民の中にはここにいてはいけない人もいたのですが、禁を犯して入った人が
いたわけです。これは噴火の初期の映像ですが、ドームが形成されたところです。そし
て、小さな火砕流が起こっていたのです。崩壊に伴うものです。そして人々がこんなも
のを見たら慣れてしまうわけです。「あー、またか」というわけです。ですから、本当
に危険になったら説得するのが難しかったわけです。小さな火砕流は何回も起こるかも
しれないが、大きなものに備えなさいということです。地震と同じです。日本では中程
度の地震というのはたくさん起きるかもしれませんが、大地震に備えておかなければい
けない。それと同じです。
もう一つお見せする理由としては、バーベリ先生もおっしゃいましたが、人々の一般教
育が絶対必要です。その一つと致しまして、ビジュアルのインパクトのあるものを見せ
る。そうでなければ一般の人は理解できないのです。危ないということが分からない。
そして、数ヶ月の間にこれだけ大きくなりましたということです。火山の爆発もどんど
ん活発になりましたし、非常に危険な火砕流になりました。そして、一連の火山型の爆
発も起きまして、火山変成ということでは小さいかもしれませんが、ドームが壊れて、
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火砕流が発生して、サージ運河が出来たということが分かると思います。火山そのもの
はそれほど変形していないと言えるかもしれませんが、もう 4、5km のところまで迫っ
たわけです。ですから 10 年間モンセラー島で一連の現象が起きました。ここで火砕流
が流れてきて、クレーターの出口から出て、デルタ状態のものを作ったということです。
海まで到達いたしました。ということで、科学者の特権と致しまして、自然が本当に私
たちの目前と都市を作るところであります。モンセラーの人たちはそれどころの話では
ないかもしれませんが。こういう映像を見せられたら科学者としては大喜びです。
もう一つ申し上げますと、二つ大きなイベント起こっておりますが、モンセラー島では
悲しいことにいつも夜起きていたのです。ですから映像で見せられないものが多いので
す。本当に大きなもの、破壊の最も大きかったところは見せられません。これは火山の
上から、そしてクレーターの切れ目から見えるところですが、この火砕流が海まで到達
したところです。先にも申し上げましたが、この火山の近くに空港がありました。そし
て、科学者の最も大きな問題と致しましては、危機がどんどん大きくなりますと、出入
りする航空会社が本当に心配し始めたわけです。この中に着陸したくないということで
す。そして、空港に着陸するときには科学者がいないと着陸しないというところまでき
ました。ですから科学者と致しましては、本当に人間を盾に取り始めたわけです。私た
ちは人質にとられてしまったわけです。これが非常に危機的な問題になりました。科学
はどこまで介入したらいいのかということをワークショップで是非この点をお話して
頂きたいと思います。教えを拝借したいと思います。そして、これは徐々に進む状況だ
ったのです。どんどん悪くなってきたということです。そして、時と共にいつも行政担
当官とか市民がここに住み続けたということがありました。これがモンセラー島の特徴
でありました。そして科学者が彼らを守らなければいけなかったというのが特徴だった
と思います。
さて、一つの困難だった側面ですが、火山は多くの場合、地面から見えないのです。熱
帯性の島でありますので、雨や雲がかかるわけです。ですから、空港に立っておりまし
たら山が見えない。恐らく、1 分か 2 分で火砕流が長い丘を流れ下ってくるかもしれな
いのですが、それまで分からないんです。そして大火砕流が発生いたしましたのが、500
万立米の岩屑が降りてきましたが、1997 年の真ん中くらいでして、空港に迫りました。
そして東側の村を幾つか埋めてしまいまして、19 人が亡くなりました。これは立ち入
り禁止区域であったにも関わらず、何ヶ月も情報を受けていたにも関わらず、これは死
に様としては本当に悪い死に様です。しかし、リスクを持って家族や家禽を守っていた
ために犠牲になったわけです。恐らくベスビオのミニ版ではないかと思います。1 万 5
千人が小さな火山の近くに住んでいる。50 万人ではありませんが、モンセラー島では
どれだけ痛みが激しかったかということで、共有できる情報ではないかと思います。怪
我をした人や死亡した人たちは全て危険区域に入っていた人たちです。そして科学者も
危険地帯には入ります。普通の人たちは科学者が入るなら安全だと思ってしまう。科学
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者は 1、2 時間いるだけです。外に出るわけですが、私たちは閉じ込められても無線な
どを持っていますが、住民はそうではありません。最終的にはターミナルが数ヶ月後、
火砕流がもう一回起きたときに破壊されてしまいました。そして 7 月 25 日、全ての人
が退避を致しました。バーベリ先生もおっしゃいましたが、この財産を守るということ
です。そして火山灰から守るということは非常に重要です。また戻ってきて家を建てて
住むのだったらそれが非常に重要です。火山灰から守っておかなければいけません。そ
して多くの人たちが火山の噴火と共に生きていきたいという住民が多かったわけです。
そしてその時には危険地帯ですから非常に細かい管理が必要です。そうすると行政官、
科学者と致しましては、色々なゾーンに分けなければいけない。非常に複雑です。これ
を申し上げますのも、モンセラーの火山灰ですが、非常に毒性の高い鉱物の含有量が多
かったわけです。ですから、それを吸ってしまいますと肺が痛みます。保健問題があっ
たということです。モンセラーの人たちはベストを尽くし、火山と共に生きて生きたい
ということです。家を全部危険地帯の外に出そうとする人たちです。噴火があるのにこ
のような日常生活を続けた人たちもいました。給油のシーンであります。そしてこの島
は火山には最も悪いサイズでして、もっと小さければ全島避難が出来たと思います。あ
るいはすごく大きかったら他のところ、あるいは北のほうにインフラがあれば人を避難
させることが出来た。それもできない。ということで、噴火には最も悪いサイズの島で
あったということです。しかし、私は 1976 年にグアデルペの経験を積んでおりました
から、問題を見まして、科学者の意見の相違も見ました。モンセラーでは当局に科学的
に勧告をする公式手順を実施し始めました。ワークショップではこの後もう少しお話し
することが出来るかもしれませんが、新しい転換でした。ヨーロッパの宇宙局が始めた
ものでした。危機があったときには科学エンジニアが集まってより良い決定をするため
です。モンセラーでは私たちは始めました。強調しておきたいのですが、何らかの疑問
があって答えが欲しいということになりましたら、あるデータで確率性を図って、この
手順を全ての専門家の意見を束ねていったわけです。そして、統計的な分布というのも
活用致しまして、一つの数字だけに頼らないように致しました。
モンセラーでは違いまして、科学的な答えと全てのデータを結集して判断をしようと致
しました。イベントツリーです。ニューホール先生も話をして下さいました。色んなコ
ースの確率を各段階で見ているわけですが、後ろにスプレッドシートがあります。アン
サーテュンティー、不確実性というのがありまして、±0.83 という、例えばこういった
不確実性があるということになります。最初の分岐点は科学者のグループがマグマ性で
はない、グアデルペ的な方がマグマ性のものよりも確率が高いというふうに考えたわけ
ですが、あとはこちらは確率の高い方を選んでブランチングしています。正確なところ、
本当にこのようなコースで噴火が起こるかどうかは分かりませんが、最善のアドバイス
を専門家のスキルを使いながら行っています。かなり複雑なものでありまして、パブリ
ックリスク、死傷者などのリスクを見たものです。一つのセルに数字が入っています。
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いずれもリスクアナリス統計的な分布を見た結果でありまして、一つ一つのファクター
が大きなリスク一つ一つの要因に関わっています。技術的な話になりますので、ワーク
ショップで詳しくと思っています。どういった結果が出たかといいますと、典型的なリ
スクカーブが出ています。例えば、原子力あるいは科学の産業界でもあると思います
FN カジョリティの数を見ますと、1 以上のファタリティがある。そしてアセスメント
のタイミングを見ています。その大きさマグニチュードを見ています。科学者がどのよ
うにリスクの暴露を測定しているかということを示しています。このような情報を防災
担当者に提供して、1 千分の 1 の可能性、あるいは 100 分の１というような数字を示し
ながら判断を求めるということになります。個人レベルのリスク暴露で、どこに住んで
いるかということで、リスクはどうなっているかということを示しています。医療健康
関係のスケールとして使っています。これで答えにはなりませんが、ガイダンスあるい
は情報ということで、これを活用して担当者が判断することになります。
この図ですが、ハザードカーブの一つを取りまして、それを分けて住民に対するリスク
ですが、立ち入り禁止区域を広げたらどうなるのかということを示しています。下のカ
ーブはリスクが減るということを示しています。その際には退避命令を出す人の数を増
やした場合と言うことになります。どの辺のリスクが受け入れに適切なリスクかという
ことで、社会全般という観点からガイダンス的な情報を提供できると思います。原子力
ケミカルプラント、あるいは社会的なリスクのレベルのターゲットを考える際に、火山
でも同じだと思いますが、しかしケミカルプラントと火山噴火をそのまま比較するのは
難しいということで、他の自然災害、モンセラーで起こりますハリケーン、地震などと
比べています。リスクカーブですが、ハリケーンや地震のリスクと比べてどうなるかと
いうことを示しています。それに合わせて、立ち入り禁止区域を広げることによって、
ハリケーンや地震と同じくらいのリスクのレベルまで火山の被害が下がるということ
が分かります。そうなると、きっと受け入れることができるのではないかというふうに
考えられます。許容範囲に入るのではないかと思うのです。
一つ科学者として難しいのは脅威が起こりうるということをこの火山について予測す
るわけですが、小規模なクリプトドームな 96 年のセントへレンズと同じようなものが
起こるのではないかということです。地震が起こって、亀裂が発生し、マテリアルの降
下が始まる。そうしますと、政府に出して、私たちはモンセラーでこちら側には誰も住
んではならないということを申し上げたのですが、なかなか実際は難しい。何ヶ月もそ
ういった状況が続きまして、リスクがあるということを言い続けたのです。１年間経っ
て、最初のリスクが分かってから、ラテラルブラストが起こって、こちら側が大きな被
害を受けました。真夜中に起こりましたので、ビデオの記録はありませんが、セントへ
レンズと 96 年のブラストに 80 年のものとよく似たもののもっと小さいものになりま
して、被害を出しました。英国政府がモンセラーの問題があるのに、非常に対応が遅い
ということです。2 年以上避難所に住んでいるということになりますと、非常に大変な
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のですが、3 年目になってやっと北の方に新しい住居を建てるという対策を取り始めま
した。それでも何千名の人たち、4 万人のうち 9 千人の死者が出たということで島を離
れました。火山とは関係ありませんが、2 つの問題があります。経済的な観点から、借
金をして 1989 年のハリケーンの後に家を建て直した人が多いわけです。従って、この
立ち入り禁止区域にいるような人たちは借金を抱えているし、もう住めないということ
もあったわけです。
また、バーベリ先生もおっしゃいましたが、宗教的なリーダーというのがこの島にいる
のですが、キリスト教の島です。そういった宗教のリーダーが実は最初に島を離れた。
聖書的な解釈もあったのかもしれませんが、まず初めに島を離れてしまったわけです。
2001 年に火山が第二時期に入りました。大きくドームの成長が続きまして、最大のド
ームが出来ました。2003 年の 7 月ですが、最初のクレーターの上にドームが成長して
おりまして、クレーターを全部塞いでいます。そしてこちらに大きな崩壊が起こります
と、こちらは人が住んでいるところになりますので、一番お金がある人たちがたまたま
この地域に住んでいる。従って、島を離れたくないと言う人たちが住んでいるところに
被害が起こりうるということです。ドーム自体のコラプスが 2003 年の 7 月に起こって
います。これは歴史上最大のドームの崩壊ではないかと思います。2 億 1 千万立米の物
質が 9 時間の間に噴出しました。やはり夜中に起こったということで、ビデオや写真は
残っておりません。フランスの観測所によりますと、火砕流が水の中 40km も海流を流
れたと言っています。モンセラーにとっては全島に降灰がありました。湿った灰であり、
生活上非常に大きな困難が起こりました。この島に生活するというのは今でも非常に大
変です。では、島民への影響ですが、まず人口を見て頂きますと、経済的に必要なのは
大体 1 万 5 千人くらいのレベルでして、お金のある人、冬の旅行客もいたのですが、こ
れが 3 千人まで減っています。そして、島を出たモンセラー人は戻ってきていません。
戻ってくるというよりはもっと貧しいところからこの島に移ってきて生活を切り開こ
うという人、元々の人ではないわけです。従って、英語ではなくスペイン語を話す人た
ちが入ってきているということで状況も変わってきています。
また地方政府ですが、10 年間で 5 名のチーフミニスターということで、地方政府の長
もどんどん変わっています。また英国政府も関わっています。二重の政権であるという
ことで、何百万人の公務員はこういった防災担当をするわけですが、どんどんと人が変
わってしまいますので、その経験を蓄積するということができません。この辺が私たち
科学者から見ても非常に大きな問題だと思っています。私たちはこの５年ほど助言を提
供しています。ハイレベルで SSC 英国政府が作りました科学諮問委員会というのがあ
ります。皆さんがよくご存知の科学者が参加しておりまして、3 ヶ月ごとに集まりまし
てレポートを作成しています。戦略的なプランニングということで、6 ヶ月単位で 5 年
間、日々のモニターについてはモンセラーの観測所のほうで行っています。非常に複雑
な関係が現場の科学者とアドバイスを提供する科学者と政府と色んな機関との間にあ
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ります。これまで色々な危機がありましたが、地域や地方、国のレベルの政府の間のや
り取りが必要でした。
これはミーティングのサイクルを示しています。リスクアナリシスのリポートを書くま
でのサイクルを示しています。1 年先に対するアセスメントをするということです。そ
してモデリングの能力がありまして、こちらのマップは火砕流をみたもの。こちらはア
ッシュホールを見ています。ベスビオ山についてバーベリ先生がおっしゃったものとよ
く似ています。定期的にメインリポート、テクニカルレポートを出しまして、それまで
のアセスメントのまとめを定期的に行っています。科学的なエレメントを使って、判断
が出来るようにということを考えています。私たちはマイクロマネジメントということ
を考えています。科学者も行政担当者もそうなのですが。この地図ですが、段々詳しく
なってきているのが分かると思います。
それからアラートレベル、警戒レベルというのがありまして、火山活動に合わせて、何
段階かあります。思うに、こういうやり方は複雑になりすぎることもあると思います。
科学者としては全て起こったことをまとめ上げるということはなかなか難しいわけで
す。ですから、より簡便化した形で迅速に出すということが危険を避ける上では重要で
はないかと思います。全て細かいところまで複雑に報告しようとすると時間が足らない
ことがあると思います。正しい警戒のレベルは何かということを、観察を基に考えます。
ここにありますのが、数か月分の記録でして、果たして火山のアラートレベルが正しい
かどうかということを見たものです。黄色いレベル 3 ではみんな同じ意見で、ここは簡
単なのですが、この警戒レベルを上げたり下げたりしなければいけない時は、影響を受
ける人がたくさんいますので非常に難しいです。そして、正式な手続きがあります。ワ
ークショップで詳しく説明しますが、正式な手続きが定められています。ハザードマッ
プ、リスクマネジメントのマップはそれぞれのイベント火山の事情に合わせて変わって
きています。最初からマップを準備するということは非常に難しいです。何がどのよう
に危険にさらされるかというのはなかなかできませんし。1996 年の 12 月には上手くい
かなかったということがありました。警報を出しても、普通どおりに生活をしてしまっ
たということがあったわけです。97 年に死者が出たということで、もっと簡単にした
ハザードゾーニングの方が必要ではないかというふうに言われるようになりました。こ
ういったものが最初からあるべきだったと今は思うのですが、なかなかこれをアップデ
ートするというのは難しいです。活動が下がった時期がここ数年間で 2 回ありました。
活動が少しあっただけということです。カットへインズが研究をしています、こういっ
たリスクハザードマップがコミュニケーションツールとして有効かどうかということ
をモンセラーで見ています。ハザードマップのハードコピー、荒牧先生、バーベリ先生
もお示しになったようなものですが、それが効果があるかということをモンセラーで見
ました。3 つの方法がありました。伝統的な地質学者が使うような等高線地図が一つ目。
そして GIS の 3D のマップが 2 つ目。そして 3 つ目は斜めから撮った空中写真的なマ
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ップ。この 3 つを比べたところ、等高線地図を一般の人に見せますと、「プリマスはど
こにありますか」ということを聞いても分かる。黄色いドットが島の半分にある。これ
は人が住んでいるところですが、大きな町がどこにあるかということはこれでは分から
なかった。しかしエアリアルマップの方が分かりやすかったということで、3 つのタイ
プの情報を示したときに伝統的なハザードマップが実は一番分かりにくいということ
が結果として出てまいりました。モンセラーの住民の場合、写真の方が分かりやすいと
いう答えでした。斜めから撮った空中写真ですが、これが分かりやすいということでし
た。
今でも火山の観測はできています。新しい観測所が数年前にオープン致しましたし、観
測所ができたということで噴火が止まって欲しいと思っているわけです。観測所を作る
と、火山の噴火が止まると、科学者は仕事がなくて困るということが起こってきたわけ
です。本当にそう起こって欲しいと思っています。デイヴィッド･リーさんのウェブサ
イトを紹介しています。
何千時間分のビデオの記録がモンセラーについてありますのでご覧ください。大きなコ
ラプスが起こりまして、大きなクレーターのスカーが起こっています。モンセラーの
人々については火山の噴火は止まったという認識のようです。もうフォールアウトもあ
りません。ドームもできていない。溶岩も出てこない。もちろん少し活動はあるのです
が、噴火は止まったのではないかと一般の人たちは考えているようです。21 世紀のポ
ンペイです。プリモスの火山が後ろにあって、その降下物で埋まってしまいました。こ
れは今、埋もれた町を見に行こうという観光も行われているようです。火山学者がどう
やったら噴火が終わりと言えるのかということですが、噴火が始まるときには警報を出
すのですが、いつになったら家に帰れるのか、噴火の終わりを告げるのは非常に難しい
ということです。30 年、40 年技術的な能力、例えば測定装置などは良くなってきまし
た。GPS による変形ですとか、地震もガスも小さなレベルのものでも検出できるよう
になってまいりました。ということは、火山は眠ることはないということが分かってし
まった。
そして SSC の諮問委員会では 3 つの基準で見ています。熱など含めて 3 つの基準を使
って噴火が終わりそうだということを考えようとしています。デイズの方法を使って推
測をするということになります。観察的な観測から、バーベリ先生がおっしゃったよう
に、私たちはゲージのプローブをマグマ溜りにつけることはできません。間接的な観察
をするだけなのですが、これをエヴィデンスとして推測をし、深いところで何が起こっ
ているかということを判定しようとしています。ベイジャン・ブリーフネットワークを
使っていくということになります。診断もあります。飛ばしますが。そして確率、特定
の現象ですが、ソルトのストップが起こったときにどうなるのかということを考えまし
て、変形、長期の地震活動、ガスのアウトプットが１日 50 トン以上とか 1％の確率で
ソルトのストップが起こるという。表面的には 2 年間スリープ状態であるように見えて
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も、こういった方式を使って、政府に示しています。マグマの深いところでの生成は続
いているという可能性は高い。しかし間違っている可能性も 1.5％あるということを情
報として政府に出しています。科学的な情報というのも完璧ではありません。2 年経っ
て特に何も起こっていませんが、数ヶ月前、少しガスの活動、地震活動、インフレーシ
ョン、新しいドームの成長がクレーターで始まっています。第 3 期で大きな溶岩の成長
期に入っているのではないかと思います。1 秒当たりにキュービックメーターくらいの
量です。10 年経ちまして、休止していた火山ですが、残念なことにそのまま休止して
いるようではないわけです。科学者が関与できるというのは素晴らしいことであります
が、それと同時に様々な困難もあるということを報告させて頂きました。ありがとうご
ざいました。
内山：それでは質問とかご意見があったらお願いします。
（不明）：先程、灰の毒性ということでお尋ねしたのですが、富士山の場合は裾野が広
いので、溶岩流の危険があるかもしれませんが、宝永の噴火などを見ると、灰が東京と
か神奈川とか千葉県に結構降ったみたいなのですが、どのような種類の毒性があって、
どの程度灰の危険性があって、その対策はどうしたらいいか。例えば、東京とか千葉と
かああいう所は全員避難するわけにはいかないと思うのです。それから死者とか病人が
どういう形で発生したか。いつ頃まで危険になるかということで、もしお尋ねできたら
と思います。
アスピノール：ご質問ありがとうございます。そうですね。ドームの成長が本当に徐々
にであったというのは特に特別なモンセラーの特徴であったと思います。あるいはクリ
スタルポライトという。私は地質学者ではありません。あるいは医者でもないので非常
に注意していかなければならないのですが、これが毒性の高い鉱物です。非常に毒性の
高いクリスタルです。モンセラーでは爆発が始まってはるか後に分かったわけです。特
に子供たちに影響があると医者たちが気づきまして、肺の感染症、これは石英が起こす
ものですが、西側諸国での石切り場で見られるものでした。19 世紀 20 世紀、子供たち
が働いていた。男性たちが良くかかったものでありました。それからヘビースモーカー
であった男性たちでありましたけれども、医者たちは何でこのような石英が肺に飛来が
あるのか分からなかったと思いますが、子供たちですが、石切り場の灰などを吸い込ん
でということだったと思います。そしてイギリスで監視の計画が始まりまして、モンセ
ラーの人の肺の健康を１年に１回、あるいは２年に１回検査をするという計画が始まり
ました。そして、シリコーセツと言われることだったと思います。ガスはそれほど問題
ではなかったのです。石英のほうが問題だったと思います。モンセラーは貿易風が強い
ので、ほとんどガスを海上に去らせてくれたわけです。時に硫化水素や二酸化リーソの
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問題がありまして、WHO の基準を超えてしまったということがありました。また観光
客が例えば喘息の症状があれば喘息を起こしてしまったということもありました。だか
ら主に問題とまではいかない。理想的なことを言いましたら完全に回避したいですが、
もっと私たちと致しましても三宅島の経験から学びたいと思っているのです。そして、
全島の人たちが家に帰っていいと言われた時にも、まだ亜硫酸ガスが出ていた時には
10 倍くらいの濃度だったと思うのです。その時に住民が帰って本当に良かったのか、
健康に影響がなかったのか、むしろ皆様から学ばせていただきたいことが多いと思いま
す。
荒牧：たくさんの情報を頂きましてありがとうございます。お話の中にこの島のサイズ
が不適切だと、小さくもなく大きくもなく非常に困っているということですが、これほ
どたくさんの方が島を出た後に、また島にやってくる人もいるという話がありました。
なぜやってくるのでしょうか。産業はどうなっているのでしょうか。経済的な困難に対
する政府の援助はどのようなものだったのでしょうか。
アスピノール：荒牧先生ご質問ありがとうございます。申し上げましたように、モンセ
ラーは 89 年にハリケーンの大被害がありまして、90％の建物が被害を受けました。95
年までに、ほとんどが再建しなければいけませんでした。新しい病院、新しい学校、新
しい政府の建物をプリマスに作ったわけです。ワージンという教授が 88 年に火山のリ
スク評価を行っていました。数十年以内に大きな火山の爆発があるのではないか。従っ
て、施設についてはもっと火山から離して建てたほうがいいということを言っていたの
ですが、しかしこれは計画をする側が完全無視したわけです。ハリケーンで全部報告書
が飛んでしまってなくなったと言っているわけです。95 年の時点で、この島はエレク
トロニックスのアセンブリーやデータプロセッシングといった教育レベルが高い人た
ちもいますので、こういった産業があります。そして冬には北米やヨーロッパから観光
客がやって来ます。そして 550 人のお金のあるアメリカ人の学生を集めた医学校もあ
ります。95 年時点では、イギリスから政治的な独立をという話も強く言われていまし
たので、英国出身の科学者が行きますと疑われる。別の動機があって来ているのではな
いか。英国政府の回し者ではないかというような雰囲気もあったわけです。噴火が起こ
りまして、全てのインフラがやられてしまいました。もう産業経済で残っているものは
ありません。もちろん英国の援助がなければやっていけないということです。島にまた
やってくる人がいるということは、島の北部の再建をしようということです。こちらに
は少しビジネスがあります。入ってくる人たちは非常に貧しい国から、例えばドミニカ
共和国やギニアなどといった元々生活が非常に厳しいところです。ですから噴火するく
らい大丈夫だというふうにこちらに来て、経済的に成功したいと考えて移り住んでくる
人たちです。従って、人口的にも変わってまいりました。元々犯罪のない島だったので
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す。モンセラーでは車にも鍵をかけないとかカメラを置いておいても大丈夫だと。鍵を
かけるということは失礼だというような島だったのですが、変わりました。色んな人た
ちが入ってきましたので、状況も変わりまして、小さな犯罪がどんどんと増えてきてい
ます。
内山：他にはよろしいですか。無いようでしたら、アスピノール先生、ご発表ありがと
うございました。
午前中の部はこれで終わりになりますが、あと少しお知らせがありますので、事務局の
方。
輿水：午前中の部はこれで終わりました。それで昼休み食事を取って、午後は 13 時 15
分から予定通り実施します。これから食事になるのですが、皆さんの集合写真を記念に
撮りたいと思います。このビルディングの出たところにまずはお集まりください。その
後食事ということにしたいと思います。どうもありがとうございました。
（昼食）
藤田：それでは午後の部を開始したいと思います。私午後の司会をさせて頂きます防災
科研の藤田でございます。よろしくお願い致します。
まず最初の講演ですが、インドネシアのお話ということで、「インドネシア：メラピ火
山における火山災害危機管理」インドネシア火山地質災害防災局火山技術研究センター
長のアントニオス･ラドモプルボさん、よろしくお願いします。
ラドモプルボ：皆様こんにちは。今回お招きを頂きありがとうございます。このワーク
ショップにお招きを頂いたことに対して、皆様に、そして荒牧所長に御礼を申し上げま
す。今日はメラピに関して話をさせて頂きます。メラピでの火山噴火の時に状況をどの
ように対応し、防災につなげるかということについてお話を致します。
日本と同じようにインドネシアも火山が多すぎます。スマトラからレッサースンダアイ
ランド、それから北スラワシ。数えますと、大体 80 くらい活火山と考えられているも
のがあります。この 80 個というのはこれまでに 400 年前から一度は噴火しているもの
です。ですから、400 年以前に噴火した火山は入っておりません。それ以後に噴火した
活火山だけ考えましても 80 あるわけです。こういう火山の傍に 550 万の人たちが住ん
でいます。年間いつも 58 万の人たちが火山噴火の危機の中に住んでいるということで
す。このようにして、火山のモニタリングというのはインドネシアでは 1920 年に始ま
りました。というのは、マウント･ケルートと言いますが、1919 年にこちらの方に壊滅
的な大きな噴火があって、その後こういうモニタリングを行いました。私は火山地質防
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衛庁の責任者ですが、これはエネルギー鉱物資源省の下にあるものです。その下にこう
した地質や鉱山物などに関するディレクトレットがあり、その下に私の火山地質防衛庁
というのがあります。このようにしてモニタリングを、特に私たちは DVGHM と呼ば
れるところでモニタリングをしております。こうした観測所には必ず一つは地震計があ
ります。そこに必ずオブザーバーが 2 人います。この人は科学者ではありません。そこ
で日々観測した結果を日々バンドンにあります DVGHM の方に、朝 8 時に無線コミュ
ニケーションで必ず伝えます。しかし、こうした観測所には必ず 1 人の地震計がござい
ます。このようにしてモニタリングをしております。
しかし例外としてメラピがあります。私どもの火山地質防災庁の中に支部がジャカルタ
にあります。BPPTK と呼ばれております。メラピの場合はこの BPPTK の参加の下に
あって、こちらの方で私たちはモニタリングをしています。私は BPPTK の所長をして
おります。私たちの作業に加えまして、この組織の下に 5 つのメラピの為の観察所があ
ります。これがメラピモニタリングです。これには 3 つのタスクがありますが、元 MVO
と呼ばれておりましたが、今は使われておりません。この BPPTK の役割 3 つのうちの
一つがメラピのモニタリング。2 つ目がモニタリング技術の開発。それから 3 つ目が岩
石地球化学ラボラトリーを運営していくということです。このようにして私たちのモニ
タリングを続けております。ジャカルタには今申し上げた岩石地球化学ラボラトリーが
ありますので、色々な岩石のサンプルなどジオケミストリーに関してサンプルがこちら
の方に送られてきます。そこで我々がそれを分析するわけです。メラピというのはそれ
ほどたくさん噴火するものではないし、雲仙などと比べますと、ずっと小さなものであ
ります。
こちらのマグマは玄武岩、安山岩マグマです。これが粘性という意味では中程度のもの
ですが、その山頂にラバドーム、溶岩ドームが作られます。これは舌のような形をして
垂れているドームです。噴火の前、色々と地震などがあります。1930 年や 1994 年を
見ましても、災害の一番大きいのは火砕流から来ます。前のドームが壊れて、そこから
新たなドームが出来る前に、こうした火砕流が流れ落ちてくるわけです。こちらの方は
新しく出来た 2001 年のものです。噴火する前ですが、スパイクがドームの方にありま
す。これは新しいマグマが上がってきて、それがスパイク状になって上の方に立ち上っ
ているわけです。そして岩石が流れてきます。このドームがとても不安定なので、この
ようにして流れてくるわけですが、ラバドームが不安定になりますと、色々なサイズの
なだれ現象のような形になって流れ出してきます。普通、ドームの大きさというのは
300 万 m3 くらいです。崩落するのは、突然起こる時もあれば、徐々に起こっていく時
もあります。ドームが不安定になり、徐々に徐々にということですが、しかし 1944 年
には一挙に壊れました。つまり 300 万 m3 のものがたった 10 分で全部壊れてしまった
わけです。火砕流として 10 分間で流れてしまったと。こういうドームの不安定性とい
うのはマグマが山頂まで達した時に起こります。そして重力の作用がこうしたドームの
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安定性が不安定になっていく上で大きな役割を果たします。これは 2001 年 2 月 10 日
の火砕流です。ご覧になればお分かりになると思いますが、横に流れていきます。縦に
上がるという特質があまりなくて、横の方に流れていく火砕流です。これがメラピの火
山では非常に驚異的なものなのです。水平に横の方にドームから火砕流が流れていく。
噴火してバーッと上に立ち上るというわけではないのです。これをコールド火砕流と言
う人もいます。しかし温度としてはホットな火砕流です。
これは 1997 年のものですが、メラピは垂直に噴火することもあります。垂直の噴火で
すが、水平的な火砕流よりもこうした垂直型の方が危険度は低いものです。というのは、
火砕流が起こりません。むしろこれは降灰としてその周りに灰が一杯落ちるというもの
ですから。こちらは 1994 年の火砕流です。およそ 260 万 m3 が 10 分間で火砕流とし
て流れました。それからそれが流れていく時に流路が変わりました。そしてそれは 6km
くらい離れていた村にも到達いたしまして、そこで 64 人の人が亡くなりました。これ
はやはり垂直型ではなくて、水平型であるということを明記しておいて下さい。私たち
はこうした頂上には、この危機の時には 10 人の火山専門学者が山頂の方に行きました。
そして山頂の温度は 40 度くらい。普通は 20 度であるのが、40 度まで上がったと。実
際にこれは重力でこのように崩落してたくさんの人が亡くなりました。非常に熱いもの
でした。その前に形成されたドームが爆発して流れてしまったわけです。これはメラピ
の噴火で亡くなった人たちです。まず 1904 年から 1994 年まで 20 世紀の間の噴火を見
て、そちらでの死者の数を見たものです。1930 年の時は非常に被害者が多かった。1994
年も 64 人亡くなっています。メラピは 20 世紀にすでに 4 回噴火しています。100 年
の間に 24 回噴火です。ということは、メラピは 4 年に 1 度噴火するということです。
大半の噴火は火砕流が伴います。大体 6～8km くらいのところにまでしか届きませんが、
一番長いものでも 1969 年 12km まで到達したところです。一番長い間休んでいた期間
は 25～29 年、35～39 年、そして 62～66 年、87～92 年、そして 2001～2005 年まで。
今一番 5 年間も休んでいます。このメラピは来年にも噴火するのではないかと思われま
す。あまり長く噴火しないままよりも少しずつ噴火したほうがいいわけです。
こちらは 3 つのカテゴリーで危険地帯を示しております。赤が KRB の 3 と呼ばれてお
ります。こういう危険なところに人は住んではいけないのですが、実際には 13,200 人
もの人が住んでおります。それから 2 つ目に危険度の高いゾーン KRB2 のところでは
59,251 人が住んでいる。こちらが一番下の危険度としては低いところですが、18,423
人の人が住んでいます。メラピの場合には一番近い村はここですが、山頂から 4km し
か離れていません。この赤いところは危険なところです。ここに定住している人の他に
も 11,000 人くらいの人が働いています。こちらで砂や砂利を採掘する採掘場で働いて
いるわけです。年間当たり 11,000 立方メートルくらいの砂利が採掘されています。従
って、こうした労働者を管理している責任者は無線コミュニケーションの装備を持つべ
きであります。情報を直ちに得ることができるようにするためです。

- 224 -

では、どのような前駆症状があり、それをどのようにして測定するかと言いますと、一
つは色々と地震学からです。その次が土地の変形であり、もう一つその他に色々な形で
もあります。これは地震計などを使ったものでありますが、こちらの場合、例えば低周
波地震などを測定します。それからドームがどんどん大きくなっていくかどうかです。
それから岩が落ちていったり、溶岩の流れが出てきてしまったりと、それからもう一つ
マグマの液体やガスがどこまで上がってきているかということを測定するような形も
あります。これは硫酸ガスとどれだけ低周波地震があるかということを日々測定してい
るのですが、その図です。10～15 年前から亜硫酸ガスを毎日毎日測定し、それをデー
タにしています。またトレンドとして、亜硫酸ガスが高い時には、低周波の地震の頻度
も高いということがこのデータからも読み取れます。
これはメラピの GPS ネットワークです。これは 2000 年の 3 月から 7 月まで変形が見
られます。8、9、11 月になっていきますと、これは噴火の前ですが、変形やディスプ
レイスメントが 30 センチも動いてしまうというディスプレイスメントも見られます。
そして変形をモニタリングする時にはメラピの山頂に光学測量のための反射板を備え
ます。そして EDM を使ってこうやって測定するわけです。これも毎日雲がない限りは
行われています。その結果ですが、2001 年の噴火、ここですが、その距離の時間変動
を見ますと、20 センチも減ってきています。一番近いの、一番遠いのとリフレクター
が 4 つあるのですが、山頂に 3 つのリフレクターがあって、そこから見ていきますと、
距離がどんどんと短くなってきているというのが分かります。しかし噴火してしまいま
すと、そのあと距離はみんな安定します。これがメラピで使っている一番主な方法です。
でも、その他の傾斜計や磁力計など、それから頂上の温度のマッピングなど、ここでは
お見せしませんが、そういうようなモニタリングもしています。こうしたデータという
のは他のデータを保管していく形です。
これはメラピの警報などですが、地方自治体にそれを送るのに 4 つのレベルがあります。
一番下がノーマルです。2 つ目の警告レベルというのはワスパダと呼ばれます。それか
ら 3 段階目のものがシアガと呼ばれております。地方自治体や市町村の方にそういう警
報を送るわけです。いつも普通の日ですと、月曜日の朝、私たちの組織のメラピセクシ
ョンが定期的な会合を持ちます。そして今、メラピの活動状況はどうなっているかとい
うことをそのミーティングで決めます。そのようにメラピの活動を決めたら、例えばメ
ラピがこうした 4 つのレベル、一番上のアワスというのが一番厳しいのですが、ノーマ
ルかワスパダかシアガかアワスかというのを決めて通報いたします。地方自治体にこの
データを送るわけです。それからバンドンの DVGHM のディレクターにも送ります。
そのようなものを受け取った地方自治体や市町村はこれに基づいて行動をとると。アラ
ートレベル、色々な警戒レベルですが、4 つの警戒レベルがあると今申し上げましたが、
それぞれが何を意味するのか。ノーマルのもの、これはメラピ活動が今一番普通である
というものですが、今マグマの過剰圧力もないというものです。吐き出しているものも
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大体 80 トン以下です。これは別に危険はないと。ルーティーンのモニタリング、それ
から普通のリサーチ、あるいはサーベイです。2 つ目のレベルでは、どのパラメーター
を見ても普通のレベル以上に活発になってきていると、このように普通ではなくなりま
したら、私たちはまた通告いたします。このアラートのレベルはいつも月曜日に新たに
しておりますが、この第 2 段階目というのはまだ危険状況というのではありません。学
校だとかハザードアセスメントだとかを地方自治体と共にこういうアセスメントをや
ります。それからインフラや設備、装備、危険に備えてどうなっているかということも
チェックします。でもそれはチェックするだけで、まだこれを動かし始めるわけではあ
りません。みんなが 24 時間体制で勤めるというのではなくて、まだシフトなどを組ん
で、普通の働き方をしております。次に 3 段階目ですが、パラメーターを全て見まして
も、これは噴火が起こりそうだという状況にあると。このアラートのレベルは日々毎日
改定されていきます。地方自治体に対して何をするかと言いますと、ローカルな人たち
とこの危険な地域に住んでいる人たちと直接に会合を開きます。そして、メラピの活動
は今こういう状況になっているという説明をし、緊急事態に備えます。緊急事態に備え
るのは私たちではなくて、市町村や地方自治体の仕事です。このように地方自治体と私
たちは日々コーディネーションをとりながらやっていきますし、24 時間体制になりま
す。それから第 4 段階目というのは、メラピはもうまもなく噴火する、あるいはもう噴
火しているというクリティカルな状況である。あるいは本当に今大きな大惨事が近く起
こりそうだという時です。これが本当に緊急事態ということで危険な地域の人々には避
難命令を出しますし、緊急事態の管理も致します。そして 24 時間の仕事になります。
1、2、3 というのは科学で言えるのですが、4 つ目は本能だとか直感というのがとても
重要なのです。私たちの決定の 90％は科学ではありますが、あとの 10％は結構本能に
よるものであります。でもそちらにやってきて、人々がまだいいであろうと写真を撮り
に来たりする。非常に危険な状況である。明日噴火しそうだけど、絶対に噴火するとは
言えない。こういう情報が流れる前にインドネシアの場合にはバコルナス PBP という
ところでコーディネーションが行われます。これは日本の防災の調整委員会のようなも
のです。これは 2001 年にそういう法律が出来て、こういう組織も作られました。
では、こうした国のコーディネーションボディというのは何をするのか。この座長は副
大統領です。副座長は副首相の大臣です。セクレタリアは副大統領の秘書局官房がそれ
を行います。メンバーとしては内務省とか保険省、社会問題省、公共事業省、そして輸
送、あるいは陸軍、警察、色々なものが関わってきます。その仕事というのは、こうし
た危機が起こっている時には全ての努力や全てのプログラムのコーディネーションを
するということ。それから避難民などの管理をするということです。テクニカルサイド
とオペレーティングサイドというのがありますが、私たちの場合はテクニカルサイドに
なります。つまり技術的な側面を見ていく。その他に実務的に携わっている人たちがい
るわけです。私の場合は技術的なものです。人々に直接アクセスすることができません

- 226 -

し、人々を直接教育し啓蒙することは出来ません。それに関しては地方自治体、市町村
などにお願いする。これまでは私たちが直接アクセスすることができたのですが、今は
そうではなくて地方自治体と協力をします。協力をして、教育のプログラムを作れば、
その教育プログラムを地方自治体が実施をしていく。私たちのオフィスでも教育あるい
は啓発プログラムのための予算もかなり大きくなってきています。ですからこちらのテ
クニカルサイド、一番左側にあるのは技術情報源であり、真ん中にあるのが地方自治体
です。住民に直接アクセスできる人たちです。メラピが爆発すれば、市町村のレベルに
その情報を私たちは流しますし、私たちの総局の方にもそういう情報を伝えます。ここ
でこういう事態になりますと、コーディネーションの幅もそれだけぐっと広まっていき
ます。重要なのは、現場でのコーディネーションを強度に密に取っていくということで
す。エージェンシーのレベルで、サトコラックというのがありますが、これは県のレベ
ルです。それからサトラックと言いますのは市町村のレベルですが、色んなレベルが絡
まっている。その中での強調を強化するということが必要です。そして最後に、こうい
うような流れであります。地方自治体や市町村のレベルでの情報の流れです。私たちが
警戒宣言を出すと、地方自治体のセクレタリアの方にそれを送りますと、サトラックは
防災のための地域、つまり市町村レベルでの行政担当ですが、それを受けて地方自治体
の警察とその地域の陸軍の方に、
「メラピは今 2 のレベルあるいは第 3 のレベルである」
という情報を緊急行動のための情報を送り出すわけです。警察、陸軍、色々なその他関
連性のある組織に対しては、このサトラックという地域のレベルの人たちが言わば緊急
行動をとるためのクライシスセンターを作り、情報を出していきます。メラピの場合に
は私たちテクニカルサイドは 2 つ、それが責任です。こちらがマネジメント、本当に現
場での協力調整をしていくという 2 本体制で私たちはやっております。以上です。あり
がとうございました。
藤田：質問ございますでしょうか。荒牧先生。
荒牧：ありがとうございます。前は市民に直接アクセスすることができた。教育や一般
教育にしても。でも今はそれができないとおっしゃいましたっけ？ちょっと細かいとこ
ろが分からないのですが、直接アクセスできないのであれば何を今はなさっているので
すか？
ラドモプルボ：毎月曜日私たちはメラピの活動に関するデータの分析をします。そして
そのデータを見て、月曜日いつも、例えばメラピは普通の状態にある。あるいは第 2 段
階、第 3 段階であるとか色々とそういうふうに決めます。そしてその日の午後、地方自
治体や市町村などに書簡を送ります。事務局の方、こちらですが、毎月曜日にそちらの
サトラックに以上のデータを通告致します。「第 2 段階だよ」と、第 2 段階というのは

- 227 -

まだ徹底的に危機という訳ではありませんので、まだそれほど緊急性はありませんが、
しかし第 3 段階になると、全ての力、警察や陸軍なんかにも準備をさせて、危機的な状
況になったら直ちに対応できるように致します。でもこういうことをする前に、まずデ
ータから宣言しなければいけないわけです。そしてこの事務局に対して、「どうぞ避難
命令を出して下さい」と。そうすると、こちらが事務局として、例えば避難命令を出す。
避難したくないという人が出てきた場合、その対応もこちらがとります。事務局に対し
ては市町村の事務局役をしている部門ですが、避難が必要な時には避難命令に地元の人
たちに従ってもらえるようにする。
荒牧：教育とおっしゃったと思ったのですが、そうではないのですね。誤解していたの
でしょうか。一般的に関連している人たちに長期的な教育をなさるのでしょうか。静か
な時にもです。こういう危機的な時ではなくて、緊急事態の管理のためではなくて、活
動していない静かな時でも長期的なそういう教育をするのでしょうか。
ラドモプルボ：これは危機状況にあった時に、どのようにすべきかという教育なのです
が、しかしごく普通のノーマルな状況でも私たちは教育活動をしています。それも私た
ちだけでやるのではなくて、市町村などと一緒になってです。市町村とは 70％くらい、
そして 30％くらいは、私たちは特別な会合を学校やスカウトなどと、そういう人たち
と持つ。あるいはメラピの周りに住んでいる村人たちと。そういうふうにただ知らせる
だけの時が 30％くらい。70％くらいの場合は実際に一緒になってそういうプログラム
を作ります。
荒牧：避難について伺っていいですか？レベル 3 でも避難勧告を出すことがあるのです
か？あるいはいつもレベル 4 になってからですか？もう一つの質問はどうやってお決
めになるのですか？どの地域まで避難せよという命令を出すのかというのはどういう
基準で決められるのですか？
ラドモプルボ：レベル 4 というのが決めるのが一番難しいレベルなのですね。人々を避
難させなければいけないからです。それでまたメラピがいつ爆発するかということも絡
んでいるからです。92 年に人々を避難させたことがあります。でも 94 年には人々を避
難させませんでした。というのは、溶岩の崩落というのは突然、ほんの 10 分前に起こ
ってしまった。そして私たちは山頂にいたのです。ですから警戒さえ出せなかった。し
かし、98 年には避難がありました。メラピの場合の問題というのは、人々が火砕流を
見ると本当に逃げ出しますが、理論的に言いますと、避難というのは第 4 段階です。で
もこれまでは 98 年だけでした。2001 年にこの危機が起こった時には、私たち一日何が
起こるか分かりませんでした。溶岩が流れてきて、溶岩が止まりました時に、ドームの

- 228 -

小さな部分しか崩落していないということがやっと分かりました。最初はどこまで崩落
したかということも分からなかったのです。そこで、私たちは第 4 レベルから第 3 レベ
ルに戻しました。ただ、メラピの避難というのはまだ難しいことです。大体の人たちは
自分たちの住んでいる場所を離れたがらない。メラピ火山というのは小さいものですか
ら、火砕流があるとしても前駆兆候も小さいものなのです。はっきりとした大きい前駆
兆候がなかなか出てこないのです。
藤田：それではどうもありがとうございました。
続きまして、フィリピンのケーススタディということで、「1991 年ピナツボ火山噴火」
フィリピン地震火山研究所所長であるレナート･ソリダムさんにお願い致します。
ソリダム：まず主催者の方々にお礼を申し上げたいと思います。2 回目の発表となりま
す。前回はつくばでピナツボの話をさせて頂きましたが、今日は火山防災ということで、
フィリピンのケースとして 91 年のピナツボの噴火を 2000 年、2001 年のマヨンボルケ
ーノの噴火について報告を致します。
フィリピンには火山湖があります。2 つ沈み込み帯が東と西の列島にありまして、大体
300 くらいの火山があります。22 のみが活火山となっております。これは歴史上、噴
火の記録がある。あるいは 1 万年以内に噴火があったという基準で考えて 22 です。し
かしアクティブである可能性のある火山が、形態等から見まして、他に 20 以上あると
見ています。1 箇所フィリピン政府の中で、火山のハザードを一般に提供するのが私ど
もの火山地震学研究所です。これは科学技術省の下にあります。色々な業務をしなけれ
ばいけないということを大統領で定められています。87 年に一連の大統領が出ました。
火山、地震、関連する津波といった災害を対象としています。いつ火山噴火が起こるの
か予測をする。どのような噴火になるのか想定する。そして影響地域について推定する
ということ。また十分なデータを集めて、噴火の予報、地震の予報をするということ。
そして適切な防災計画作りを行うということが仕事です。こういった業務の内容ですが、
私たちは長期のハザードアセスメントの一環として、火山のハザードウォーニングを提
供しています。そしてモニターデータを通じて、直近の警報も出します。また啓蒙活動
も行います。そして政府に対しまして、防災計画作りの上で必要な支援を行っています。
国土の土地利用に関しても、情報を提供することによって計画作りの支援をします。4
つの技術部門と一つの管理部門があります。地震のモニター、火山のモニター、そして
3 番目が地質、ハザードの評価、4 番目はプリパードネス。このハザードに対する体制
作りを担当しています。
さて、防災ということを考えますと、他の機関の関わりも重要であります。フィリピン
における防災ですが、何層かに分かれて、DCC 防災会議というのがあります。政府の
色んなレベルであります。1566 という大統領で枠組みが決められています。国のレベ
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ルで地域防災を行うということも、78 年の津波がありまして、そのあと新たに定めら
れました。一番高いレベルで 意思決定をしますのは、国レベルではナショナル･ディザ
スター･コーディネーティング･カウンシルで国家防災会議ということになります。また
大統領に対して勧告を行っていきます。国防大臣が委員長を務めておりまして、各省庁
から担当者が出ています。従って、警報も対応も復興作業に関わる省庁も出ています。
NDCC のセクレタリアというのがオフィス･オブ･シビル･ディフェンスと言います。私
たちの火山地震研究所は地震火山に関するハザードを担当することであります。また、
気象庁の方がこちらは台風や集中豪雨に関する業務を行っています。このような同じよ
うな構造が色んなレベルでありまして、地域のレベルのディザスターコーディネーティ
ングカウンシル。そしてこれはフィリピンの地域の警察の長官がトップになっています。
そして、各省の知事が務めるプロヴィンシャルレベルのもの。また市長が長を務めるシ
ティレベル、そして地方自治体レベルで 1496 の数のものがありまして、さらに一番小
さい行政単位で、4 万 1 千以上あります。市民保護局はコーディネーションを執る担当
管轄省庁となっております。これは国レベルの防災会議の事務局、実行機関でもありま
す。従って、このオフィス･オブ･シビル･ディフェンスというのは、国あるいは地域レ
ベルでコーディネーションを執るということで、政府と民間あるいは市民の間の調整を
行っていきます。もっと下の村のレベルになりますと、この CD が援助をするというこ
とになっております。そして、各レベルで防災体制が取れるようにしています。この市
民保護局の業務は国民を自然や人為の危険から守るための計画作り、制作作りというこ
とになります。また情報を提供するということです。また地方政府に対して、必要な施
設やマテリアル資金を国政府から配分するということです。例えば、噴火の最中に必要
な支援をするということ。また啓蒙活動のためのプログラムをコーディネートするとい
うことです。教育啓蒙キャンペーンですが、これは OCD の方でコーディネーションを
とって行っています。そして、資金が無駄に使われないようにきちんとコーディネーシ
ョンをとって行っています。またこのように下のレベルで各計画立案機関に対しまして、
必要なガイダンスを提供して防災に活かせてもらっています。
200 を超える活火山があるわけですが、モニタリングは一番活動が激しい 6 箇所で、ピ
ナツボ、タール、マヨン、ブルサン、カンラン、ヒボックヒボックです。中央のオフィ
スがマニラです。今日はピナツボとマヨンについてお話をします。このモニタリングの
観測所は 24 時間休みなく活動しております。そして地震や黙視、地質、科学、水文学
的、あるいは地殻の変形などをモニターしています。中央オフィスではサーベイタイプ
の活動をしています。ハザードのマッピング作りを行ったりしています。また観測所に
ついて、その火山で噴火の兆候があれば、支援を行っています。1 日 2 回データを中央
のオフィスに各観測所から送っています。こういった情報を、いずれも使って勧告を出
しています。各現地のステーションと話をし、中央とも話をした上でレベルを決めてい
ます。数字で示しています。数字で関連に分かるようにしています。91 年のピナツボ
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の噴火の際にも使いました。一般の方にとって分かりやすい警報警戒レベルでなければ
と思っております。この観測に基づいて、このようにレベルを決め、それがいったいど
ういう意味合いになるのかということを一番右に示しております。例えばピナツボの活
動の際には、時間のスケールが少し違ったわけですが、そのあと修正致しまして、24
時間以内とか 2 週間以内というふうに数字を入れています。また、これに相当した各レ
ベルのアクションプランというのが、各レベルの防災会議で作られています。レベル 2
の火山があれば、一般の人たちにこの対応を始めるようにと言い始めるとか、レベル 3
になりましたら避難を始めるというふうに対応が決まっています。ハザードマッピング
を使いながら、そういった対応をとっていきます。コミュニケーションの図式を示して
います。私たちが出す情報、例えば勧告であったり、被害想定であったり、これはまず
ODC を通じて、そして火山のあるところの地域の防災会議、そしてそこを通じてテレ
ビやラジオのメディアを通じて伝えていきます。一般の人に情報を出来るだけたくさん
の人に早く届けなければいけません。特に被害を想定される地域については。この防災
会議 DCC では各地方自治体と密な連携をとるようにしています。91 年フィリピンのピ
ナツボの噴火など、あるいは 2000 年 2001 年のマヨン山の噴火がありましたが、この
時に分野を超えたチームワークが重要だということが分かりました。科学者と防災担当
者、それと地方自治体との協力が非常に重要であると。
91 年のピナツボの際にありましたように、ここに写真がありますが、ピナツボは一番
噴火のレベルの高い活動があったわけですが、500 年ほど休止致しまして、91 年爆発
的に噴火致しまして、火災物が 8 から 10 立方立米噴出致しました。100 万人が影響を
受けています。6 万人を超える人が避難を致しました。2 万人が火砕流の危険のある地
域から逃げ出し、そして直接のダメージは 4 億ドルを超えております。300 名の方が亡
くなっています。これは屋根の崩壊によるものがほとんどです。当時、あまりにも火砕
流の危険地帯にいる人のことばかり考えておりまして、避難するようにということばか
り考えていました。噴火が最高潮に達した時に降灰が降ったということで、さらに屋根
に対する負荷がかかったということを見落としておりました。当時、ピナツボについて
色々なことが次々と起こりました。91 年 3 月から 5 月まで地震が起き、それが感じら
れまして、水蒸気爆発が最初に起こったのが 4 月 2 日です。これは私たちのオフィス。
地元の人たちから報告がありまして、4 月 4 日の時点ではすでに人を手配しております。
6 月 1 日から 7 日ですが、火山の直下で狭い地域に限定して浅い地震が起こりました。
そして 2 週目に溶岩ドームが現れました。この灰の放出が増えております。また火山性
微動も何度もありました。1 週間後、4 回短い垂直方向の噴火がありまして、長中期地
震も増えました。そして数時間後 13 回短いサージが起こる噴火がありまして、その感
覚が短くなりました。15 日カルデラが崩壊するような大噴火となったわけです。その
あと 6 月 15 日から 7 月、テフラの放出はありましたが、段々と減ってまいりました。
また 9 月初めまで、完結的に火山灰の噴火がありました。それまで長期にわたって噴火
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がなかった火山です。USGS の方がとられた情報データです。北東から南西にかけて割
れ目が 4 月 2 日に開きまして、これは水蒸気爆発によるものです。そして、PHIVOLCS
の地域で測定した地震ですが、これを元に地震観測所をすぐに作りました。この地震の
見地が改善していました。もっと集中して、頻繁に一定の地域で起こるようになってお
りましたので、これは噴火のピークに合わせて段々と増えてまいりました。そして最初
に表面に出てきた溶岩ドームです。そしてこの溶岩ドームから火山灰の放出が見られる
ようになりました。これは 1 回の噴火でありまして、このあと大噴火になったわけです
が、6 月 12 日と 14 日にこのような垂直方向の噴煙が上がりました。これはクライマッ
クスの直前であります。色んな方向に広がっているのが分かると思いますが、ピナツボ
の衛星写真もあります。これだけ噴煙が広がっている様子が分かります。インパクト、
影響ですが、実際に火砕流の堆積物がどこまで広がったかということですが、その前に
出来ていたハザードマップと非常に似ていました。噴火の間、5.5km2 の顆粒性の火砕
流物質が火口から 12～16km の傾斜地に広がりまして、全体で 400 km2、厚みは場所
によっては 200m もありました。この谷を見て頂きますと、これは噴火前、これは噴火
の後です。これと同じピークを示しています。非常に分厚く積もったということになり
ます。ここから避難した人がたくさんおりました。空中降下テフラに関してですが、大
体トータルで 4km3 で、
林業農業に大きな影響がありました。
屋根の倒壊もありました。
テフラは重たいのです。そして、雨も降ったということで、台風が通りましたので、こ
のように家屋が倒壊した例がたくさんありました。91 年の噴火の死傷者の数が比較的
低かった。何故かと言いますと、まず USGS と私たち PHIVOLCS が協力して火山の
ハザードのモニタリング、そしてアセスメントを怠っていないということ。急速に活動
が広くなりましたが、ハザードマップを出すことができたということ、噴火の数週間前
に出ていたということで、これが避難を誘導する防災担当者にとっては有効だったと思
われます。またタイムリーに正確に分かりやすい警報を出したということ。分かりやす
い数字の表示であったということも有効だったと思います。様々な科学者が活動をして
いましたが、まとまって声をあげることができた一つのまとまった情報源として、情報
を提供できたということは重要ではないかと思います。警報という形でまとめて出せた
ということで非常に重要であります。PHIVOLCS の所長が中心となって行っていまし
た。もちろん意見の違いもありました。しかしそれはきちんと話し合ってから公式見解
を出すという形にしておりました。非常に状況は刻々と変わっていったということから
はっきりと方向を示さなければ意思判断が出来ません。科学者の意思判断の違いを公式
に出しては方向性を与えるのに問題があると考えて対処致しました。また 91 年までの
500 年間噴火をしていなかったということで、最初かなり懐疑の念がありました。従っ
て、予めきちんと啓発活動をしておいたというのが非常に重要だと思っています。ビデ
オを作ったり、防災会議や一般の人としょっちゅうミーティングを開く、あるいはメデ
ィアを通じたキャンペーンという活動が功を奏したと思います。そして色々と警報が出
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て、それが上手く機能したわけです。それは防災担当者、あるいは政府関係者がきちん
と対応したからこそ上手くいったのだと思います。
ピナツボの噴火の際に非常に大変だったのは、3 つの省が重なるところだったので、州
境にあったということで非常に難しいということ。またアメリカの空軍、フィリピンの
空軍の基地などがあるということ。また穀倉地帯でもあります。現場には 2 つのチーム
があります。クラクアベース、こちらに USGS、PHIVOLCS がありました。3 つのオ
フィスがザンバレス、クラークエアベース、こちらが正式にウォーニングを出して、そ
うしまして、そこから市民保護局が大統領に伝えるということになっていました。また
各省の防災担当会議、そして東の方ですが、こちらのラインを使って報告をする。また
フィリピンの軍が他の軍の指示系統へ連絡をするということになっていました。ウォー
ニングですが、各市や村のレベルまで防災会議を通じて伝えていきました。情報の流れ、
PHIVOLCS と国のレベルの間のそれぞれの役割、PHIVOLCS のレベルの役割、どこ
が情報を出し、どこが情報を受け取るのかということをきちんと定めているわけです。
マヨン火山ですが、これはちょうど富士山のような形をしていまして、一番活発な火山
です。何度も噴火を 400 年ほどの間行っていますが、ピナツボほどの噴火の規模はあ
りませんでした。しかし、火山の近くにたくさんの堆積物があります。
モニタリングサイト、そしてどんな村があるかということを示しています。赤い丸です
が、これは常に危険な地域で、火口から 6km です。ここに住居を構えないように言っ
ております。小さな噴火でもハイリスクになる地域だと思っています。この火山の前に
たくさんの人間が住んでいます。マヨン火山はオープンなシステムを持ったピナツボ的
なものになっておりますので、小さな前兆で何ヶ月もかかってビルトアップがあるかも
しれません。従って、火山学者や防災担当者は常に機敏に対応するということ。火山の
活動が始まったらすぐ対応できるように。一見静かに見えても、活動が始まっているか
もしれないという意識を持つことは重要だと思っています。
アラートレベルですが、先程と同じようなものがありまして、火山の状況に合わせてア
ラートを出し、そして対応策が練られています。2 になりますと、すぐに避難をすると
いうことです。このハイリスクの地域からは避難をするということ。レベル 3 になりま
すと、他の地域も避難を始めます。2000 年、2001 年の噴火がこの火山でありました。
噴火の前に、このクレーターのところで溶岩ドームが成長致しました。何ヶ月にも渡っ
て、小さな地震活動もありました。ドームが成長し崩壊しました。そしてファウンテニ
ングとラバフロー、溶岩流が起こりました。そして火砕流が発生するような噴火が起こ
りました。6km の範囲のところで留まったわけですが、その結果、死傷者はありませ
んでした。避難が出来たということです。火砕流が 6km のパーマネントデンジャラス
ゾーンに留まったからです。2000 年には 66,000 人、2001 年には 46,000 人が避難を致
しました。上手くいったわけですが、それはこのアルバイという地域の防災会議の能力
が高かったということだと思います。常設オフィスもあり、常設のスタッフもいます。
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この州のレベルで対応していたことが良かったのだと思います。他の州では常設のスタ
ッフがいるということはありません。そして政治的な任命で、担当者をやっているとい
う地域も多いわけですから、こちらの州は非常に優れていたということだと思います。
防災担当局がしっかりしていたということと、また私たちの研究所と上手く連絡をとる
ことが出来ました。予め向こうも体制が整っていましたので、その場で色々と連絡をす
る必要もあまりなかったということです。火山学者は火山を見て予知をするというのは
非常に重要ですが、防災担当者とのコーディネーション、あるいは地方の政府との連携
というのも非常に重要だと思っています。
藤田：では、ご質問ございましたら、挙手をお願い致します。
荒牧：たくさんのことをお話して下さいました。DCC というのがありましたが、これ
は何の略だったんでしょうか。
ソリダム：ディザスター･コーディネーティング･カウンシル。
荒牧：CDO との関係はどうなっていますか？
ソリダム：シビル･ディフェンス･オフィス、市民保護局というのは国と地域のレベルで
ありまして、これが国や地域レベルの DCC の事務局の役割を果たしています。その下
のレベルになりますと、各県や村で防災を担当する人を支援するということになります。
市民保護局が各自治体の防災担当者が防災会議を作る支援をするということです。シビ
ル･ディフェンス･オフィスというのはより広い業務があるのですが･･･。
荒牧：DCC とは別ですか？
ソリダム：DCC というのはカウンシルですが、政府や民間も関わって出来た調整会議
です。調整をするためには常設事務所がいるわけですが、それがシビル･ディフェンス
のオフィス ODC となります。
荒牧：国のレベルの DCC は頻繁に会合を開くのでしょうか。特定の火山が活発になっ
たら。
ソリダム：それは活動によって変わってきます。大きな火山活動があれば、頻繁に会合
するわけですが、国家のレベルで火山だけではなくて、地震ですとか気象関係の災害に
ついても扱っております。DCC のメンバーを見ますと、月に 2 回、国のレベルで会合
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があります。そして必要であればファックスや携帯電話などを使って情報のやり取りは
常に行っています。
石峯(防災科学研究所)：今説明がありましたディザスター･コーディネーティング･カウ
ンシルが中心になって防災会議を行うという事だったのですが、これは非常に階層的に
組織されたシステムのように見えるのですが、火山に詳しいスタッフがどれくらいいる
かという点と、もしそういう方がいないとすれば、彼らが火山に対する基礎知識をどの
ような形で得ているのかということ。そして実際の噴火に対して、どのくらい機能的に
情報提供に貢献したのかという点についてお教え頂けないでしょうか。
ソリダム：ご質問ありがとうございます。PHIVOLCS は国のレベルです。国立火山地
震研究所というのはローカルのレベルでも国のレベルでも地域のレベルでもあります。
4 つのレベルで援助しています。村のレベルまで支援をしているのです。同時に火山が
全部噴火するわけではありませんので、状況に合わせて支援が可能だと思っています。
藤田：よろしいでしょうか。それでは、どうもありがとうございました。
海外のケーススタディがここまでで、これから日本のケーススタディということで、ま
ず最初に気象庁の小泉さんに日本の全般的な火山防災のシステムの話。それともう一点、
2000 年の有珠山の噴火の時のお話をお願いしております。宜しくお願い致します。
小泉：気象庁の小泉です。宜しくお願いします。今日は「我が国における火山防災～観
測体制と過去の噴火事例～」というふうに題してお話致します。気象庁はご存知のよう
に、防災のための火山監視を行うのがその
責務、仕事になっているわけですが、まず
わが国の主な火山と噴火事例についてお
話した後、気象庁の火山監視体制、それか
ら火山情報といった形でご説明したいと
思います。

まず、日本の活火山についてご紹介したい
と思います。日本には現在の定義で 108 の
活火山があります。この定義は世界の標準
になっておりますスミソニアンの定義と
同じく、
過去 1 万年以内に噴火した火山と、
それから現在活発な奮起活動がある火山
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というふうに定義しています。この定義に従って、日本に 108 の活火山があるわけで
すが、実は未だに色んなところで休火山とか死火山という言葉をよく聞くのですが、気
象庁で 30 年前からもうそういう言葉を使っていません。例えば、富士山は私も含めて
子供の頃には休火山というふうに習ったのですが、立派な活火山であります。日本の活
火山はご覧のように北海道から東北、そして伊豆、小笠原諸島、それから中国から九州
というふうに分布しています。もちろん、活火山と一口で言っても、その活動の規模や
活発さは様々ですので、現在そこにありますように、日本の火山は ABC3 つのランク
に分けられております。このランクというのは、過去の活動履歴から決められたものな
のですが、例えば浅間山ですとか伊豆大島、それからこれからご紹介する有珠山である
とか伊豆大島、三宅島、こういったものがランク A に入っています。過去の履歴等を
調べるということで、そういった情報が乏しい北方領土の火山や海底火山については、
ランク分けの対象になっていません。そこにありますように、ランク A が 13、ランク
B が 36、ランク C が 36 というふうになっ
ています。これが日本の主な過去の噴火の
表であります。最近の規模の大きな噴火と
いうことになりますと、1977 年の有珠の
噴火、それから 1983 年の三宅島の噴火、
1986 年、後でご紹介がありますが、伊豆
大島噴火、それから 91 年になって雲仙普
賢岳の噴火、そして 2000 年に有珠、再び
三宅というふうに続いています。この表は
主に過去 300 年ということでリストアップしたのですが、このように非常にたくさん
の火山災害に見舞われてきたことが分かると思います。特にここですが、雲仙岳の 1972
年の噴火では、噴火活動の最中に発生した地震によって眉山という山態の一部が崩壊し
て、これがランドスライド地すべりを起こして、海に流れ込んだということで、津波が
発生したということで、非常に多くの 1 万人を超える人命が失われています。
それでは、気象庁の火山観測体制についてご説明したいと思います。気象庁はランク A
とランク B の火山のうち防災上の重要性、それから最近の活動度を参考に従って、現
在 27 の火山について連続的に監視モニタ
ーを行っています。観測の種類というのは
様々ありますが、そこにあるように、下の
方から高感度カメラ、これは当たり前の話
ですが、噴火の様子を見る。現在、気象庁
が使っているカメラというのは非常に感
度の高いものになっていまして、星あたり
でも見えるし、月が出ていれば人のように
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見えるというようなものです。それから地震計ですが、これは地震活動を捉えて、地下
のマグマの動きを調べる。それから空振計というのは一種のマイクロフォンですが、噴
火に伴う爆発の音、耳に聞こえないような低周波を含めてですが、そういった爆発によ
る空気振動をとらえます。それから GPS は皆さん非常にメジャーになってきているわ
けですが、地殻変動、地面の伸び縮みを測る。それから傾斜計は呼んで字のごとくです
が、地面の傾きを測ることによって、山態の膨張収縮を測る。こういった機械を使って
います。昨年 9 月 1 日に噴火した浅間山ですが、残念ながら最初の噴火は予知すること
はできなかったのですが、その後何回か続いた噴火の際には、この傾斜計のデータを元
に事前に噴火の予知をとらえるということにも成功しています。こうしたデータは上の
方に矢印がありますが、気象庁は日本に 4 つの火山監視情報センターというのを置いて
いるわけですが、常時リアルタイムで、そこに全て集中的に集められています。火山監
視情報センターはこのデータを 24 時間モニターし、当然、火山情報の発表を行うわけ
ですが、火山活動に異常を捉えられた場合には、そこの下の方に書いてありますように、
起動観測班というのを派遣しまして、観測体制を強化しております。この起動観測班と
いうのは非常時に出動するだけではなくて、先程日本には活火山が 108 あって、常時
モニターしているのは 27 とご説明したのですが、残りの火山については、この起動観
測班が定期的に巡回をするような形で火山観測、健康診断のようなものですが、監視を
行っております。
これが、下の方に日本語の説明がなくて申
し訳ないのですが、今気象庁が設置してい
る 4 つの火山監視情報センターとその守備
範囲の図です。札幌 VOIC と書いてありま
すが、ボルケーノ･オブザベーション･アン
ド･インフォメーション･センターの略で、
札幌火山監視情報センター。札幌センター
は北海道、仙台、ちょっと黄色くて見にく
くて申し訳ないのですが、仙台センターは
東北、東京、気象庁の本庁ヘッドクウォーターになりますが、そこのセンターは関東か
ら伊豆小笠原諸島、センターを置いていな
い中国と南西諸島の火山を対象に、それか
ら福岡のセンターは九州から沖縄諸島の
火山をそれぞれ守備範囲として観測して
います。
それではここで、昨年の浅間山の噴火の時
に、先程、観測体制の中でお示しした高感
度カメラで捉えられた映像をお見せした
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いと思います。下のキャプションが日本語だけで申し訳ないのですが、これは噴火から
約 2 ヵ月後の昨年の 10 月 28 日に撮影された浅間山の火口の様子です。これからムー
ビーをお見せしますが、下の方に噴火時刻が書いてありますが、9 月 1 日の 20 時 2 分
ということで、当然もう夜間なわけですが、
高感度カメラということで、このように明
るく映っております。残念ながら、天気が
悪くて山頂が見えないのですが、大体こう
いう感じで山があるというふうにイメー
ジして頂ければと思います。ご覧のように、
噴火に伴って高温の噴石が降り注いで山
麓で火災が発生している状況が捉えられ
ています。先程もご説明しましたが、この
ような大規模な噴火の後には、気象庁は起
動観測班というものを現地に派遣して、す
でにある観測体制を強化するということ
を行っています。この写真は上が GPS の
観測装置をセットしているところです。そ
れから右下ですが、先程までの発表でもい
ろいろ出てきましたが、コスペックと呼ん
でいますが、火山から放出されるガスの中
の二酸化硫黄の量を量る観測をしている風景です。後ろに映っているのは浅間山になり
ます。それから一番左下ですが、熱映像観測です。インフラレッドカメラによって火山
の熱の状態を計るというようなことも行っております。この他にも様々な観測機器によ
って観測の強化を行います。
スペースの関係で英語の説明しかなくて申し訳ないのですが、これから口頭でご説明し
ます。気象庁は 3 種類の火山情報を発表しています。上から重要度の高いものから緊急
火山情報、それか臨時火山情報、そして火山観測情報の 3 つになります。緊急火山情報
については人の生命、身体に係る火山活動が発生した場合。臨時火山情報については注
意関係が必要な場合。もう少し具体的に言
いますと、住民を避難させなきゃならない
ような場合に緊急火山。それから登山規制
のようにあるエリアを限って規制をしな
くちゃならないような程度の場合には臨
時火山情報というふうに考えて頂いてい
いと思います。火山観測情報については緊
急、あるいは臨時まで至らない程度の現象
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が発生した場合、それから緊急火山情報や臨時火山情報を発表している間で、それを補
うような感じでの情報を伝えたい時に出します。例えば、緊急火山情報が出ている非常
にクリティカルな状況が続いている中で出す情報について考えると、例えば、その緊急
火山情報が出ている状態だからというので全部緊急を出していたのでは、情報の重要度
を受け手が全ての情報の重要度に対して混乱をしてしまうということで、まず最初に緊
急火山情報を出して「こういう状況にあります」というふうに言った後に、それをもう
少し詳しく補う解説するような情報については、火山観測情報を使って出すというよう
なことを行っています。これらの情報は当然ですが、防災機関を通じて皆さんのところ
へ、あるいはマスメディアに通じてだけではなくて、最近では気象庁のホームページで
も随時見ることが出来るようになっています。
最近の緊急火山情報の例を挙げますと、後でもご紹介します有珠山、それから 2000 年
の三宅島の例で発表されています。臨時火山情報について言いますと、平均して 1 年で
大体数火山、昨年ですと阿蘇山、口永良部島、草津白根山、浅間山で発表されました。
気象庁では先程 3 種類の火山情報を出していると言ったのですが、世界では、例えば火
山の活動度を示すのに色で分けたり、あるいはやはり数字でレベルを示すというのが、
これまでの発表にもありましたが、よく行
われています。気象庁でもここにお示しし
たように、火山活動のレベル、火山の活動
度を 0 から 5 の 6 段階に分けて数字で示す
というスキームを使っております。0 は長
期間火山活動の兆候がないと、眠っている
絵が描いてあるわけですが。それから極め
て大規模な噴火というレベル 5 まで分けら
れています。これは気象庁が出している情
報に変わるものというものではなくて、気象庁の出している火山情報を補うものとして、
火山情報の中で、例えば臨時火山情報とか緊急火山情報の中に付加して発表されていま
す。例えば、緊急火山情報が出て、阿蘇山で現在こういう状態であるという解説がつく
わけですが、その頭に「現在こういうレベルにあります」と付加して発表するという形
をとっております。右の方に書いてあるのですが、レベルが 2 以下から 3 に上がるよう
な状態が発生した時、言い換えればレベル 3 を発表する時には臨時火山情報で、それか
ら 4 あるいは 5 に上げる時には緊急火山情報でというルールをとっています。下げる時
は火山観測情報で発表するということになっています。気象庁ではこのレベルについて
は 2003 年の 11 月から導入を開始しました。これまでに 12 火山、先程 27 の火山をモ
ニターしていると言いましたが、そのうちの 12 火山に導入を終えています。これから
も当然どんどん導入を進めていく予定になっています。
それでは次に、火山噴火予知連絡会というものについてご説明したいと思います。日本

- 239 -

の防災において、極めて重要な役割を果た
しているのが火山噴火予知連絡会になり
ます。我々は短くして予知連とも呼んでい
ますが、これは火山噴火予知計画に基づい
て、1974 年に設置された組織です。事務
局が気象庁にありまして、会議は気象庁で
行われています。予知連にはこちらにも当
然いらっしゃる全国の有数の火山学者が
結集しまして、全国のデータを集めて、そ
の活動の判断が行われています。予知連での判断結果、統一見解という形で発表されま
すが、これが色々な防災対応の基本根拠になっています。火山予知連絡会には大学、研
究機関の研究者、国土地理院や気象庁などの官庁だけではなくて、日本の火山防災を仕
切る内閣府なども委員として参加しています。このために、火山学的な検討の結果が即
座に火山防災に役立てられるという仕組みが出来上がっています。先程のニューホール
博士のご講演にもありましたが、火山の噴
火は地上に住む我々だけではなくて、上空
を飛行する航空機にも被害をうちます。繰
り返しになりますが、1970 年代以降、火
山灰により航行中の飛行機、主にエンジン
ですが停止することによる被害、幸いそれ
による墜落ということにいたった例はあ
まりないのですが、そういう災害が度々発
生してきました。そういうことを受けまし
て、国際民間航空機関、今 ICAO と言っているのですが、それと世界気象機関 WMO
というこの 2 つの機関が協力しまして、航空機の安全のための火山監視というのを推進
する計画が立ち上がりました。その結果、ニューホール博士のプレゼンテーションの中
にもありましたが、世界中に 9 つの火山監視情報センターというものが設置されまして、
気象庁もそのうちの一つの東京火山灰情報センター、東京ボルカニック･アッシュ･アド
バイザリー･センターというものを運営し
ています。略して VAAC バックとも言うの
ですが、東京バックの責任領域です。先程
のニューホール博士の説明でもありまし
たが、南はダーウィン VAAC、オーストラ
リア。それから東はアンカレッジとワシン
トン。共に米国ですが、西はツールズ、フ
ランスの VAAC がカバーしております。ご
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覧のように、フィリピンはちょうど日本とオーストラリアの 2 つの VAAC で、真ん中
で切れるような形になっています。東京を含むそれぞれの VAAC は人工衛星の画像、
日本でいえば気象衛星ひまわりを主に使っているわけですが、その人工衛星の画像を使
って火山の噴煙を監視しています。ただそれだけですと、非常に小さな噴火であるとか、
噴火の始まりを検知するのに遅れが生じたりするので、それぞれの責任領域内の火山観
測機関、ここにもヒューレックスやインドネシアの VSI の方々がいらっしゃっていま
すが、そういう火山観測機関からのデータも得ながら 24 時間火山の噴煙の監視をして
います。東京 VAAC の領域内ですと、今ここにいらっしゃるのはヒボルクスだけにな
るわけですが、全 VAAC を代表しまして、日頃からのそういった情報の提供との連携
にここでお礼を申し上げたいと思います。ぜひ今後とも宜しくお願い致します。各
VAAC では噴煙が検知された場合に、火山灰の現況、今どうなっているかと合わせまし
て、拡散予測というのを行って、これからどちらの方に火山灰が広がっていくかという
情報も発表しています。これは火山灰の現況を示す図の例です。たくさん入っている線
は日本付近の主な航空路でして、この例ですと、桜島の噴火ですが、一度噴火がありま
すと非常に大きな影響があることが分かります。以上で非常に大雑把ではありましたが、
気象庁の火山監視体制についてのご説明を終わらせて頂きたいと思います。
続きまして、有珠山噴火についてご説明し
たいと思います。有珠山は約 30 年間隔で
噴火を繰り返す非常に活発な火山です。大
規模なプリニー式と呼ばれる噴火ですが、

このプリニー式というのは火砕流とか大
量の火山灰を出す噴火ですが、このプリニ
ー式噴火や山麓からの噴火、あるいは火砕

流、溶岩ドームの形成といった様々なタイ
プの活動をします。有珠山は歴史上 8 回噴
火をしているわけですが、噴火の前には顕
著な地震活動があるというのが一つの特
徴になっていまして、2000 年の際にもそ
れを捉えて、事前に噴火を予知するという
ことに成功したわけです。また小さい字で
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申し訳ないのですが、これは有珠山がそれまで約数千年眠っていて、その眠りから覚め
て噴火を起こしました 1663 年以降の噴火活動をまとめたものです。1663 年以降、1769
年、それから 1822 年、1853 年と山頂から大噴火を起こして、いずれも火砕流が発生
しています。その後 1910 年の噴火では北麓に多数の火口を生じまして、潜在ドーム、
つまり下から上がってきたマグマが地面を押し上げて盛り上がる。突き破って出ないの
で潜在と言うのですが、そういう潜在ドームを作る活動をしました。この時できたのが
明治新山と呼ばれるものです。その次に 1943 年から 45 年に今度は東麓で活動が発生
しまして、この時は地盤を隆起させたマグマがついに地面を破って地表に出てきました。
これが現在有名な観光名所になっています昭和新山ということになります。この他にも
地質図を見ますと、有珠の周辺には非常に多くの潜在ドームが見られます。ということ
で、有珠というのはどこから噴火してもおかしくないという火山だと言えます。
それでは 2000 年の活動の経過を少し細か
く見ていきたいと思います。2000 年の 3
月 27 日、有珠山で微小な地震活動が始ま
りました。それが夜の 9 時過ぎになります
と、非常に活発になってきまして、先程も
申し上げたように、噴火の前には顕著な地
震活動があるということで、日が変わった
28 日の午前 0 時 50 分にまず気象庁から火
山観測情報という形で、｢地震が発生して
います｣というまずその事実を発表しました。これによって防災機関の迅速な立ち上が
りを促したわけです。その約 2 時間後の 2 時 50 分には今度はある程度の分析結果とい
うことで、臨時火山情報 1 号を発表して火山活動への注意を呼びかけました。これらの
情報を受けまして、地元の自治体は災害対策本部を設置し、それから一部の住民に対し
て自主避難の要請を行いました。これに従って、住民は自主避難を開始しました。さら
に 29 日になりますと、噴火の可能性が高いと火山噴火予知連絡会の見解が出されまし
た。活動判断が出されました。気象庁はこの内容を緊急火山情報第 1 号という形で発表
しまして、噴火に対する警戒を呼びかけました。実は気象庁が噴火前に噴火の可能性が
あると緊急火山情報を発表したのはこれが初めてです。この緊急火山情報の発表を受け
まして、地元の自治体はハザードマップに基づいて避難勧告、それから避難指示という
ふうに段階を追って指示を発令しまして、最大で 1 万 5 千人の住民が避難しました。こ
のように厳重な警戒態勢が布かれている状況で、31 日になっていよいよ噴火が発生し
ました。そこの写真のところにローマ字しか書いてないのですが、右側にある丸が西山
火口群、左側の丸が金毘羅火口群と呼ばれるものです。この活動はその後 4 月上旬まで、
そこに写真にありますように、西山火口群、それから金毘羅火口群でたくさんの火口を
形成しながら続きました。ご覧のように、噴火火口からごく近いところに洞爺湖温泉の
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町があるのが分かると思います。これらの火口群の活動は 5 月以降になりますと、徐々
に低下してきました。7 月 11 日になりますと、火山噴火予知連絡会は、マグマ活動は
終息しつつあるという判断、見解をまとめまして、それを受けまして 8 月 14 日になり
ますと、政府が、後で述べますが、現地対策本部というのが設置されていたのですが、
それの廃止というのを決定しました。その後も金毘羅火口群では引き続き小規模な噴火
が継続したのですが、それも段々収まってきまして、翌 2001 年の 5 月 28 日、やはり
火山予知連絡会がマグマの供給は停止したというふうな判断をしました。これを受けま
して、規制区域が事実上なくなりました。火口の周辺ごく一部には残ったのですが、人
が住む居住区域に関しては規制区域がなくなって、全ての避難住民が自宅に戻ることが
できるようになりました。そして 9 月にな
りますと、もう噴出活動そのものも終わり
ました。この 2000 年噴火に対する対応で
すが、2000 年の有珠山の噴火の際には事
前に発表されました緊急火山情報によっ
て的確な防災対応、避難指示等が行われて、
人的被害、人が亡くなった数は 0 でした。
このこと自体も非常に画期的なことなの
ですが、それに加えまして、2000 年の噴
火の際には政府と地元の自治体のとった対応にも非常に特質すべきものがあったわけ
です。気象庁が緊急火山情報を発表しました 3 月 29 日には、すぐ地元の伊達市の市役
所の中に、国、北海道、それから地元の自治体、その他の関係機関からなります有珠山
現地連絡調整会議というものが設置され
ました。これは 3 月 31 日に実際に噴火が
発生して、政府の有珠山非常災害現地対策
本部が設置された後には有珠山非常災害
現地対策本部合同会議と、長くて申し訳な
いのですが、というふうに名前を変えまし
て続きました。この合同会議において、
様々な防災対応がその場で迅速に決定さ
れるという仕組みが出来上がりまして、地
元自治体との連携が非常にスムーズに行われました。通常、政府の非常災害対策本部と
いうのは首都東京に置かれるわけですが、阪神淡路大震災の後に、政府の災害対策本部
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を現地にも置くという仕組みが出来上がっていました。これが初めて設置されたのが、
この有珠山のケースになります。対策本部には多くの省庁の幹部が集まりまして、その
場で議論して、その場で意思決定をすると
いう仕組みが出来上がりまして、我々公務
員の中では「霞ヶ関が引っ越していったよ
うだ」ということで、ミニ霞ヶ関というよ
うな呼び方もされました。その応急対策を
決めるのに非常に大きな役割を果たしま
したのが、先程から何度もご説明している
火山予知連絡会であります。現地には火山
予知連絡会の有珠山部会というものが設
置されました。そこでの結果が災害対策本部に直接伝えられまして、様々な応急対策を
行う根拠になりました。例えば、災害対策本部は噴火開始後、避難指示地域を段階的に
火山活動の低下に伴って解除して、縮小していきました。それにあたっては火山学者の
助言が大きな根拠になりました。また対策本部は火山学者の観測に対する支援も行いま
した。例えば、自衛隊はヘリコプターを毎日飛ばしまして、火山観測を行うだけではな
くて、例えば危険地域に観測機器を設置しに行き、そのデータを回収に行くという際に
は、装甲車なども出しまして、研究者の活動を支援しました。気象庁は政府の現地対策
本部の中で、予知連絡会の有珠山部会の運営を行うなどしまして、また一時帰宅、段々
避難指示地域が縮小していく。例えば、まだ避難指示だけども、「昼間は物を取りに家
に帰っていいよ」というような一時帰宅の際には、監視の下に住民の帰宅を行うという
オペレーションを行いまして、その時の火山監視を行いました。下の左に書いてあるの
が、カテゴリー分けというものの図なのですが、それぞれの危険度に応じて、例えば絶
対入ってはいけない所。それから昼間は入っていい所と区分をしまして規制をしました。
その中に住民が帰るという時には、右にありますが、先程ご説明したオペレーションと
いうことで、自衛隊のヘリコプターからの映像、あるいはその他の火山観測機のデータ
をモニターしながら、ちょっとでも噴火の兆候があるという場合にはその帰宅を中止し
て帰ってもらうというようなオペレーシ
ョンを行います。
このように有珠に関しては、先程ニューホ
ール博士がお示しになりました、こうある
べきだという様々な条件、セントへレンズ
の際に得られた教訓に対しては、そういう
目で見た場合には、非常に理想的な結果が
得られたと言えると思います。このように
有珠山で噴火予知に成功して、また的確な
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防災対応が取れた背景には、有珠山が顕著な前兆地震を伴う火山であったこと。つまり
事前に緊急火山情報を出すことが出来たこと。それから政府と自治体の連携がスムーズ
に行われたことが挙げられますが、しかしこれだけではなくて、事前にハザードマップ
が作成されていまして、さらに日頃から地元の火山学者や自治体の意思疎通を図る、要
するに日頃から色々な啓発活動等を通じて有珠山というのはどういう山であるかと、過
去にどういう例があって、噴火が起きた場合はこうしなくちゃいけないというようなこ
とが、事前に住民の間に浸透していたということが非常に重要なポイントであったとい
うことが言えます。これが合わさって初めて、事前に発表されていた情報が有効に機能
したというふうに言えると思います。
こういうふうに有珠に関しては上手くいった上手くいったとばかり言っているわけに
もいきませんで、実は今回の噴火は 1910 年の噴火とよく似た経過をたどって、しかも
事前に想定していたシナリオに沿って火山活動が推移したということが非常に重要な
背景にあるというわけです。次に荒牧先生の方からご紹介のある三宅島では、噴火の最
初のステージではある意味、予測が上手くいったわけなのですが、途中からそのシナリ
オを裏切るような火山活動に推移していきまして、必ずしも成功とはいえない状況にな
ったわけです。この有珠の噴火と三宅の噴火というのは同じ 2000 年に起きたわけで、
ある意味有珠の噴火で上手くいったと言
っていた我々が三宅島の噴火の際にはや
はり火山の噴火の予知と活動の推移の予
測は難しいと思い知らされたということ
になります。少し早いですが、以上で私の
発表を終わりたいと思います。引き続き、
三宅については先生の方からご説明があ
ると思います。どうもありがとうございま
した。

藤田：それでは、ご質問ございましたら、挙手をお願い致します。ご質問等ございませ
んでしょうか。お願い致します。
バーベリ：火山活動水準ですが、これはあなたがなさる評価なのでしょうか。噴火の前
になさる評価でしょうか。そして、そうだということであれば、例えば非常に大きな噴
火である、あるいは中間であるというのはどういうふうに区別されるのでしょうか。こ
れは今まで培ってきた情報を元にそういうことをおっしゃるのか。噴火前にまず出す情
報か。
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小泉：答えはイエスです。もちろん噴火が起きてしまってからレベルを上げるというこ
とも当然あります。何に基づいてということになりますが、例えば地震の回数であると
か、基本的に過去の事例を調べまして、地震の回数が増える、例えばある程度の地震の
前には地震の数がこれくらい増えるとか、傾斜計にこれくらいの変化があるとか、当然
そういう系統的、科学的な観測量に基づく基準というのも作っているのですが、確かに
4 から先にまいりますと非常に難しいものがあります。3 を超えて 4 と 5 というのは実
は、我々がレベルというものを導入しているのですが、まだこれからどんどん改良して
いかなければならない部分でして、ご質問は非常に重要かつ厳しいところをつかれてい
るのですが、4 と 5 の基準についてはまだ開発途上と言っていいと思います。
バーベリ：ご質問致しましたのも、私たちも困難だと思っているからなのです。私たち
にとりましても評価は難しいのです。また予知に基づいて、過去のデータに基づきなが
ら将来こうなるでしょうということがいかに難しいか。そしてこれこそ火山予知という
ことでは恐らく最も大きな困難性ではないでしょうか。少なくとも定量的に言いますと、
ラバが流れるとか噴火をするとかいうことは、前兆は同じですよね。例えば、SO2 が
出るとか若干水蒸気の噴出があるとかいうことは、前兆は同じなのです。ところがそれ
から困難さは始まります。それを踏まえて、前兆を捉えて、こういうことが起こったら
恐らくこういうことになるでしょうと言うことです。私たちはまさにこの困難に直面し
ているから先生にお伺いを致しました。
小泉：4、5 になりますと、過去の歴史的な文献等から、例えば何百年前の噴火の時に
はこのくらいの範囲まで火砕流が到達したので 4 としよう。あるいはそれを超える有史
以来、最大級の活動にするなどとするわけですが、4、5 についてはどちらかというと、
こういう現象が起きるという記述が主で、はっきり言って 4、5 の時にはどういう前兆
が起こる。それが現代の科学的な観測で、どういう前兆が把握されるだろうという定量
的なところまではまだ残念ながらまだ至っていません。それが実状だと思います。
藤田：他にご質問ございますでしょうか。
中橋(工学院大学)：気象庁の方では火山情報だったり、レベルとかといったことをされ
ているのですが、実際ハザードマップとかそういったものが出ている中で、気象庁の火
山情報として、そういうハザードマップとのリンクはどういうふうにお考えなのでしょ
うか。
小泉：もちろんレベルを導入する時にはハザードマップ等も参考にしながら始めたので
すが、はっきり言って、今まさにその辺のリンケージをきちんと取っていこうというチ
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ューニングの段階に入っているところです。
中橋：実際にはまだ始まったくらいの段階と考えた方がよろしいのでしょうか。
小泉：そうですね。つまりレベル 3 だとハザードマップでこの領域までみたいな話です。
例えば浅間山で言いますと、レベル 3 で大体 4km くらいの規制。当然 4km というのは
当然ハザードマップに基づいてなされている。そういった意味では、すでに一部の過去
の事例がたくさんある火山についてはそういうリンケージがとられています。そうでな
いものについてはこれからやっていかなければいけない。そういう状況です。
中橋：ありがとうございました。
藤田：ニューホール先生。
ニューホール：ありがとうございます。実際、あなたの質問にも関連しますし、バーベ
リ先生の質問にも関連する私のコメントです。ハザードマップというのは、いつも基づ
きますのは何らかの想定だと思います。どの確率でこういうイベントが起こるでしょう
という想定が必ずあるのがハザードマップです。一般的に言いまして、ハザードマップ
というのは決して最悪ケースは含んでおりません。大体小さなシナリオに基づいて積み
上げ方であるとか、あるいはこういうことが起こるでしょうねということの集大成です。
ですから、これがバーベリ先生のご質問のとおりなのですが、どちらの方も真っ当なこ
とをおっしゃっています。これこそ非常に重要でありながら、火山学者の最も困難な点
でもありましょう。火山で前に何回も色々な規模の噴火を起こして、それが不穏になっ
たという火山であった場合、もちろん色々な地質学的な記録から色々なことが起こりえ
るという範囲は分かっている。ハザードマップにも落とし込める。でも非常に正確にど
ういう反応がということになりますと、これは前兆に基づいてものを言わなければいけ
ない。それがすべて可能であるならば、それを前兆に基づきまして反応規模を決めてい
けるでしょう。特に非常に大噴火になりそうだという時には。あるいはハザードゾーン
を決められていたよりもシナリオ以上に広げなければいけないかもしれません。バーベ
リ先生もおっしゃいましたよね。ベスビオの計画シナリオですと、1631 年の噴火を想
定しているけれども、確率は小さいながらももっと大噴火かもしれない。そしてそうな
りそうだという所見が出た時にはみんながどこまで大きいのかと全て知りたがります。
ここで私が申し上げておきたいのは、魔法の解決法などないでしょう。これは困難な問
題ですから完璧な解はないでしょう。しかし、一つのプロジェクトでこれに対処しよう
としているプロジェクトがあるのですが、WOVO.dat と言うのです。このプロジェク
トはデータベースを作ろうということなのですが、世界の全ての観測所を集めて全ての

- 247 -

規模、色々な火山の噴火を全て集めてデータベースが完成した時には、追加の手がかり
を与えられるということを希望しているわけです。世界火山観測所連合と呼んでおりま
すが、前兆を見ただけで火山学者が恐らくこのデータベースでもう少し正確に物が言え
るような取っ掛かりになるということを希望致しております。
藤田：よろしいでしょうか。どうもありがとうございました。
続きまして、
「1986 年伊豆大島噴火と 2000 年三宅島噴火」ということで荒牧先生にお
願い致します。
荒牧：ありがとうございます。2 つの噴火について申し上げるわけですが、少しシニカ
ルな立場ということになるかと思います。有珠山の噴火が 2000 年にありました。これ
は非常に上手くストーリーが転換したということで、行政担当者にとっても非常に良か
ったというふうに言えたわけですが、ここでは私たちも含めてたくさんの人たちが批判
されました。こちらの 2 つの事例です。短くまとめて紹介していきます。
こちらが伊豆大島です。赤い数字がありますが、これは過去の主な噴火です。こちらが
三宅島です。東京の南になります。伊豆大島のモザイク写真、地質図、そしてストロン
ボリ型の活動が 1 週間ありまして、クレーターから溶岩が溢れ出しました。クレーター
A がここにあります。B と C という火口がありますが、B と C について今日は話をし
ているんです。
クレーターA は 11 月 15 日から 22 日まで 1 週間ほど活動が続きました。
クレーターをゆっくりと満たし、これは観光資源になるというふうに喜んだ人もいたく
らいでした。22 日の昼から地震のスウォームが B の割れ目で起こりました。16 時 15
分、私はヘリコプターで上から見ていたのですが、信じられませんでした。誰も予想し
ていなかったのですが、予想外のところでクレーターA と違うところで噴火が始まって
いました。そして突然ラバファウンテンが上がりだしまして、1,500 メーターほど本当
にすごいことになっていました。これが続き、クレーター近くにいた多くの人々も避難
をしました。C の割れ目が続いて開きました。同じ頃、非常に危険になったということ
で、島からの避難も始まりました。20 時 45 分、C の割れ目の噴火が終わりましたが、
その頃までにはかなり混乱した状況になっておりまして、全島避難の指令が 22 時には
出ています。全体で 5、6 時間のことなのですが、1 万人くらいの全島民が避難という
ことになりまして、本当に混乱した予想外の展開になったということです。避難が上手
くいくかということですが、船もなく、港も 2 ヶ所しかなく、避難を予想していなかっ
たので、なかなか上手くいきませんでした。しかし次の日の朝には大体それは完了して
いました。溶岩流が見えます。この溶岩流が直接一番大きな町に夜近づいていて、夜大
きな爆発があったということで、本当に皆さん不安な状況に置かれました。避難の準備
も出来ていないのに、避難指令が出たということです。今から思えば、全島避難の必要
はなかったとは思いますが、当時は全員混乱しておりました。皆でテーブルの周りに集
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まって、どうするかという議論をする時間もなく、本当にその場で対応しなければいけ
ない。ちょうど戦時と同じ対応を迫られたということです。私自身もちょうどこの時島
におりましたので、当時のことをよく覚えています。実際の報告は夜中ということで、
難しかったのですが、このようにアクティブな割れ目のものが南の方に 3～5km ありま
す。次の新しい噴火は島の南の端の方で起こると思われていましたので、これも混乱の
原因となりました。当局に対して、南に行こうとしている人もいるけれども、南の方が
早く避難できそうだということで、そちらに動いていたのですが、それを急に南から北
へ動かしました。というのも、この辺りに割れ目が発生していることが分かったからで
す。バスは住民を乗せて最初は南に向かっていたけれども、北へ向かわざる負えなくな
ったということです。これが大きな割れ目でありまして、これは外側のスロープの外に
あります。400 年ぶりにこういったことが起こり、非常に驚きました。これは地下でこ
ういったことが起こったのではないかということを後でまとめたものです。臨時のヘッ
ドクウォーター下鶴先生もいらっしゃいます。そして町長さんや連絡会の先生もいらっ
しゃいます。真夜中真っ暗の中で避難が行われました。誰も準備をしていなかったので
すが、船の扱いも非常に大変でしたが、海上保安庁の担当者が来ていましたが、非常に
狭いところで船を扱わなければいけないということで、通常とは違った難しさがあった
と思います。しかし、関係者が協力して避難を完了することが出来ました。2 ヶ所の港
ですが、ここから 1 万人の島民ほとんどが避難し、ごくわずかな人たちがこちらの港か
ら避難致しました。三宅島です。始まりが 6 月 26 日で、地殻の変形と地震のスウォー
ムがありました。当局はすぐにアラートを出しまして、避難が指令されました。西側の
みに集中しているので、東側から避難するようにということを指示したわけです。次の
朝、海底噴火がありました。地震のスウォームが西の方に島の外へと動いていきました。
過去と同じだったので、
「もう終わった。クラックはもう外れていくから大丈夫。」とい
うことで、避難はやめようと帰宅指令が出ました。しかし 1 週間後、頂上の崩壊が始ま
りまして、水蒸気マグマ爆発の噴火が起こりました。火山学者はいずれも訳が分からず、
悩んだわけです。カルデラのコラプスも 2、3 週間かけて崩壊が進み、大きくなりまし
た。そして後ほど分かったのですが、30km に渡る大きなクラックが北西部に出来てい
て、火山の直下のマグマ溜りがその大きなクラックに吸い込まれていて、表面でマグマ
と大気の接触が増え、ピストンシリンダータイプの崩壊になったのではないかと推定さ
れています。これは最初の段階で 1.6km のカルデラです。これは前後の様子を示して
います。誰もこのような陥没が起こるとは想像していませんでしたが、後から思えばこ
のサイズ、あるいは 3 千年前にできたカルデラと同じですので、そういった意味では 3
千年ぶりに同じことが起こったと考えてもいいのかもしれません。噴火が段々と強くな
ってきました。かなり大きな火山岩が降下し、自主的に避難を始める人も増えまして、
9 月の初めに全島避難指令が出ました。4 千名の方となります。当時かなりの混乱もあ
りましたし、当局に対する反感や批判もありました。その後、SO2 が大量に出るという
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活動が起こりました。メガクラックが出来ている様子を示しています。このメガクラッ
クは伊豆大島に 20km のクラックが同じ方向に走っておりますので、それと同じ方向に
このメガクラックも走っています。この地域全体の傾向として、大きなクラックが強い
地震のスウォームがありますと、突然形成される。これはパシフィックプレートとユー
ラシアプレートのぶつかる所で非常に大きなプレッシャーがかかっている地域だから
だと思います。9 月以降ですが、非常に SO2 の量が増えておりまして、ここは 1 日当た
り 10 万トン、世界最高のレベルではないかと思うくらいの SO2 の排出が続きました。
避難が行われたということをここに述べています。
有珠山と三宅島を比べてみますと、有珠では現場に観測所があって、非常に優れた火山
学者がいらっしゃったということ。必要なコーディネーションも取れたということです
が、三宅島では観測所というのがありませんでした。測候所、JMA の組織はありまし
たが、いわゆる火山の専門家は三宅島には当時いませんでした。そして啓蒙や準備体制
は、有珠ではかなりの準備体制が整っていたのですが、三宅島ではそれほどではなかっ
た。有珠ではコミュニティでの協力が非常に上手く進んでおりましたが、その点三宅島
は不十分でありました。これが前兆のリードタイムの違いです。国レベルの防災のリー
ダーシップですが、有珠の場合には非常に強いリーダーシップが発揮されました。しか
し三宅島では詳しくは述べませんが、リーダーシップは不十分だったのではないかと思
います。避難の前、三宅島は島の小さなコミュニティを形成して、島民の数は 4 千名だ
ったのですが、避難をした後、大都市の中にバラバラに住まなければいけません。東京
というのは 1 千万人の人口があります。シンプルな豊かな自然の中の生活が突然、高度
な文明都市生活を強いられるということで、特に高齢者の中には新しい生活に全く馴染
めないという方もいらっしゃいました。非常に密な家族での生活、近隣関係も強かった
のですが、避難をしたことによって家族の絆も弱く成らざるを得ない。生活が非常に困
難になったということです。つまり、バーベリ先生がおっしゃったベスビオの噴火はま
だ起こっておりませんが、イタリアの人たちは家族や地域のつながりを非常に大事にし
ている方々なのです。やはりそのことを同じように考えました。以上です。ご清聴あり
がとうございました。
藤田：それではご質問がありましたら挙手をお願い致します。何かございませんでしょ
うか。それでは時間も押していますので、続けて日本のケーススタディということで、
岩手山のお話で、「火山活動情報を行政に生かし連携するかたち」ということで、岩手
県の土井様にお願い致します。
土井：岩手県総合防災室の土井です。宜しくお願い致します。今日は岩手山の 1998 年
から始まった噴火危機に地元の行政がどのように対応したかというかたちでご紹介さ
せて頂ければと思います。共同発表者の岩手大学の今副学長をされています斎藤徳美先
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生がこの噴火危機に際して強いリーダー
シップを発揮されまして、この危機に対応
したという実例がございます。今日、本来
この席で皆様にお話できれば良かったの
ですが、日程がどうしても合わないという
ことで、私の方が話させて頂きます。
私の方は地方行政に所属することになっ
たのは 3 年前でして、それ以前は火山地質
の方の研究を岩手山に関して続けていた
ものでございます。
まず岩手山ですが、標高が 2,038m の大型
の成層火山です。安全岩及び玄武岩からな
る火山群でして、東西に配列しています。

こちらに綺麗なコーンがありますが、これ
が 1 千年前以降に形成されたものです。こ
れは北西上空から見た岩手山です。西側山
頂部にカルデラがございまして、さらにそ
の西の端に 7、8 千年前から少なくとも 8
回水蒸気爆発を繰り返している火口がご
ざいます。それからこちらに新しいコーン
があるわけです。これが新しいコーンの山
頂火口です。円形の山頂火口を持ちますが、
その周辺にこのように灰白色の噴出物が
ありますが、これは 1686 年のマグマ水蒸
気爆発による火砕サージの堆積物です。さ
らにそれを覆って黒いスコリアがありま
すが、引き続いて発生したマグマ噴火によ
るものです。最近の岩手山の噴火の中で山
頂噴火として、この 1686 年の噴火になります。この後、岩手山は 1732 年にマグマ噴
火をしています。山頂の北東山腹に 5 ヶ所の火口が開きまして、溶岩流を流しておりま
す。大体 0.1km3 ほどのマグマを噴出しています。これが焼走り溶岩流と呼んでいます
が、最後のマグマ噴火でして、以降、岩手山ではマグマ噴火は起こっておりません。そ
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して 1900 年以降で見てみますと、1 回の
水蒸気爆発と 2 回の噴気活動の活発化が
あったのみでして、そして今回 4 回目の水
蒸気の噴気活動を伴うような活動を迎え
たことになります。その活動ですが、1998
年の 2 月から始まりまして、火山性の地震
が次第に増加してまいりました。さらに山
体の膨張も始まりまして、4 月には 1 日で
300 回弱の地震が発生いたしまして、さら
に 6 月には 1 ヶ月間で 1,800 回を超える有
感地震を含む地震が発生しております。特
に、後ほどお話させて頂く社会の混乱はこ
の時期に生じまして、色々な対応をうって
まいったわけです。その後、地震の回数は
減りましたが、9 月 3 日になりまして火山
の南西付近でマグニチュード 6.2 の地震が
発生いたしました。9 名ほど負傷しており
ますが、そういった地震活動を含めまして、
データとしては、ほぼ 2004 年まで継続し
たというふうに考えております。この地震
活動の後に、99 年になりまして噴気活動
が始まりました。これは 99 年の 11 月の状

態ですが、林の中にこのように東西に配列
する噴気口群が現れまして、水蒸気のカー
テンを上げるような状態で次第に活発化
していったわけです。この山頂部でも噴気
しております。これは山の北側 7km のと
ころで撮影したものですが、岩手山の西側
の方で尾根筋から噴気が一斉に上がりました。ここでは吹いておりますけれども、雲の
ように見えているのがいずれも噴気でございます。この時の噴気の特徴は東西 2km ほ
どの稜線部に沿って噴気所が活発化したということです。大きなフィッシャー等はござ
いませんで、
数えただけで 330 個以上の小さな計 1m 弱の噴気口群が東西に並びまして、
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それから一斉に噴気が上がるというような噴気の仕方でありました。このようにして昭
和になって若干の水蒸気爆発や噴火活動の活発化を経験はしておったのですが、事実上、
大きなマグマ噴火を経験していないという状態だったために、当時の岩手山の山麓の状
況というのは噴火を想定していない、全く
無防備な状態でした。岩手山が県との盛岡
市の北西約 20km のところにありまして、
かなり近いところにある火山であるとい
うことがありました。ところが、これは同
時に行政側から見ますと岩手県一県で対
応できる火山だったという幸運なところ
もございました。火山防災マップは当時ご
ざいませんでした。それから噴火を想定し
た緊急対策計画もございませんでした。岩手県は非常に津波被害を過去、繰り返し受け
ているものですが、防災の主体は地震と津波というところでございまして、火山に関す
る想定は計画もなかったということでございました。それから住民は約 40 万人おりま
すが、火山の認識はなかったと。それからこれが今回の岩手の特徴だったのですが、三
宅もそうだったのですが、地元に火山観測所がなかった。そういう中で対応せざるを得
なかったという状況があります。
それからもう一つ、地元の状況の中では産学官民のボランティアの連携組織 INS と呼
んでいますが、これが根付き始めたという社会状況がございました。今のような状況下
で 1998 年に噴火危機が現れたということで、当初は火山にどのように備えたらいいの
かというのが分からなくて、社会全体が困惑した状態になりました。火山情報が気象庁
から発表されましたが、その文章の一部分
の文字に過剰に反応するという行動が現
れるとか、報道機関の関係の方々について
は十分自分たちが理解した上で報道した
いけれども、火山情報が理解できない。ど
ういう内容なのだろうかという強い苛立
ちもありました。そういうような中で、急
遽ゼロからなのですが、火山情報を火山予
知連絡会が統一見解等で発表している学
術的火山活動評価を行政行動に移すためには当時は非常に問題がございました。今は火
山活動情報という言葉を使っていますが、これが仮称として使わせて頂いていますが、
含むものは気象庁が発表する 3 つの情報、当時は 2 つの情報でございました。一つは火
山情報、一つは予知連が公表される統一見解等の情報でございます。それをどのように
して、地方の行政に結び付けたらいいかということで、岩手で立ち上げたシステムはこ
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の 3 つでございました。この気象庁の発表する情報の中に防災に関わる十分具体的な情
報が含まれていないというものがあります。どうしても地元が具体的に動くためには、
火山活動情報を分かりやすく地元に説明する必要がある。そして、それを防災の提言に
読みかえることが地元では必要になったわけです。一般的に考えますと、火山の現在の
活動と今後の活動を含めて防災情報に読みかえるというのは非常に難しい作業です。予
知連もそれをやろうとしてなかなかできないということはあるのですが、その必要性が
地元になればなるほど高くなるわけです。そうでないと行政が動けないわけです。その
為にここに県の検討会を設置しまして、ここで防災提言に踏み込む努力をしようという
主旨の会議を致しました。これがありますと、次にそれを受けて具体的な防災対策を立
案する委員会を設けるということです。これは県と国が共同で設置していました。それ
を受けて、直後に岩手県と 6 市町村の組長が集まりまして行政判断を致しまして、これ
を行動に移すことを行いました。組長さんは委員会の委員でもございましたので、対策
の立案の経過を全て把握しているわけです。そして計画が出来上がります。それを受け
て直ちにここで県と共に行政判断を下す。そして行動に移すというシステムを作り上げ
たわけです。この中で、繰り返しになりますが、やはり一番大切ですが難しいのはここ
の部分です。ここが一番重要と考えられるわけです。地元の科学者の役割という形にな
ろうかと思います。と言いますのは、その
検討会というのは、観測関係は地元に観測
所がございませんので、一括して仙台市の
観測センターの方で監視されていました
浜口博之教授が中心になって評価等の関
わりをして頂きましたし、地元の科学者も
参加しておりましたが、そういった浜口先
生の言葉の理解を中心に分かりやすく住
民に向かって説明するということです。こ
の検討会にはオブザーバーとして県と 6 市町村の防災担当者も出ております。ただし議
論は非公開です。議論の途中で難しい内容になりますと、検討会の座長が防災担当者に
向かって、今どのような議論を行われているかを逐次説明してまいりました。そのよう
な形で、議論を進める中で、地元の防災担当者、県と 6 市町村ですが、理解できるよう
な形を繰り返したわけです。それから防災上の方向性に関する提言に踏み込む努力をす
るというところです。努力をしますので、防災関係者から見ますと、ここまでは分かる
んだなと、しかしこれ以上は無理なのだなと、無理だというところが担当者に分かって
くるということです。ここで一つの解釈をする可能性がありますから、その構成する委
員については提言の結果については地元の行政と共に責任をとる覚悟が次第に出来て
きました。岩手の場合はどうだったかはっきりまだ分からないのですが、可能であれば、
地元の科学者というのは地域に信頼されていることが重要だろうと考えられます。北海
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道の有珠山 2000 年噴火の岡田弘教授や北大の研究者の方々は、やはり地域に信頼され
ている方々だということで、防災活動が上手くいったというふうに考えられるかと思い
ます。地元の科学者がこのような姿勢で防災情報に翻訳しようと努力したことが行政側
にもはっきりと伝わりまして、それならば行政側も行政責任を果たしましょうという形
ではっきりした態度をとってくれるようになりました。それから火山活動ですので、緊
急時が発生する可能性があるわけですが、それに対してはこのようなことをしました。
これは今の災害対策基本法では組長が防災責任者になるわけですが、今回の噴火危機で
は、当然、行政の専門家としての自覚を強く求められたわけです。しかしながら、組長
さんたちは火山の専門家ではないわけです。その人たちが仮に緊急時に火山情報等を得
たとしても独自で行政判断をするのは非常に難しい条件があるというふうに考えられ
ました。そのために岩手ではこういう形を作りました。県知事が検討会からの学術的な
助言を受けながら自らが判断する。そして
組長さんに助言をする。そして組長さんは
法律上の行政判断をする。つまり知事と組
長さんが連帯して責任をとる。当然連携し
ていくという体制を作ったわけです。これ
は 2000 年の岩手山の火山防災ハンドブッ
クに明記して、共通の認識と致しました。
この緊急時をサポートするハードとして、
岩手県警戒本部と岩手県知事がいるわけ
ですが、観測の中心である東北大学の観測
センター、それから地元の防災の中心であ
る岩手大学の工学部、それから気象庁の盛
岡地方気象台。これをテレビ会議システム
でつなぎまして、さらに 6 市町村と県をテ
レビ管理システムと電話会議システムで
備えたと。同時に先程の助言や議論ができ
る形を作ったわけです。
ここで一つ注目されるのは、ここの気象庁の地方気象台ですが、このシステムに入って
くれているというところです。当時、盛岡地方気象台の台長の方は当然、国の機関、そ
れから県の行政という業務の関係が日本では一般的なのですが、そうではなくて、地方
気象台なのですが、地元と共に責任を果たそうとかなり強い覚悟をしてくれまして、こ
のシステムの中に入ってくれたわけです。当時を想定しますと、課長補佐の小泉さんが
おられますが、盛岡地方気象台の台長がこのような判断をするということは、相当本庁
から圧力がかかったのだろうと思います。当時、そういう形で地元と共に火山にあたろ
うという形をとってくれたというのは私としては非常に体制としてはいいものであっ
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たというふうに考えています。それから、
なぜゼロから半年前後でこういう防災体
制が作れたかということなのですが、結論
は地域の連携があったということだと思
います。それは岩手大学の工学部の斎藤徳
美教授が強いリーダーシップを発揮して
くれまして、ボランティアの INS を組織
して、火山防災の実務的な企画、調整、先
導、情報共有、研修、啓発、それから行政
の公的な意味から支えるような全体をボランティアがやったというところがあります。
こういう下支えがあるゆえに短期間の防災体制の構築が可能であったと考えられます。
INS という組織ですが、岩手ネットワーク
システムの略ですが、岩手大学が中心とな
って地域の安全を目的に科学者と行政と報
道機関と産業界が連携を図るものです。こ
れらの方々は全員個人の立場で参加すると
いうことです。例えば、国の機関の方が参
加するにしてもそれはあくまで個人と、機

関を背負って会に出るのではなくて、あく
まで個人であるということです。従って、
非常にざっくばらんな討論が可能になっ
てきます。公式見解も出しません。拘束力
もありません。月１回やっておりましたが、
大切なのはもう一つは会議が終わった後
の懇親会でして、自費で参加するのですが、
毎回顔を突き合わせて意見交換をすることで、非常に信頼感が生まれまして、これは職
責を超えてしまった信頼感になっていったわけです。その為に色々な行動がスムーズに
いったということがございます。メンバーですが、官としましては岩手県と 6 市町村の
担当者、岩手県警、それから国としては国土交通省さん、国土地理院、盛岡地方気象台、
林野庁、それから陸上自衛隊の岩手駐屯地が入っています。それから大学は岩手大学と
東北大学、岩手県立大学、その他公益法人、それから報道関係、新聞とテレビ関係者も
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入っております。それから団体、民間企業、ボランティアの個人という構成のメンバー
で機関としましては約 50 機関の方々が参加しているものです。懇親会の風景ですが、
お酒を飲んでいる写真を見ても何も面白くないのかもしれませんが、ちょっと参加者を
見て頂きますと、ここにおられるのは先程
地元のために一緒にやっていこうという
ふうに考えられました盛岡地方気象台の
台長さんです。周辺に民間人や町の行政、
岩手県警、それから陸上自衛隊、制服姿で
すが、そういった方が一緒に懇親していま
す。こちらが県の行政です。こんな雰囲気
で懇親を深めたということです。結局、各
機関の防災担当者、特に中核の方々が出席
して自由な議論を行いました。そしてそれを再び機関に持ち帰り、ここで公示になるの
ですが、行政の行動や事業に反映させたわけです。ここでも行政行動を具体的に起こせ
るシステムになりました。そうしますと、
岩手で取り組んだ火山防災の形というの
は、すでに北海道で岡田さんたちが減災の
三角錐を提案されていまして、これを我々
も理想として活動を続けてきましたが、岩
手の特徴を付け加えますと、研究者と行政
機関と報道機関がお互い底辺として強く
連携する。加えて住民も主体的に地域の安
全のために働いて頂くという考え方です。
それらを INS で強いリーダーで信頼関係の下に繋いだという特徴になるかと思います。
まとめますと、テーマである火山活動情報を行政行動に結びつける岩手の 3 つの形とい
うのはこのようになりまして、委員会等による公的なかたちを作っています。それから
緊急時のかたちを作りました。それからボランティア連携組織による行政行動に移すか
たち。この 3 つを組み合わせるかたちで火
山に対応したということになります。
終わりに、火山活動情報、仮称ではありま
すが、行政行動に繋げるシステムはどうし
ても日本の火山防災行政では必要だと思
われます。しかし、そういったシステムは、
結局は目に見えない箱物と同じだなとや
って感じました。つまりどこかで苦しい判
断をせざるを得ない判断をすれば次の人
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もまた本気になってまたやってくれると
いう信頼関係のあるような人の動きが一
番大切なのだと実感した次第です。以上で
終わらせて頂きます。ありがとうございま
した。

藤田：どうもありがとうございました。それでは短めの質問を一点だけ、もしございま
したら。よろしいでしょうか。それではどうもありがとうございました。司会が不手際
でだいぶ押してしまって申し訳ございません。休憩を今 16 時なので、ちょっと短いの
ですが、16 時 10 分まで休憩させてください。全体が 10 分遅れとなってしまいますが、
10 分間の休憩をここで挟みまして、次は 16 時 10 分から行いたいと思います。
（休憩）
藤田：それでは次のご講演に移らせていただきます。2 つ富士山に関するご講演を頂き
ます。一つ目は「環富士山火山防災連絡会の経緯と今後の展開について」というご講演
で、富士吉田市企画部長であらせられる渡辺則明様よろしくお願いいたします。
渡辺：只今、ご紹介を頂きました富士吉田
市の渡辺則明です。ようこそ日本で一番美
しい富士山と共生している富士吉田市に
おいで頂きました。心から歓迎申し上げま
す。
富士吉田市は富士山から多くの恩恵を受

ける中で、古くから富士山信仰の拠点とし
て、また甲斐絹を代表とする織物産業によ
り発展してきており、富士山北麓の中核都
市となっております。それでは本題に入ら
せて頂きます。
本年 2005 年 4 月 11 日、ここ山梨県富士
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吉田市の環境科学研究所で富士山を共有
する富士山周辺市町村により「環富士山火
山防災連絡会」の設立総会が開催されまし
た。山梨県 8 市町村、静岡県 9 市町村が一

同に会し、富士山噴火に備えた防災対策で、
相互に連携を図っていくことが確認され、
会長に富士吉田市長、副会長に富士宮市長
が選出されました。この場をお借りして、
この連絡会の設立の経緯と今までの状況、
今後の展開についてお話したいと思いま
す。

まず、設立の経緯でございます。1980 年
代前半、昭和 50 年代後半ですが、
「富士山
大爆発」という本が出版される中で、マス
コミも大きく取り上げ、富士北麓地域だけ
で、年間 2000 万人を超える観光客が訪れ
る全国有数の観光地であります富士山周
辺は観光客が減少しました。富士山の噴火
について、地元ではその後長い間、タブー
視されてきました。2000 年平成 12 年 2 月
3 月には有珠山が、同年 7 月には三宅島が
相次いで噴火しました。同じ年の 2000 年
平成 12 年 10 月から翌年 5 月にかけて、富
士山周辺で低周波地震が多発し、有珠、三宅の状況もあり、富士山周辺地域でも火山災
害に対する備えの必要性の声が高まりました。そのような中で、富士山周辺自治体の要
請を受け、内閣府の主導により、2001 年平成 13 年 7 月、富士山ハザードマップ検討委
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員会が設立され、2004 年昨年の 6 月、数々の協議が重ねられる中で、富士山ハザード
マップが公表されました。ハザードマップの作成期間中、ハザードマップ検討委員から”
地域防災計画は周辺地域ぐるみで作らないと意味がない”という指摘があり、内閣府も
これを受けて富士山火山広域防災検討委員会を設立しました。富士山は山梨県と静岡県
の県境にあります。
富士山のハザードマップが国家レベルで作
成される中で、富士山を共有する周辺自治体

においても、県境を越えて手を組むことが
必要だと考え、昨年 7 月に開催された「第
2 回富士山土砂災害対策連絡会」において、
富士吉田市長から富士山の火山災害リス

クを共有する市町村の連携が提唱されま
した。そして、静岡県の富士宮市と共にそ
の設立に向け動き出しました。連携の趣旨に賛同した山梨、静岡両県の市町村が準備協
議を重ねる中で、本年 4 月 11 日に、ここ
山梨県環境科学研究所において設立総会
が開催されました。このような経緯の中で、
活火山の周辺市町村では全国でも初めて
という県境を越えた連携組織、「環富士山
火山防災連絡会」が設立されたわけです。
構成機関といたしましては、山梨県側から
富士吉田市、富士河口湖町、西桂町、山中
湖村、忍野村、鳴沢村、上九一色村、身延
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町が、静岡県側からは富士宮市、沼津市、三島市、富士市、御殿場市、裾野市、長泉町、
小山町、芝川町が、またオブザーバーとして、富士砂防事務所、山梨県、静岡県、山梨
県環境科学研究所が参加されております。さらに会議の内容により、地方気象台、自衛
隊、消防、警察など関連する機関にも参加を呼びかけていくこととなりました。
ここで、富士山火山に対する社会情勢の変
化についてお話したいと思います。なぜ以
前は官民ともにタブー視してきた富士山
火山のことが公に取り上げられ、またその
対策を協議できるようになってきたのか
でありますが、次のことが上げられると思
います。有珠山、三宅島の相次ぐ噴火。特
に有珠山については、避難に当たりハザー
ドマップが有効に機能したこと。マスコミ
を通じそのことが住民にも認識されたこと。また富士山は 1707 年の宝永噴火以来、300
年もの間噴火しておりませんが、富士山の低周波地震の多発により、富士山周辺地域で
も火山災害に対する備えの必要性の声が高まり、有珠山の例などを聞き、火山防災に対
する重要性を認識した自治体が多くなってきたこと。火山防災では、広域避難に必要な
施設の確保や避難道路の整備、噴火や地震予知の観測体制の強化、災害情報の共有化な
どの連携が重要であるため、市町村間で連携の必要性が認識されてきたこと。こうした
ことから火山噴火が災害というマイナスイメージばかりが強調されるのではなく、災害
に対しどのような防災対策をとっているか、対策をとっているから安心できる地域だと
いう災害への備えがプラス効果を生み出す社会情勢になってきたことなどが上げられ
ます。長年、周辺自治体がタブー視してきた富士山噴火について、一転して連携する中
で、国に対し、富士山の火山防災対策を要請するまでに変化いたしました。
次に発足から現在までの動きについてで
あります。
これまでの取り組みとしては 7 月 20 日に
先進地、これは有珠山を抱える北海道壮瞥
町の担当者の方、また国の広域防災検討会
の委員であります池谷浩先生を招いての
額集会を実施しました。また 10 月 13 日か
ら 14 日にかけて開催された「2005 火山防
災フォーラム」に共催として参加しました。
「広域連携を踏まえた火山防災」をテーマに活発な議論や提言がなされ、「環富士山火
山防災連絡会」に期待するところの大きさを感じた次第であります。
最後に、今後の取り組みと課題についてでありますが、当面は今までのように定期的に
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情報や意見を交換していく中で、火山防災
に対する課題の抽出や意識の共有化を図
っていく予定です。また、災害時の相互応
援協定を年度内にまとめていく予定とな
っています。今年 9 月 5 日に、国の「富士
山火山広域防災検討会」の最終報告が行わ
れました。これを受け、各市町村の、地域
防災計画に反映させていけるよう、また参
加市町村が共通の理解と意識の共有化を
図っていけるよう国の担当者を招いて火
山防災の学習会を予定しております。また、
富士山の火山防災対策の充実のため、参加
市町村が連携する中で国や県への要望活
動を行っていく予定であります。この連絡
会に必要なこととしては、今までの動きの
中で自治体行政も国や学識者に一方的に
情報を求めるのではなく、火山防災に関す
る様々な情報を理解、認識する力をつける
必要があると強く感じています。特に、連絡会である以上、求められるのは参加自治体
の全てが情報を同時に入手し、同じレベルで情報を理解することであると共に、富士山
の火山防災対策を共通の課題として認識していくことであります。富士山周辺の地域の
事情に差はあるものの、広域連携という視点に立ち、関係機関のアドバイスを受けなが
ら、情報の共有化と共通理解を図っていきたいと思います。また将来的に、合同の防災
訓練や研修などを通じ、富士山火山防災に対する機運を風化させない努力も大切である
と感じています。いずれにしても、この連
絡会が富士山周辺住民はもとより、この地
域を訪れる多くの人々がこれまで通り安
心できる環境を整備し、活力ある地域にで
きるよう努力していきたいと思います。
最後に、連絡会に参加している市町村がこ
れを契機として、火山防災以外の分野でも
交流が図られることを期待して私の話を
閉じたいと思います。ご清聴ありがとうご
ざいました。
藤田：どうもありがとうございました。コメントやご質問等ございますでしょうか。よ
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ろしいでしょうか。どうもありがとうございました。続きまして、「富士河口湖町の取
り組みについて『観光資源としての富士山と火山防災』」というタイトルで、富士河口
湖町長の小佐野常夫様よろしくお願い致します。
小佐野：こんにちは。富士河口湖町長の小佐野でございます。富士吉田市の取り組み状
況のご発表の後、私どもの富士河口湖町の取り組み、特に、私ども観光地ゆえに、観光
資源としての富士山と火山防災についてご紹介をさせて頂きます。
私どもの町も日本の国でそれぞれの町で市町村合併が進んで、推進が図られているとこ
ろでございます。年が明けて、来年の 3 月 1 日になりますと、富士五湖のうち 4 つが
私どもの同じ町になるような状況で、今は観光が中心として地域づくりが進んでいると
ころでございます。もとより私ども富士山と共に今申し上げました富士五湖、さらには
3,000ha と言われております青木が原樹海、この青木が原樹海につきましては改めて申
し上げるまでもなく、西暦 800 年ならびに 864 年、約 1200 年前後に 2 回の富士山の側
火山の噴火によりまして誕生した原生林でございます。今は観光資源として私どものエ
コーツーリズムのまさに拠点として、昨年合併後にはエコーツーリズムの拠点、いわゆ
るネイチャーガイドも町民、あるいは県外の皆さんもご協力頂きながら、約 45 名の皆
さんがご活動頂きながら、まさに観光の拠点の一つとして青木が原樹海をエコーツーリ
ズムの拠点に今いたしておるところでございます。そのような観光資源がまさに歴史的
には火山と極めて関わりがあったと歴史が物語れるというふうに思っているところで
ございます。
かつては富士山の噴火を口にすることは、先程富士吉田の渡辺企画部長からもお話あり
ましたように、私どもこの関係の自治体としても一時はタブー視されておったような状
況でございます。これは先程富士吉田市さんから発表がありましたように、まさに観光
への影響ということを地元住民あるいは関係団体等々が危惧しておった経過がござい
ます。そんな折、私ども 2000 年の 10 月から 2001 年 5 月頃にかけまして、富士山のマ
グマの動きが原因と思われます、いわゆる低周波地震が頻繁に発生したことを契機とさ
せて頂きながら、私ども噴火を直視しなければならない状況を直感いたしたところでご
ざいます。その後、富士吉田市さん等々と連携をとりながら火山防災協議会の設立まで
至った思い出がございます。この前後には私ども北海道の有珠山の視察等も私どもが直
に、あるいは防災の関係者を含め、延べ 3 回ほど視察させていただきながら、先程お話
がありましたように、ハザードマップ作りの重要性、あるいは防災施設の重要性という
のを極めて私ども直感をいたしたところでございますし、また有珠山の視察の前に、同
じく火山で形成されております十勝岳の白金温泉へ出向き、流路溝、あるいは防災施設
等々もどのような効果があるかということを私どもは認識を高めさせて頂いたところ
です。ハザードマップが作成された昨今、その被害を受ける可能性がある私どもの富士
河口湖町としても観光団体と連帯を取らして頂き、まさに安全安心の PR ができるよう

- 263 -

な地域づくりを推進し、徹底した防災対策をとることが極めて近々の課題であろうかと
いうふうに日頃から感じていたところでございます。
町といたしまして、町の観光連盟に呼びかけをさせて頂きながら、2000 年の 12 月 12
日、日本的に言いますと、平成 12 年 12 月 12 日、町の観光協会を主体として第 1 回の
観光客の避難誘導訓練を実施させて頂いたところでございます。この効果成果を民間団
体であります観光業者は十分認識を頂いたと思っております。その後、今日現在まで毎
年 11、12 月には同じような訓練の実施を重ねておるところでございます。さらにハザ
ードマップで示された通り、もし想定する中で、陸路が交通不能であった場合を想定さ
せて頂いて、捕縄での船舶による、特に弱者の対応ができるような訓練を最近まで続け
ておるような状況であります。今年 11 月には今後取り組む課題ですが、河口湖も温泉
旅館組合、観光業者を中心といたしまして、自主防災組織を立ち上げ、まさに行政と連
携を密にした防災体制を徹底させる一方、宿泊客の安全安心に寄与するために宿泊施設
を対象に防災精通者の審査をお願いしながら、適切な防災施設を宿泊施設に対して、こ
れは全国でもこの例は初めてだと思いますが、いわゆる防災の○適マークの発行を計画
いたしておるところでございます。すでにこれにつきましては、対象者でありますとこ
ろの旅館組合の幹部の皆さんと了解の域まで達するところでございまして、このように
私どもこの地へお訪ねいただく観光客の皆さんが、常に安心してお訪ねいただけるよう
な街づくりを今後も推進していきたいというふうに思っているところであります。まさ
に、火山に恵まれた地域ですが、これと共生と図りながら、観光の進展という方向に取
り掛かることが行政は言うに及ばず、観光関係団体との連携を密にすることが今後の大
きな課題であろうかなというふうに努めておるところでございます。
そのような方向性ができることにおいて、先程から申しますように、私どもの町だけに
おいでいただく数は年間約 920 万がご来場頂いております。年間売り込み客数が見込
んでおるところでございます。この特徴の中にありまして、首都圏から最も近い約
90km、時間にいたしますと、1 時間半くらいのアーバンリゾート地でございまして、
そのために受ける観光の経済効果を考えた場合、いかに日頃からこのような備えをやっ
ていくことが何より一番重要なことではないかなと感じておるところでございます。以
上、私ども観光地としての火山防災対策を含めながら、今後の観光資源として、かけが
えのない富士山、並びに麓地域の今後の進展というのを考えていきたいというふうに考
えております。以上を報告とさせて頂きます。どうもありがとうございました。
藤田：どうもありがとうございました。今日の午前中から世界の事例をお話頂きまして、
午後から日本の事例をたくさんお話頂きました。ここで特に日本の火山防災体制のまと
めということで荒牧先生にまとめのご講演をお願いいたします。
荒牧：まず私の方からお詫びを申し上げなければいけません。私はちょっと計算間違い
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をしてしまいました。今日のスピーカーの方々ですが、あまりにたくさんの枚数、そし
て考えるもの、紹介するものなど情報を下さいましたので、ちょっと重荷になってしま
いました。そこでちょっとご提案があるのですが、お許し願えるのであれば、あまりに
も大きなテーマを少し先延ばしにして下さいませんか。日本の防災のまとめを今やるの
は、私は荷が勝ちます。そうではなくて、この時間を頂きまして、追加の質疑応答の時
間とさせて頂けませんか。それからまた自由な討論の場にして頂けませんか？お許し願
えませんか？よろしいということですので、では自由討論、あるいは質疑応答の時間に
切り替えさせて頂きたいと思います。
部屋を明るくして頂いて結構ですが。日本語で失礼しますが、私は今日非常に嬉しい誤
算をしまして、外国から主として、それからそれに付属の日本の事例をケーススタディ
としてお話頂いたんですが、中身が非常に濃くて、大変な量の中身がございますので、
とても私ですら、といいますと失礼ですが、全部こなし切れませんでした。そこで申し
訳ないのですが、とてもこういう状態で日本のシステムはこうで何とか何とかというと
ころまで無理だという気がいたしましたので、皆様のお許しを得て、今までの今日のお
話で質問があったら一通り、それでその後で全体のディスカッションを少しさせて頂い
て、それの舵取りを少しさせて頂きたいと思います。それで最初に、特に外国の方です
が、それぞれちょっと一言ずつ言い残したこと、追加したいことなどおっしゃって頂い
て、ある程度強制的にそれぞれ時間をとりまして、質問を頂くというふうにしたいと思
いますが、よろしいですか。
では、それぞれの海外からのスピーカーの方に、朝、または午後に発表された方に対し
ましてコメント追加があれば言って頂きたいと思います。その後に質疑応答がよろしい
のではないかと思います。では、お一人お一人名前を申し上げますので、それで追加情
報を頂いて、質疑応答にしたいと思います。ではニューホール先生、何か言い残したこ
とはございませんか。
ニューホール：非常に簡単な追加の所見というものを申し上げたいと思います。他の方
の発表を聞いているうちに頭に浮かんだのですが、一つ大変大切な点は、土井先生がお
っしゃったところでした。本当に私の経験からも最もだと思ったのですが、信用という
ことなのです。現地の科学者と行政官との信頼関係が極めて重要であるということです。
そうでなければ成功できません。防災というのはできません。まず高いレベルの信頼関
係があって、現地にいる科学者、現地にいる行政官の間です。上手くいくかどうかはも
ちろんそれはそれぞれの個性次第というところがあります。でも、成長を努力して作り
上げるものでもあります。ですから現地の科学者たちは頻繁に連絡を取り合うという努
力も必要です。だからこそ、「あの INS のアイデアいいですね。
」そして岩手ネットワ
ークですが、インフォーマルにビールを飲みながら話し合う。極めていいと思います。
あれこそインフォーマルな相互関係というものです。そこで所見第 1 番としていいので
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はないでしょうか。
荒牧：ありがとうございます。では、このニューホール先生のコメントに対してコメン
ト何かありませんか？この岩手の噴火はフォーレスアラーム、日本語で空振り予報、要
するに噴火しなかったわけですが、それでもって大変な実践努力をされて、実際に噴火
した時よりもっと立派に、私としては、今クリスさんも言ったけど、感心しております。
それで、空振りとは言っても、日本のほとんど全ての火山学者は同意すると思うのです
が、地震活動、地殻変動、熱異常噴気ですね。この三本柱が実に見事に全て同時に起こ
って、だからいつ噴火してもおかしくないというところまではコンセンサスがきたと思
うのです。そこから先は噴火するかしないかというのは、非常に微妙なスイッチの具合
かもしれません。それは分かりません。実際に噴火しなかったのですから、一般の方に
とっては何であんなに騒いだのか、税金を無駄遣いしたのではないかという文句がでる
かもしれませんが、私もクリスさんと同じでこれはものすごく役に立ったと。特に我々
火山研究者及び防災担当の役人の人たちにはものすごい教訓というか、素晴らしいデー
タを追加していただいたのではないかと私は思います。それから言い忘れました。今日
の講演して頂く方にお願いしたことが２つありまして、これは会の目的になるのですが、
一つは今の土井さんのお話ような人と人の付き合い、人と人とのふれあいというのが一
番重要であるということは最もそうなのですが、逆に言いますと、全ての役人、全ての
担当者が情熱を持っているわけではありませんで、いわゆるお役目だから嫌々というの
もあるわけです。私はそれを随分見てきた。嫌々やっても上手くシステムというのはな
いのだろうかという逆発想もしまして、それが私の提案の一つになって、そういうわけ
で、あまり熱心でない人も熱心になるようなシステムというものが作れないだろうかと
いう逆方向の発信で、それにはまず日本のシステムはいいのか悪いのか、どこが改良す
べきであるかというのは、せっかく狭い地球ですが、他に国がありますから、そこで皆
さんが別の社会的構造、人間の考え方があるかもしれませんが、そういうところで彼ら
自身のシステムというものは運営されているわけです。そういうものを紹介して下さい
というお願いをしたんです。ですから、今日のお話でもそれぞれのお話は大抵自分の国
ではどういうふうになっているというのはその為です。主催者側が特にお願いしたわけ
です。それが一つ。それからここに書いてあるような事例をいくつか挙げて頂いて、特
にどういうことが重要であると思ったか、どういうふうなご感想であるかということも
一緒にお願いしたということです。
それでは、ニューホールさんの言った 2 つの点。この場合、彼はセントへレンズ、リダ
ウト、ロングバレーの 3 つの事件をお話になりましたが、これについてご質問をしそこ
なった、時間がなかったという方があったら、どうぞお願いします。あまりたくさんの
話を聞いてしまったので、端から端へ記憶が蒸発してしまって、私もどうもよく覚えて
ないのですが。私個人的なことで恐縮ですが、ニューホールさんとはものすごく長い付
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き合いなので、大体お互いの言うことはお互いにどういう経験をしたかある程度分かっ
ているものですから、ちょっと具合が悪いのですが。非常に彼は情熱を持って、こうい
う火山防災というものにつぎ込んでいらっしゃる方です。それと同時にもちろん立派な
火山研究者でもあるのですが。そういうことがありまして、行政的な面でもいろんな意
見をお持ちのはずなのですが、非常に奥ゆかしい方なものですから、あまりずけずけと
「こいつは悪い」と言わない人なので、私はちょっとあれなのですが。その中でも一つ、
非常に彼は痛感したことがあったらしくって、それは科学者サイドから言いますと、
「一
つの声で話せ」と、
「Speak in a single voice.」これはフィリピンのお話だったでしょ
うか。火山研究所の所長さんのお話で「single voice」という話がありましたが、これ
はなかなか難しい問題です。私はいつもニューホールさんとこの話しばかりしているの
で、ニューホールさんには新しい話ではないんですが。一方で、
「single voice」という
のは「意見を統一して一つの意見で言え」ということですね。私は基礎研究者としては
カチンと来るところがあって、世の中、火山の噴火なんていうのは難しくてメカニズム
までよく分からないのです。そういうような場合に、シングルボイスで強制するのはい
かがなものかということがあります。私は「どうかな」というのですが、ニューホール
さんは非常に多くの修羅場を潜り抜けてきたので、いかにシングルボイスじゃない場合
が破壊的であるかということを彼は見てきている。こういうことは非常に難しい問題だ
ということは分かりますが、これはむしろ、この部屋にはいらっしゃらないかもしれま
せんが、これから火山学を研究しようと思うような若手の火山研究者や学生さんに対し
ては非常に重い問題だと思います。これは質問でも何でもないんですが、これは彼との
議論の中でちょっとご紹介しておきます。他に何かご質問があったらどんどんやって下
さい。インフォーマルにいきましょう。また思い出したらということで、とりあえずニ
ューホールさんはパスして。
次はフランコ・バーベリさん。この人も非常に長い付き合いなのです。彼は学者として
すごく立派なのですが、イタリアの火山学のある意味で権威と言いますか、立て直した
と言いますか。最近、イタリアの火山学というのは世界でものすごく輝いていて、非常
にたくさんの若手研究者が出ているのですが、そういうシステムが、私はどうもシステ
ムが好きですが、イタリアのそういう研究と防災のシステムを作り上げた功労者です。
そういう意味で非常に重要な人なのですが、その人の言うことは非常に重いと思うので
すが、特に彼が熱中していることの一つがベスビオ火山です。ベスビオ火山の話をする
とキリがないわけですが、それについてどうするか。これは富士山なんてもんじゃない。
どういう意味かと言いますと、難しくて、はるかに富士山より小さな火山ですが、3 合
目くらいまで周りの家がばーっとスプロール現象で、なぜかと言うと、人口が 200 万
だか 300 万のナポリ市というのが隣にあって、つながっているのです。それで彼が言
ったように、最近 60 年間噴火していないのです。ですから 60 年間の間に人間が家を
建ててしまった。それで彼が盛んに言ったように、過去にはものすごい噴火をして、火
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砕流もジャンジャカ出ている。だからお分かりのように、さあどうすると言う話で、こ
こで「イタリアは大変だね」という事になるのですけども、日本人が見て非常にインプ
レスされるのは、アイデアがいいですね。非常に色々ないい事を考えて一生懸命それを
切り開いて、それを行政の人にも働きかけている。例えば、彼の言ったことを敷衍する
のですが、なんと長期計画をどんどん出している。日本では長期計画というのは行政の
上でなかなか難しいというのはお分かりだと思いますが、10～15 年先には人口を 10％
だか 20％だか忘れましたが、減らすとか、地域の商業活動のタイプを製造業はなるべ
く外に出てってもらって、その代わり観光を中心としたもの、あそこは観光が素晴らし
いナポリ湾ですから、そういう事を入れ替えるという色んなことをしている。それをち
ゃんと国に説きつけて、すごい金を出さして用意している。これを実現するのはなかな
か大変かもしれません。日本でどこの官僚がそういう事を言っていますか。と私は言い
たいわけです。日本で 10 年計画というと、袋叩きに遭うのが非常に多いのですが、と
にかくそういうことを提案されているというのは、私の評価です。バーベリ先生の代わ
りに言ってしまいましたが、先生ご自身から何かコメントはございませんか？
バーベリ：荒牧先生、寛容なるお言葉をありがとうございました。追加のコメントをす
る前に、私の方から申し上げたいのは、私の日を終わる感想と致しまして、私は感心し
ているということです。この町長さんのお話などを聞いて感銘を受けております。非常
に認識が高いという事、それから社会の影響のことを考えて 5 年位前から計画を立てら
れたということであります。同じ事を私も言っております。2000 年にそれはタブーで
あると言われましたこの富士山が爆発するというのはタブーであった。ところが、今は
何が語られているのか。非常に強い最も究極の責任をおってらっしゃる町長さんが完全
なる認識を持って、何をすべきかを語ってらっしゃいました。それに感銘を受けました。
それから今おっしゃったことを思い出しながら話しているわけですが、思い出しますの
は、ベスビオでもそういう状態になったらと思うんです。噴火の時に観光客だけの心配
をすることになれば本当にいいですよね。そういう状況になって欲しい。だから私たち
もできるだけそこに住んでらっしゃる方を外に移そうとしております。もちろん、よく
分かっていることですが、観光業には関心がある。すなわち、観光客も何かあった時は
心配でしょう。しかしながら、人口の安全というのを考えまして、そこに永住している
人達よりも観光客の安全を守るほうがずっと易しいのです。だから相対の問題です。そ
して観光客をすぐ退避させようとして守るか、あるいはそこに住んでいる人を退避させ
るのはずっと難しいはずです。こういう意味です。しかも本当に僅かな時間な中にこの
2 つの問題のバランスをとられた短期間に正しい方向に向かせられたら、それは素晴ら
しいと思います。観光ということでは不確定要素もあると思います。すなわち、火山学
者の予想の今のレベルはどれだけなのか。一つ言えるのは、良く監視をすれば火山は噴
火を火山学者が知らない間に噴火が起こることはあるまいと、ここまではきたと思いま
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す。科学者なのだから気がつくと思います。そして、観光業の影響ということですと、
躊躇いがないでしょう。観光客に対して、適切な命令を出すという事はあなたの命を守
るのだというのは相対的に易しいと思います。ですから、観光客の安全保障管理という
ことではそれほど難しくはないと思います。これが私の印象なのですが、認識をこれだ
け高められたという事、その前進に印象を受けたわけであります。私たちイタリアでも
同じであります。そしてリゾート地で観光業が中心であるという時には、富士山ほどで
はないかもしれませんが、イオニア島などもそうです。商業といえば観光しかありませ
ん。それも状況が似ていると思います。イオニア火山、イオニア島です。そして、困難
性はなんだったかと言いますと、我々が火山を健全なる良い関係を土地の行政官と保と
うと致しますと、それが直面した困難です。すなわち、可能性はどうなんですよと彼ら
に簡単な言葉で説明するのが難しかったのです。こういう可能性があるから観光業にこ
ういう影響がある可能性ですということです。でも、時と共に、関係が温かくなってま
いりまして、理解にほぼ達していると思います。地域社会として重要だということです。
地域社会として、健全なる関係を科学者と、それから地方自治体の役人との間で保ち、
信頼関係を醸成するという事。そしてこれがありましたら、科学の火山学の能力の限界
まで発揮するためには、やはりいい関係にならなければいけないという地方自治体とし
ての重要性が共通理解に達するようにほぼなってきたのではないかと思います。
これがもう一つ私の一般的なコメントですが、もう一つ重要なのは自分たちの技術や学
問、例えば、予知能力を高めるための技術、それからこの火山についてもっと理解をし
ていくための火山科学者などはこうした自然のプロセスで、一部災害になりうる色々な
プロセスがあるわけで、ただ単に良い科学的なリサーチを提供するだけにこだわらず、
人々が直面している問題、それから行政担当者が直面している問題、それに関しても目
を向けて、こうした科学的なアドバイスを人々に与える場合に、彼らが求めている関連
性というものや人々の生活を上手く管理していく必要なものを関連付けて、考えながら
アドバイスを提供していくべきでしょう。金曜日になりますと、もう少し技術的なコメ
ントも出てくるかと思います。色々な今日のプレゼンテーションや金曜日のプレゼンテ
ーションも含めて、その上に則って、できるだけ現在の状況の中では、いかにして色々
な前兆から見て、どれだけの噴火の規模になるのかというのを知り、どういうことを予
期し、どういうふうに備えるべきかということでは、それだけまだ私たちは能力不足が
あると思います。
もう一つ明らかといえばそうかもしれませんが、特に国民を守る色々な組織が色々な行
動を管理していく、人間の命を守っていくという行動をしていく上で、一般的に言って
も、私たちは大体同じようなスキームを持っていると思います。私たちが払っている注
意のレベルも警報や警戒、避難をするためのものだとか、そういうことを出していく時
のタイムスケール、それを決定して出していった時にそれがもたらす結果などに関して
は、例えば、ほんの数百人、数千人しかいない時には最終的な決断をするのには警戒を
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出すべきかどうかということで少し待てるかもしれません。ところが、何万、何十万と
いう人達がいる場合には、やはりそういうことはなかなか難しいということも考えなけ
ればいけないでしょう。十束一絡げにいつ警報を出すという事も言えないと思います。
そして科学的な視点から、いつも私たちがアドバイスをしてもそれはその地域の具体的
な今取り扱っている火山の特別な状況に沿って調整していかなければいけないし、そこ
に住んでいる人達のニーズ、その人達の安全性という事を考えた上で、科学的能力も援
用していくべきだと思います。以上です。
荒牧：色々問題があるのですが、とにかくバーベリさんのお話。エトナは非常に短かっ
たのですが、彼はエトナも非常に面白い仕事をしているのですが、ベスビオの話をされ
ましたね。何かご質問、ご討論どうぞ。お名前どうぞ。
田島(日本工営)：やはり皆さん興味があるのは町の人口をどうやって移転させていくか
ということは皆さんすごく興味があって、そのプロセスの中で、どれくらいのプランニ
ングには時間をかけて、将来どれくらい先までを予想して、そういうプロジェクトを作
られているのか。また、その中で 2 つ目として、今までなされた中で色々な問題にあた
られたと思うのですが、もしその中で幾つかの問題を紹介して頂けると勉強になります
ので、色々教えて下さい。
バーベリ：もう本当にたくさんのプログラムがありまして、その町全部を避難させると
いう事はまだやっておりません。ですから、今のところはまだ限定的な演習というので
しょうか、訓練をこれまでやっただけです。例えば、ベスビオの危険なところの人達を
避難させる。そこに住んでいる人達は今 15 万人ですが、その人達を避難させるために
は 7 日間はかかると私たちは見ています。1 週間です。道路も整備しなければなりませ
ん。それからコミュニケーションの改善ということは導入されていますが、やはりまだ
道路などというものは大きな問題となっています。ベスビオに車で行きますと、普通の
状況でも本当に交通が渋滞している。ですから大混乱の状況では一体どういうことにな
るか想像も出来ません。緊急事態が起こり、本当に避難しなければいけなくなった時に
は道路がどれだけ混んでしまうか。
それからもう一つの困難は明らかですが、避難をさせる時にそのスタートは町の中でも
一番火山に近いところから避難させなければいけないのです。でもそれは全てのゾーン
で出来るわけではありません。今あるコミュニケーションの道を使わなければいけない
ので、最も危険な地域の避難を早くさせたいと思っても、道路だとかいう問題があるの
で、そういうことも出来ないかもしれない。個人的には一番大きな困難というのは、人々
が自分たちの家を去っていく時に自分たちの荷物ですが、本当に貴重なものだけしか持
っていけない。彼らが今まで蓄積してきた色々な人生で溜めて来た物を残して行けと言
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っても、社会的な抵抗が非常に強いのではないかと思います。避難の時には何を持って
いって、何を残すかという問題です。従って、脆弱性研究というのをこれから見ていく
時に、家屋を暑い空気や灰や火砕流から守ることが出来るようになれば人々の避難も、
それから自分たちの荷物を置いていくこともスムーズにいくかもしれません。でもそう
いうことをやるというのはまだまだ非常に難しいし、家の中の物が守られないという事
が避難をとても難しくしていきます。それから社会的にこれがどういう意味を持つのか、
色々なことが言えますが、本当に緊急事態がきた場合に、例えばある時間を考えて、火
砕流がどれだけ早くくるか、シミュレーションを見たところ、本当に数分間で火砕流が
押し寄せてきて、その地域全体が大破されてしまう。そういう時に人々を守るというの
はその地域からとにかく早く避難させなければいけないということで、これから将来の
火山学者は私たち以上にもっと正確に現実の状況に関して、どういう事になりうるかと
いう事を研究しなければいけないと思います。
もう一つ、今の質問に対して私も付け足していいですか？モンセラーでの私達の経験か
ら見ましても、小さな町ですが、人々を避難させるのは難しかったのです。それは自分
たちの財産や資産。モンセラーは犯罪がないので、何か盗まれるという問題はなかった
のですが、人々を避難させる時、特に高齢者の避難、80、90 歳の人達で、その家に生
まれた時からずっと住んでいたという人はなかなか家を去りたがらないと。彼らが去ら
ないのであれば、娘や息子たち、彼らの介護をしている人達もされないわけです。これ
はキリスト教の社会では宗教的と言ってもいいくらいであります。では何度も何度も
色々な高齢者が私にも言いましたが、たくさんの人が自分たちの家を去りたくない。自
分の布団、自分のベッドは去りたくないと。そして、もし神が私達に火山灰の中に埋も
れという事を意思されているのならばそれでいいのだというふうに考えるのです。モン
セラーの場合はそう考える人が多かったので、これが大きな問題でした。あそこの人達
は長生きをするわけです。そうすると、娘や息子たちもされないと。日本でこういう困
難がおありになるかどうか知りませんが、そういうふうになっていきますと、他の人た
ちもなぜされないかという理由を見つけ出してくるのです。ベスビオの場合にはバーベ
リ先生も問題というのはそういう観点から考えていかなければいけないとおっしゃっ
ているのだと思います。
小泉：今こちらの方に対する答えとして、緊急時避難ということを中心にお答え頂いた
と思うのですが、もう一つ興味があるのが、リロケーションプログラムで、例えば個人
の家を建てる時に補助を出したり、あるいは公共の住宅を建てて引っ越してもらうとい
う政策を推進していると思うのですが、そういったことの中で、例えば補助を出すと言
っても家を建てる額からすれば少ない。そういう人から公共住宅に入る人に対しての不
満が出たりとか、あるいは、せっかくリロケーションしてもまた戻ってしまったりとか、
そういう問題はないのでしょうか。
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バーベリ：これもとても困難な問題です。ベスビオの場合には、イタリアの古い地域で
は、エトナも規模は小さいのですが、よくあるのです。頻繁に噴火をしているエトナで
もです。最後の噴火が戦後の経済開発のブームと同時に起こった。でも、数十年だけで
地元の人達や行政官がやはりあれが活火山であることを忘れてしまうのです。そして、
どんどん火山に向けて建築作業を進めていくのです。本当に火山の側面にほんの近くに
町を作ってしまう。このグレコという街がありますが、そこには色々な公共施設が建て
られています。病院ですら建てられています。最も活発なレッドゾーンの中にある断層
なのですが、そこでは側面の火山がこれまでも何度も噴火が起こっている。そういうと
ころに病院まで建ててしまうと。そうすると、自然のハザードという事を考えずに、非
常に混乱した状況で、ケオティックな形で、色んな建物を建築していくというのが現状
なのです。それから危険な地域が噴火の規模により色々と変わっていく。また噴火のエ
ネルギーによっても変わるわけですが、そうすると、その大きな部分が、例えば火砕流
などで大きく大破されてしまう。そちらに 100 万人以上の人が住んでいるという現状
がある。私はカンパニアと呼ばれる地域の地方政治に対して説得が出来てとても嬉しい
ことがあります。ほんの数年前まで彼らはベスビオが噴火する可能性に関してもタブー
で、話さえしなかったのです。ところが、彼らの姿勢や態度は劇的に変わっています。
日本で言う県のレベルでしょうか。今、たくさんのお金を投資して、その危険地域に永
住的に住んでいる人達の数を減らしていこうという努力をしています。もちろん、そう
いうような計画については社会的な問題が伴ってきます。しかし、少なくともイタリア
では一部の公共の施設は、例えば国庫で建てられているようなもの、あるいは国の資金
で建てられているもの、その地域の最も貧しい人達に、例えば公共の住宅などを建てる。
それは公共の建物になり、そういうものを建てるのは公共の決断でありますし、そこか
ら去るのも公共の決定になります。つまり、新しい公共の施設がもっと安全な地域に必
要なのです。そういう家族が移り住めるような公共の施設があれば、社会的な問題は起
こらないわけですが、それはむしろ社会的な改善になっていく。というのは、これまで
住んでいた公共の住居というのは古くて老朽化している。それがもっと快適な新しい建
物に移れるのだとなると問題ない。こういうような建設計画がすでに行われています。
それは簡単になるのですが、もっと難しいのは、例えば借家に住んでいる人達です。自
分たちのアパートなどは自分たちが所有しているのではなくて、借家のアパートに住ん
でいる場合は、彼らも新しい解決策を見つけるために何らかの助成金や援助金をもらい
たいと思っています。しかし彼らはオーナーではないわけで、オーナーの場合には、自
分たちでお金を貯めてやっと家を建てた。それなのにもう移れと言われる。新しい住居
に移り住む時に、3 万の人達が応募したというのですから、こういうプログラムに大き
な興味、関心を持っているという事でしょう。成功するか成功しないかということはと
もかく、私たちが人に懸念を抱いているのは、一部の場合には、ある家族がアパートに
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住んでいるけれども、そのアパートは別の家族がそこに再定住を指定されている場合で
す。非常に難しい問題ですが、申し上げてきたように、同時に重要なのが、コミュニテ
ィ地域社会が決定をして、リスクを減らす努力をしなければなりません。財政、政治、
経済的な努力があって、初めてそこに住む住民の数を減らすリロケーションというのが
成功すると思います。
荒牧：段々時間が･･･こんなに熱が入ると思わなかったので･･･。今度はアスピノールさ
んがモンセラー島の話をして頂きたいので、彼はお話の端々からから分かると思います
が、大変な努力をされて、あまり島はさっき三宅島と同じくらいだとおっしゃっていま
したが、社会の構造が違うとか日本と色んなことが違うわけです。そういうことも含め
て非常に興味深くお聞きしたんですが。ではアスピノールさん、コメントをお願いしま
す。
アスピノール：荒牧先生、ありがとうございます。先生はクリス･ニューホールさんの
シングルボイスという話をされたわけですが、科学者が一つの声でということに懸念も
感じています。というのも、科学的な不確実性を否定することになるのではないかと思
うからです。火山のプロセスはいずれも大きな不確実性さがあります。ノンリニアやダ
イナミックなシンプルなシステムであっても完全に解明しているわけではないからで
す。私が火山の様々な危機で経験したことですが、社会の一般の人達は科学者というの
は正しい答えを知っているものだと期待するのです。科学者はニュートンのように、物
理学の法則を見つけたように、きちんと予測予知してくれると思っているのです。これ
は公務員も行政担当者もそうです。正直なところ、私たちも分からないことがあるので
す。こうなるか分かりません。こういった経験やああいった経験もあるという話をしま
すと、若い日本の科学者の方にも大きな問題になってくると思います。科学的なアンサ
ートンリーを合意的な形で説明をして、危機に関する意思決定に反映させるかというこ
とは非常に重要な問題です。モンセラーもそうです。英国的な特徴があったかもしれま
せん。政府が関わった 2 つの災害がありました。まず狂牛病の問題がありまして、これ
が家畜から人への伝染ということで、大きな問題となりました。そして口蹄病、これは
羊ですが、いずれも英国政府は政府関係者や獣医学の専門家一つの声を出すことになっ
ていたわけですが、経済的な打撃も大きかったわけです。その後調査が行われました。
シングルボイス、公式な科学的な見解を一つにするということは、適切でも適当でもな
かったという事が分かりました。なぜ、このような科学的な意見の受け止め方をしなけ
ればいけなかったというかと、いわゆるマーベリック一匹狼型の強い意見を持った科学
者がいます。政府への科学者の勧告についてはモンセラーのように諮問委員会を作って
きちんとプロシージャーを経てということに変わってまいりました。ナショナルコンセ
ンサス、合理的なコンセンサスを科学的な意見についてまとめるという方法がとられて
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います。本当の意味でのコンセンサスではありません。本当のコンセンサスは不可能で
す。全ての科学者が合意するということはあり得ませんし、問題がないということは問
題があるというふうに考えなければいけないですから。従って、ナショナルコンセンサ
スということで、私たちは今、科学者の意見をリパーソナライズ、私情を挟まずに進む
というのでしょうか。客観性を持たせるというのでしょうか。個々の科学者が自分で真
に科学的な意見をその問題について出す。しかし、マスコミ向け、あるいは一般向けに
発言する時には慎重に行うというふうになってきていると思います。ニューホール先生
がおっしゃったように、利点はあるという事は認めますが。
荒牧：エリシテーションという言葉を使ったのですが、エキスパートエリステーション
とか。実際にどういう事かというと、観測所に 10 人いますと、例えば、明日噴火する
と思う人が 2 人いて、それからしないと思う人が 5 人いて、分からないという人が何人
かいると、それに重みをつけたり、点をつけたりして割り算すると、噴火すると思うか
思わないかは 0.75 ですという数字が出るじゃないですか。そうすると、それを聞いて
怒り狂う人がいますが、そういうふうなやり方も一つのやり方だと思う人もいるわけで
す。これは火山以外のところで色々やられている。そういうものを今アスピノールさん
は色々とお考えです。ただ、数字を出すといいか悪いかとか、色んな問題があるのです
が、そういうことであります。余計な事を申し上げました。
アスピノール：ありがとうございます。このトピックはその為に独自のワークショップ
も必要なトピックだと思うということで、金曜日にもっと話題になると思います。非常
に有効なプロシージャーでありまして、科学的な意見を緊急事態において、まとめる方
法として有効です。テロの攻撃や SARS などにも応用可能かと思います。最後に申し
上げたいのは、意味論的な問題だと思いますが、フォーレスアラームという言葉があり
ました。英語で聞きますと、英国の文化でフォーレスアラームというのは、特定の意味
合いを持っていると思います。私の場合の理解ですが、悪意のある行為、例えば、酔っ
払いが消防局に電話をするようなことをフォーレスアラームと呼んでいます。火山の場
合には、アラームというのは現実のものであるわけですから、アンフルフィルドアラー
ム。フォーレスアラームというのはアラームそのものが虚偽であるという感じがありま
すが、そうではなくて、アンフルフィルドアラームという表現の方がいいのではないか
と思っています。火山学でフォーレスアラームというふうに理解されてしまいますと、
例えば気象庁の方でアラームを出します。それは意識を高めるためで、必ずしもその後
に災害が起こるわけではありません。ですから、フォーレスアラームという言葉を火山
に使うのはどうかと思います。偽警告という印象がありますので。
中田：ちょっと今の白熱した議論と離れますが、アスピノール教授に聞きたいのは、こ
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の 10 年間モンセラーで噴火が続いて、それでイギリスはこれまで活火山がなかったわ
けですが、それが、突然活火山が起きて、そのバックグラウンドにあった理論火山学と
いうのが非常に華々しく開花した。非常に喜ばしい結果を出されていると思うのですが。
お聞きしたいのはモンセラーというのは、日本でいうと、ずっと離れたところにある。
三宅島よりもっと遠いところにある。そういうところに国としてお金をつけるという仕
組みが良く分からないというのが僕の質問です。例えば、さっきの VSE と同時にどう
してそういうローカルなディスタントで起こっている噴火がお金をつけるだけの国民
的なサポートを得られたか。それに対してどれだけ研究者が、あるいはガバナーが努力
をしたか。その辺の仕組み、経緯をお聞きしたいなと思います。
アスピノール：難しい微妙な質問ですね。海外領土はフランスも同じでして、技術的に
はイギリスの一部なのです。従って、そこに住む住民を保護するというのは、いくら離
れていても国の政府の責任ということになります。良い政策だと私も思っております。
そして、モンセラーの噴火に関して、英国政府は渋々ゆっくりとしか支援を始めなかっ
たという見方が強いです。出された額も小さかった。政府は、マスコミも大きな額を口
にしたわけですが、バーチャルマネーでありまして、色んな政府の部門に分配されてい
ました。海軍が船を送る、ヘリコプターを出すとか、こういったものも予算の中に入っ
て、総額になっていったわけです。ですから耳にした額は、7 千万ポンドを英国政府が
過去 10 年間で使ったというふうに言われています。1 万人以下の小さな島にそれくら
いの額を出した。大きさは三宅島くらいなのですが。しかし、本当の意味で島に到達し
た支援金というのは、実際もっと小さく、10 分の 1 くらいだったのではないかと思っ
ております。非常に難しい地域です。この辺りの島々、西のカリブ海、ほとんどの国が
今、独立しております。以前はイギリスの植民地ではありましたが。社会的な問題を抱
えています。南アメリカから北アメリカへの通り道になっていまして、そこにプレゼン
スをイギリスが確保する。その上で、麻薬取締りなどもやらなければいけないと考えて
います。外部の要因も関わってきています。ですから、英国政府に科学者が掛け合って、
金を出せという話ではなくて、むしろ外部の色んな要因があって、政府の政策が変わっ
てきているという事がありますので、かなり複雑な状況です。いわゆる経済活動と言え
るようなものはありません。軍の兵舎のような感じでして、かなりの人達が経済活動と
いうのには従事できていない。モンセラーが大きな都市に移った時に戻ってきた人はい
ません。一旦大きな都市での生活を経験しますと、もう島には戻りたくないという気持
ちのようです。英国政府にとっては、イギリスに来て仕事を得るという事は費用効果も
高いというふうに考えているのかもしれません。経済的な要因も非常に複雑です。科学
者としてもどれくらい影響力があるのかどうか理解をするのも難しいところです。
荒牧：他のスピーカーの方に申し訳ありません。バスが来ていて、あと 5 分でレセプシ
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ョンに移動しなければいけません。レセプションの場で、食べながら話を続けることが
出来ればと思っております。バスを待たせるわけにはいきませんので、ここでのディス
カッションはここで終了したいと思います。ありがとうございます。
移動について何かアナウンスがあったら宜しくお願いします。
越水：今日の最後を締めくくる意味で、山梨県環境科学研究所の副所長から終わりの挨
拶を頂きます。
小俣：本日は国際ワークショップ 2005 を開催しましたところ、非常に多くの皆様にご
参加頂き、本当にありがとうございます。そして、世界及び日本の著名な先生方から素
晴らしいお話を受け賜り、非常に有意義であったと思っております。この成果は各自、
各所でしっかりと根付いていかなければいけないんだなと思っております。また、本日
は地元の富士河口湖町の小佐野町長さんを始め、全国各地から、また世界から多くの方
に来て頂き、この地、山梨県環境科学研究所から本当に素晴らしい発信が出来ましたこ
とを非常に感激しておりますと共に、皆様に感謝する次第であります。これは第 1 日目
でありまして、まだ明後日もありますので、引き続き、素晴らしい活発なお話が出来ま
すことを期待致しまして、非常に山梨県のためになったワークショップであったと心か
ら思いながら会を閉じさせて頂きます。本日は本当にありがとうございました。
輿水：どうもありがとうございました。それでは、今日の全部を閉じることに致します。
それでレセプションに行かれる方は玄関に、今言われたようにバスが、あるいは車が来
ておりますので、それをご利用下さい。そして明日置いて、次の 2 日目の、28 日の金
曜日はアナウンスでは 9 時ということになっておりますが、9 時半ということで宜しく
お願いします。どうもありがとうございました。
（1 日目終了）
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ワークショップ議事録
第２日目
2005 年 10 月 28 日(金)
防災科学技術研究所
（茨城県つくば市)
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石峯：おはようございます。「火山災害軽減のための方策に関する国際ワークショップ
2005～海外事例から学ぶ火山防災対策の教訓～」の 2 日目のセッションを始めさせて
頂きます。私、本日の司会進行を務めさせて頂きます防災科学技術研究所の石峯と申し
ます。宜しくお願い致します。
まず始めに案内ですが、本ワークセッションは同時通訳のシステムを使っておりますの
で、英語の発表がある場合にはこちらの機械を使って頂ければ、日本語の通訳を聞くこ
とができます。また、チャンネル 1 が英語を日本語に通訳、チャンネル 2 が日本語を英
語に通訳ということになっております。日本語で説明しても英語の方はちょっと分から
ないかと思いますので、お近くにそういう方がいらっしゃいましたら、どうぞ教えて下
さい。宜しくお願いします。あともう一つお知らせですが、Q&A アンケート回答集の
方をお配りしております。前日 26 日に参加された方はすでに取っておられるというこ
とで、取っておられない方、今日まだお持ちになっていない方いるかと思いますけれど
も、非常に欠席が多かったものですから、27 日改訂ということで、また新たにお配り
しております。特に日本語の方が多く抜け落ちていましたので、日本語で参照される方
はぜひとも新しいのをお取り下さい。宜しくお願い致します。
それでは、セッションに入ります。まず、開会挨拶を防災科学技術研究所理事長の片山
恒雄様から宜しくお願い致します。
片山：おはようございます。私は日本語でやりますので、もし必要な方はイヤホンをつ
けて下さい。今ご紹介いただいた片山です。今日おいでの皆様の中には私どもの研究所
が 2 年ほど前にやはりこの建物で開催した前回の「火山に関するワークショップ」にご
出席頂いた方もおられると思います。私は前回のワークショップも大変な成功であった
と思っております。今回のワークショップもタイトルを見ますと、実はほとんど変わっ
ておりませんが、今回は副題が付いているのが特徴で、ここには載っていませんが、今
回の特徴は、特に本日のセッションの特徴は、この大きなタイトルに関連したたくさん
の問題の中から、火山防災マネジメントに重点を置いて、行政の役割、それから研究者
の役割、それらの関連について明らかにしようということであります。よく「経験こそ
が英知の母」と、これは「英知の父」と言われることもありますが、荒牧先生が常に言
われているように、火山災害は非常に体験することが難しくて、学習効果が難しい災害
であるということである以上、単に一人一人、個人個人の経験を積み上げていくことに
頼ることなく、個人や機関がそれぞれ持っている少ない経験を効率的に足し合わせて、
全員の知識にしていくことが非常に大切になります。専門家は行政機関に情報を提供す
ることが必要でありますし、行政機関はそういう情報に基づいて専門家と協力して防災
対策を考える。さらに、専門家に対してどんな情報を提供してほしいかという発言する
ことが非常に大切になってまいります。それからもう一つの今回のワークショップの特
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徴は、全体討論とかパネルディスカッションにかなりの時間が割かれていることであり
ます。このような時間が午前にも午後にも用意されていて、外国の経験と日本の経験を
お互いに提供しあう場が設けられております。多分、会場の参加者からご意見を頂いた
り、ご質問を頂いたりする機会があると思いますので、その時にはぜひとも活発なご発
言をお願いしたいと思っております。一発言あたり 5,000 円くらい差し上げたいと思っ
ておりますが、公務員型の独立行政法人でございますので、それは残念ながら叶わない
事であります。前回と今回のワークショップの間の 2 年間に大変残念なことが起こりま
した。私どもの全ての仲間であり、敬愛する 2 人の火山災害の研究者がお亡くなりにな
ったことであります。それは安芸恵一先生と、レイ・プノンバヤン博士であります。特
に、安芸先生は毎年日本に来られる度に、私どものこの研究所で若い研究者を前に講演
をして頂きまして、そのあと先生を囲んで、非常に楽しい懇親の場を持っておりました。
今年はそういう会を持てないということは、とても寂しい気がいたします。将来の火山
爆発による尊い命と、それから多くの資産の損失を最小限に留める為に、国内でも、そ
れから国際的にも協力した努力を続けることが大切だということを全員で理解しなが
ら、お二人のご冥福をお祈りしたいと思います。それはそれとして、まずは今日一日を
がんばって頂きたいと思います。どうもありがとうございました。
石峯：ありがとうございました。続きまして、火山噴火予知連絡会会長の藤井敏嗣様か
ら「火山研究者の立場から」ということでお話頂きます。宜しくお願い致します。
藤井：只今ご紹介頂きました藤井です。今
日は荒牧先生の方から言われまして、サイ
エンスの話ではなくて、できるだけ行政と
の絡みについて話をするように、できれば
行政に対して注文をつけよということで
したが、果たしてちゃんと注文をつけられ
るかどうか自信はありませんが、日本にお
ける火山防災に対する研究者の立場、ある
いは役割という点でお話をさせて頂きま
す。
まず、日本における火山防災との関わりの
ことをお話しする時には、火山噴火予知計
画のことをお話しする必要があります。火
山噴火予知計画は 1973 年に建議が作られ
まして、74 年から第 1 次の噴火予知計画が
行われました。その建議を作ったのは、測
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地学審議会でありまして、現在は存在しておりません。それで、その時の建議の中に書
かれたのが、「火山噴火予知連絡会を設置せよ」ということでありました。火山噴火予
知連絡会はその時に発足するわけですが、気象庁が事務局を担当する。実際の形態とし
ては、気象庁長官の私的諮問機関という形で発足し、今に至っております。予知計画の
簡単な歴史からすると、大きな転換点は、
2003 年だったか 2002 年だったか記憶が
定かではありませんが、文部省と科学技術
省が統合したことによって、測地学審議会
がなくなりました。科学技術学術審議会と
いうものが作られて、その下の分科会とし
て、測地学分科会というものが改めて発足
したわけです。それで、測地学審議会の機
能を測地学分科会が引き継いで、噴火予知、
あるいは地震予知に関する建議はここから出されることになっております。ですから、
ある意味では 1 ランク下がったわけで、果たしてそれが建議の効果といいますか、そう
いうものがどこまで関知するのかやや心配なところであります。ただし、その後で、
2004 年から現在動いている第 7 次の火山噴火予知計画が発足いたしました。実際に噴
火予知計画が始まってみますと、予知の為の事業費というのは 1 円たりとも増えてない
し、1 円たりとも減ってないのですが、2003 年からほとんど変わりません。ちなみに
大学関係の事業費がどれくらいきているかというと、全ての大学を合わせて年間に約 6
千万です。6 千万で全ての噴火予知の事業をやれということになっております。噴火予
知計画を支える一つの機関ですが、それが火山噴火予知連絡会です。
まずは、いわゆる予知連の機構からお話い
たしますが、これは最近少し変わりまして、
現在の形を書いております。会長、副会長
の下に事務局としての気象庁が存在しま
すが、大部分がここで、ご覧になれるよう
に、学識経験者、火山観測所を持つような
主要大学がここに含まれております。それ
から、私の後で今日お話される上総さんの
所属される内閣府、それから文部科学省で
す。国土交通省、地理院、海上保安庁、ここにいる防災科学技術研究所、それから産業
技術総合研究所というのが含まれておりますが、こういう機関から参加されているのは、
ほとんどが研究者です。決して行政官ではなくて、行政官の数は非常に少ない。噴火予
知連は研究者の集団のような要素を呈しております。それは、噴火予知連に与えられた
任務によるわけです。
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予知連の任務というのは、最初の建議の時
に作られていますが、まず第 1 の目的は、
関係機関、先程挙げたような幾つかの大学、
それから行政機関、あるいは気象庁を含み
ますが、そういうものの噴火予知に関する
研究、あるいは業務に関しての情報交換を
行う場である。それから第 2 の任務が、噴
火をした火山、あるいは噴火しそうな火山
の総合的、科学的な判断を行う。それに基
づいて、社会に出す火山情報の高度化を図る。実際に、検討の結果出てきた火山防災の
為に使われる火山情報は気象庁が各自治体に伝達するという機能を持っております。そ
れから 3 番目ですが、これは火山噴火予知に関する研究、あるいは観測体制をいかに整
備するか、それに関しての検討を行う。この 3 つの役割を担っております。この 3 番目
の役割は当初、この噴火予知計画が発足した時、火山観測所というのはほとんどありま
せんでした。というより、整備されていなかったわけです。東京大学地震研究所の幾つ
かの観測所、それから共通大学の幾つかの観測所くらいで、まだ有珠の観測所はできて
おりません。有珠の観測所ができたのは、1977 年。この建議が行われた後、それに基
づいて整備された第 1 号であります。そういうことを検討する役割を担ってきたわけで
す。ところが、世の中には、噴火予知連に
対する誤解があります。まず、普通に考え
られているのは、噴火予知連というものは
火山噴火を予知するものである。予知する
機関であるという誤解です。ですから、そ
の次にどういう発想が出てくるかという
と、有珠山の 2000 年噴火は事前に住民の
避難が行われたから、これは予知の成功例
であると。三宅島の 2000 年噴火の場合に
は、ガスの噴出と住民の避難を予知できなかったから、これは予知の失敗例であるとい
う評価をされます。これも誤解です。予知連絡会は先に上げたような任務の他にまだ噴
火予知というものが完成した技術になっていない。従って、それを研究する。研究の為
の連絡調整をする機関だということです。3 番目に上げたのもほとんど同じことであり
ますが、噴火予知がすでに確率した技術であるので、当たることもあれば当たらないこ
ともある。今回は当たった。別の場合には当たらなかったという評価を、マスコミを含
め、一般から行われているわけです。しかし、まだ噴火予知の技術そのものはまだ確率
していないので、もっと基礎的な研究が必要な段階にあります。このことは一昨日のバ
ーベリ先生の中でも出てまいりました。具体的に、例えば噴火予知連、あるいは日本の
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サイエンティストが噴火の際にどういう
対応をしてきたかということを一度振り
返ってみたいと思います。日本のシステム
では、最終的な住民に対する責任というの
は市町村が取ることになっています。避難
指示や避難勧告は市町村の組長が行う。そ
の為に各自治体はどうしているかという
と、平時から地元の観測所がある場合には、
密接な関係を築いていて、地域防災計画の
中に観測所の人間を組み込んでいるのが幾つかございます。これは必ずしも全てが行わ
れているわけではありません。それから、火山情報は基本的に気象庁から各自治体に流
される。それぞれの観測所が独自に何か見解を発表するというようなことは極力避けて
おります。言わば、シングルボイスの原則を貫くということです。その為、気象庁は最
近始めたことで、火山活動度レベルというものを整備いたしました。これは噴火予知連
の中で、ワーキンググループを作りまして、もう少し分かりやすい形の火山情報を出せ
ないかということで、検討した結果を気象庁にお願いして、火山活動度レベルとして実
現したわけです。一昨日、小泉さんから話がありましたように、レベルの整備をされた
火山が次第に増えております。ただ、彼がバーベリ先生の質問に答えて、「噴火の前に
レベルを上げる」とおっしゃいましたが、あれは非常に理想的な場面でして、予知が完
成していないという現状からすれば、実は噴火が起こってから上げるというのが実状で
す。それから、噴火が起こりますと、通常は予知連の元に、総合観測班というのが作ら
れます。これは、先程上げた予知連のあらゆる機関から研究者が出てきて、火山の推移
データを収集する。それが予知連に集約されて、予知連の中で行われる部会や何かが、
例えば、有珠山部会や伊豆部会が開かれて、そこで検討されて新たな火山情報として、
社会に発信されるわけです。
これが原則的な形ですが、幾つかの例を振
り返ってみたいと思いますが、雲仙の
1990 年から始まる噴火の場合です。この
時に、地方の行政とサイエンティストがど
ういう役割を果たしたかというと、当時の
島原の観測所長だった太田先生が島原市
と非常に密接な関係にありました。日常か
ら地域防災に関して意見交換が行われて
いる。それから噴火に関しての気象庁から
発表される火山情報に関しての詳しい解説を行って、市の行政に役立っていました。し
かしそれと同時に、火山観測体制というのは、必ずしも島原のように充実しておりませ
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んでした。その為に何をやったかといいますと、予知連から予知連代行というのを島原
の観測所に派遣しまして、立ち上がりの観測体制を作ったわけです。地震計の新たな設
置、傾斜計の設置、というものを文科省と相談をしながら、予算をもらって、そこで観
測体制を構築するということを続けてきました。ここが一つの行政と研究者との間で上
手くいった例の一つです。それから、有珠山 2000 年は噴火予知の成功例とよく言われ
るくらいですが、これはなぜ皆の評価が高いかといいますと、一つは 1970 年に北海道
防災会議の下に火山専門委員会というも
のが作られて、これを構成したのは、北海
道大学の研究者、それから地質調査所の北
海道支所の人間、それからその当時の名前
は忘れましたが、北海道資源開発関係の研
究所の専門家、それから気象庁、色々な方
が集まって、火山に関する勉強会と行政と
の間のコミュニケーションを確率してい
ったわけです。それからもう一つ重要なこ
とは、有珠山火山観測所長であった岡田先生がこの北海道防災会議のメンバーとして、
それから地元の研究者として、地元に防災教育をしていた。それから、実際に噴火が起
こった時、地元との信頼関係が非常に厚かったということがあります。噴火当時に、噴
火予知連では有珠山部会を設置しまして、現地に有珠山部会を置くというようなやり方
を取りました。ここには、予知連の主要メンバーが交代でつめて、観測体制を最初から
築き上げるということをやりました。有珠山の場合には、予知が成功しましたが、これ
は今までの 7 回の経験に基づいて有感地震が起こったら、必ず噴火に至るという、言わ
ば「有珠山が裏切らない」という言葉を岡田先生は使われましたが、そういう事例があ
ったからできたことで、実は、マグマの位置を捉まえるというような地殻変動の観測装
置とかいうものはほとんど稼働しており
ませんでした。そういうものを急遽作るた
めに、予知連の有珠山部会のメンバーが全
国から集まって、観測体制を整備するとい
うことをやりました。推移する観測データ
を部会に届ける。そこで議論をする。それ
と同時に、ミニ霞ヶ関、これも一昨日議論
が出ましたが、政府の現地対策本部が作ら
れて、そこで迅速な判断と実行が行われた
ということがあって、有珠山は成功だったという評価を受けているわけです。これは一
昨日、土井先生が発表された地元科学者としてはどういう役割を果たすべきかというこ
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とがありました。それは、火山情報を地元に対して詳しく易しく解説する。これは地域
防災に対して、サイエンティストが提言をする。それからその前提となるのは、地域に
信頼されているということです。それから今、ここでは向けましたが、地域防災に提言
をしたら、サイエンティストが責任を取るということが、実はもう一行書かれていたん
ですが、私が書くのを忘れました。これが本来あるべき地元科学者の役割であると、土
井さんがおっしゃいましたが、実はこれは雲仙の太田先生、あるいは有珠の岡田先生に
よって、その役割は、ある意味では十分に果たされていたというふうに思います。とこ
ろが、そうでない例が三宅島 2000 年の例
です。これは、一昨日の荒牧先生のお話に
もありましたが、まず一番大きな点は、三
宅島には大学の観測所がありません。伊豆
部会はほぼ恒常的に予知連の下に設置さ
れておりますが、部会の会合が開かれるの
は、大手町の気象庁本部でありまして、三
宅島の噴火の際にも、頻繁に伊豆部会が開
かれて、噴火推移が議論されましたが、残
念ながら、大手町であって、そこに情報がなかなか集まらない。特に、8 月 18 日の噴
火の際に、住宅地に石が落ちてくるとか、色々なことがあったんですが、その情報です
ら、ディスカッションしている中には集まってこなかったので、ちゃんとした対応が取
れなかったということがあります。これは後に分かったことですが、伊豆部会のメンバ
ーと東京都、あるいは三宅島との直接のコンタクトがなかったんです。これは常に気象
庁の方から情報伝達が行っているという理解の元に、サイエンティスト側は直接コンタ
クトをしなかったんですが、実はそれはスムーズに行っていないということが後ほど判
明しました。それで、後で三宅島検討委員会というのを暫くして東京都の中に作りまし
て、研究者と東京都の間のコミュニケーションの確率を目指したわけです。それまでは、
なかなか上手いコミュニケーションが取
れなかったという事情がございました。今
見てきたような事例からしますと、成功例
を 2 つ、失敗例を一つ出しました。そうい
うところで、研究者はどういうふうに火山
防災に関わってきたかといいますと、ある
意味では研究者の二重性格というか、2 つ
の役割によって火山防災に携わってきま
した。その一つは、最初にあげた有識者の
予知連委員として働く。つまり、噴火活動の評価を通じて、火山情報の質を向上させる
ことによって、火山防災に寄与するという役割です。つまり、先程成功例の 2 つの中に
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挙げましたが、総合観測班というものが作られて、そこでいろんな分野の、地質から地
球物理、あるいは地球化学といった分野の観測データがそこで収集されます。つまり、
一つの観測所はほとんど地球物理の観測者からなっておりますので、それに色んな分野
が駆けつけて、新しいデータを生み出しては判断に役立てるという役割をする。それに
基づいて、科学的な判断をするという役割です。ですから、自治体への防災情報として
の伝達や解説はあくまでも気象庁がやるという役割です。ですから、ここでは研究者の
関与というのは、火山防災に対しては非常に間接的になってきております。この傾向は
特に 1995 年以降、非常に強くなりました。一つは阪神の後に、気象庁が防災機関とし
ての自覚が非常に強くなってきた。気象庁の方、…かもしれませんが、強くなったとい
うふうに思います。予知連の中での議論はあくまでもサイエンスの議論であるというこ
とを、何度も言われたことがございます。防災に役立てるのは気象庁である、という発
言を我々は何度か耳にしました。役割の 2
番目は、俗に日本ではホームドクターとい
う言葉が一時期流行りましたが、地元観測
所として、地域防災計画に深く関与すると
いうこと。先程の予知連の活動とは別であ
りまして、この場合には避難計画といった
ことにも、直接的に関与して、火山防災に
深くコミットするというのが、研究者の 2
番目の役割であります。その例として、先
程上げた雲仙噴火の時の九大島原の役割、あるいは有珠山噴火の時の北大有珠観測所の
役割、あるいは桜島における、これは常時噴火しているようなものですが、京大桜島の
役割がこれに相当します。こういう 2 つの役割の元に日本の火山研究者というのは日本
の火山防災に貢献しているわけですが、これがいつまでも続けられるかというと、実は
そうはいかないというのが、私が今恐れていることです。一つはここ 10 年以上ですが、
大学定員が削減を続けております。その為
に、火山観測所のテクニシャンを定減に来
るために補充が利かない。それから無人観
測所も発生しています。例えば、東大地震
研が持っている伊豆大島の火山観測所は
今や無人観測所です。さらに、昨年度から
始まった大学の法人化、これによって予算
が恒常的に削減することが決まっており
ます。基本的には毎年 2%ずつ減っていく。
そうなると、将来的には観測所員は減らざるを得ない。法人化がどういう影響を与える
かということを考えて見ますと、一つは研究者に対する評価というのが非常に厳しくな
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ってきている。厳しくなってきているとい
う意味は、定量的な評価が要求されてきて
います。
数年後に、中期計画の達成度を評価される
わけですが、その時に基本になるのが、国
際誌論文が幾つあるか、あるいは最近、日
本の中で、総合科学技術会議を中心によく
出てくる問題が、一体それはパテントがと
れるような研究なのか。そんなことをやっ
て何の役に立つという評価の仕方が今日本の中では問題となっております。こうなりま
すと、長い時間が必要な火山観測研究というのは非常に困難になると思われます。もう
一つ、これも予算との絡みですが、法人化することによって、大学の経費は全て大学本
部が独自に決めることができます。これま
では、噴火予知計画の為の経費というふう
にある意味の紐付きがありました。あるい
は火山観測所の設備の充実の為の経費と
いう幾つかの枠組みがありましたが、それ
がすでになくなっております。ですから、
ある大学の学長が自分の所は火山観測な
んかやる必要がないと思えば、いつでも予
算がカットできる状態にある。火山観測の
施設を整備する予算がありませんので、老朽化した観測設備を今、維持できない状態に
なりつつあります。従って、このままでいけば、大学の研究者はホームドクターにはな
れない。地域に貢献することはほとんど不可能であろう。火山防災への寄与はどんどん
減っていくばかりではないかというふうに恐れております。これは、一昨日色々な方が
おっしゃった火山防災の為にあるべきシステムというのはどういうものかというと、一
つは色んな分野の、火山物理だけではなく
て、火山化学、あるいは地質学を含めた多
分野の研究者が常駐する現地の観測所が
それぞれの火山にあることが必要である。
それが理想である。それから普段から現地
の自治体や住民とのコミュニケーション
が確率している必要がある。それから火山
防災の為には、防災教育が必要で、日頃か
ら小学校、中学校、あるいは地元の教育を
やる必要があるということが言われました。もう一つは、予知はまだ完成した技術では
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ないので、その為の研究を継続する必要があるということも指摘されました。これは、
一昨日のワークショップで指摘されたことであります。こういう火山防災の為にあるべ
きシステムをどうやったら実現できるか。
先程申し上げたような状況の中で実現で
きるかというと、多分、大学の観測所を大
幅に変える、あるいは大学のシステムを変
える必要があります。その為の一つは、研
究者の評価基準を変えることです。それか
ら今、日本では 40 人学級と言われており
ます火山観測に従事する人間の数を増や
す。もっと人間を増やすということが必要
です。しかし、これは非常に困難なことであります。つまり、大学は法人化ということ
になった現在ではかなり難しい。具体的にこれをやることは非常に難しいなと私は考え
ております。もう一つの方法は、気象庁は大量の、せいぜい数十人ですが、それぐらい
の火山研究者を採用することです。例えば、USGS のような研究者だけで数十人になる
ような火山観測の機関を作ることだと思います。これはすぐにできるようなものではな
いので、それでも噴火はいつ起こるか分からない。その時の実現までの措置としては、
クリス・ニューホールさんが指摘したことですが、噴火の時には国レベルの緊急観測セ
ンターを現地に設定する。これは今まで総合観測班という形で日本ではそれに類似した
形を取ってきましたが、それをもっと協力にする必要があるというのが、現在取りえる
方法だろうと思います。今まで申し上げたことは、日本はこれまで研究者のある意味で
はボランティア的な仕事によって何とか支えてきたけれども、法人化という事態になっ
て、大学の研究者ができなくなる可能性がある。そうすると、かつての国立研究機関、
例えば防災科学技術研究所、あるいは元の地質調査所、あるいは気象庁と一緒に大学の
部門をもう一度再編を考える時期に来ているのだろうと思います。これで私の発表は終
わらせて頂きます。

石峯：ありがとうございました。只今のご講演に関しまして、ご質問、コメント等ござ
います方いらっしゃいますでしょうか。片山理事長お願いします。
片山：先程、1995 年以降、日本気象庁の防災機関としての役割が高まったとご発言に
なりましたが、その後なんとなく歯切れが悪かったのですが、それは良いという意味で
発言されたのですか。悪いという意味で発言されたのですか。
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藤井：意識が高まったのであって、現実的に防災機関としての機能が高まったわけでは
ないです。意識として高まることは非常に良いことだと思います。それすると次にやる
べきことは、実際に機能するような形で行われるべきで、それについて例えば、火山監
視情報センターを作るというような形で少しずつ動き出しておりますが、絶対的に足り
ないのは、やっぱり火山研究者が気象庁の中にほとんどいないということです。それか
ら、どこかで火山情報を出す為のものを作ってやらなければいけない。そうすると時間
的にも間に合わないようなことが起こるので、本来はもう少し強力な火山研究や火山観
測がやれて、尚且つそういう情報を発信できる機能を備えた機関が日本には必要ではな
いかと思われます。そこまでにはまだまだ行っていないので、歯切れの悪い言い方をし
たかもしれません。
不明：先程火山予知計画ですか。第 7 次とか色々お話があったと思うのですが。今まで、
予知計画のそういう書類を何度か見たことがあるのですが、その中に非常にサイエンテ
ィフィックに意義が深い。あるいは予知という意味でも意義深いという計画は色々と書
かれているのですが、実際にああいう計画はどれくらいの予算の元に、どれくらい実現
されているものなのですか。
藤井：先程言いましたように、例えば事業費という形で出てくるのは年間 6 千万円です。
これは全てを合わせてです。今、7 大学の機関がありますが、それの観測、それから観
測に行く為の旅費を含めてその額で毎年やっている。それ以外に法人化前までは、1 年
間に数千万から、時には 1 億くらいいくことがありますが、観測の為の設備費というの
が付きました。それで北大の有珠の観測所が 77 年に作られるとか、それは設備費だけ
ではなくて、もちろん設備の充実費や何かがありますが。それから島原の整備が行われ
るとか、あるいは伊豆大島の火山観測所がなかった。津波観測所と地域観測所があった
ものを合併して火山観測所を 85 年に作りました。その時に使われたような費用です。
この間、それぞれの大学の観測所を整備したお金は整備費や施設費の中から出されまし
た。直接のお金は先程言った額です。
不明：しかし計画を見ていますと、かなりベーシックな部分についての踏み込んだ記述
がされていますよね。そういうものについて進めると、確か書いてあると思っているの
ですが、そういうものについて具体的にどういうふうに進めていくのかということにつ
いて、それは予知連等の関連機関でもって、実際に話されて、そういうものに対応する
ということはあるのですか。
藤井：それは要するにボランティアとしてやっているわけですね。つまり、ここの研究
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者が科学研究費を申請して、それを持って噴火予知の研究に当てる。それ以外に特に別
の予算があるわけではありません。ですから、特に科学研究費の場合には、噴火予知と
いう言葉を前面に出した場合にはほとんど採択されません。噴火予知計画でものすごい
お金がきているという誤解があるからです。先程言った、年間 6 千万と聞いたら大抵の
人はびっくりする。物理の研究者は「6 千万でお前ら何をやる」ということを言われま
すが、実際にそれをここ 30 年間やってきたわけです。予知という言葉は出さないけれ
ども、予知に関連した科学研究費を申請して、それで細々とここまでやってきたという
のが、日本の科学研究の実状だと思います。
不明：火山研究だけで見て、色々な計画を考えて、問題点もあると思うのですが、同じ
ようなシステムとして、日本の場合には、地震関係のこういうシステムがあると思うの
です。そういうシステムと比較して、同じような問題の部分と、地震ではこういう工夫
をしているけど、火山ではこういう工夫が足りないとか。そういう観点で見たときに、
現在の噴火予知計画というのはどのように評価されているかという意見をぜひ教えて
頂きたい。
藤井：地震予知と火山噴火予知の違いは一つには規模にあります。つまり、日本の社会
が何に対してコストパフォーマンスに基づいて予算を配分するわけで、地震予知に対し
ては噴火予知の、一時期は 10 倍、今ですと 3～5 倍くらいでしょうか。の予算が行き
ます。それは予知計画としてそちらへ流れる。それとは別に、地震予知の場合には 1995
年、先程の阪神の地震を契機に、地震調査研究推進本部というものが作られました。そ
れは大量の予算で、色んな整備がなされたわけです。もちろん、防災科技研やなんかが
使われた Hi-net とかそういうものは皆そこを元にやられたものです。ですから、非常
に多くの予算投入がされていて、推進本部は現在もあるので、割としっかりした組織体
であります。ところが噴火予知の場合には、建議によって事業費を取ってくるというこ
と以外に何の裏づけもないわけです。ですから、そういう意味では非常に弱い組織体に
なっています。ところが大学の中の研究機関、特に地震研究所と京都大学の防災研は除
きますが、それ以外のところの観測所は理学部に付属の観測所であって、今や地震と火
山とが合併しています。地震火山観測所という形になっているのが、日本の大学の理学
部付属の研究機関です。そろそろ地震と火山の一体化ということも考えなければいけな
いかもしれないと思っています。
石峯：ありがとうございました。お時間きていますので、あとは個々のセッションの方
でまた議論して頂ければと思います。それと、ご案内遅れましたが、質問される方はご
所属とお名前をおっしゃってから質問の方をして頂くように宜しくお願い致します。
それでは次に移ります。次は「総括行政の視点から」ということで、内閣府の上総修平
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参事官の方から宜しくお願い致します。
上総：ご紹介頂きました内閣府の地震火山
対策を担当しております参事官の上総で
ございます。今日は日本の火山防災要請に
ついて簡単にご説明、お話させて頂きます。
まず、日本の行政、日本人の方、よく…あ
りますけれども、日本の行政というのは、
ここに都道府県、それから市町村と 3 つの
階層になっているわけです。火山や地震の
防災についても 3 つの行政レベルでそれぞ
れの防災行政をやるということになるわ
けですが、実際の発生、地震なり火山噴火
なりが起こった時にはまず対応するとい
うのは、市町村レベルであります。これは
先程藤井先生のお話にもあったところで
ありますが、これが日本の防災の基本で、
市町村がまず実際の災害が起こった時に
対応すると。さらに規模が大きくなった場
合には、都道府県、あるいは国がさらにそ
の支援を行うと。こういう体制をとるわけ
です。大規模な地震、あるいは自然災害が
起こった場合、国としての対応はまず、内
閣総理大臣の指揮の下で、対策本部を設置
する。さらに、それぞれの省庁がそれぞれ
の本部を置いて、国の対策本部との間の情
報交換をする。さらに、それに合わせて現
地へのサポートをする。こういう体制をと
るわけです。場合によっては、指示や支援
といったところを越えて、実際にイマージ
ェンシー・レスポンス・アグディビッツの
応急対応をやると。国が直接活動をやると
いうこともあるわけであります。さらに国
の政府の状況を書きますと、まず情報を実
際に起こったとなりますと、緊急に非常参
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集ということが行われます。首相官邸に関係の機関、局長クラスが参集、集まります。
そういうルールがすでに確立されておりまして、この主要なメンバーの所に色んな被害
状況が入ってくると。その状況を見ながら、その情報を集約して分析するということが
行われるわけです。そういった情報をまた総理大臣に伝えるということも行われるわけ
です。その被害状況を把握した上で、関係の機関が連絡会議を開き、実際に起こった災
害に対する対応を、有珠山が噴火したという時にどのレベルで国として対応するか。そ
の為の本部をどのレベルで置くかということを決めるわけです。場合によっては政府の
調査団を派遣する。あるいは現地対策本部
を置く。こういいたことを一連の中で、国
としての対応を決めていくということに
なります。これは参考の為に示しました日
本政府の組織図ですが、ここに内閣府があ
りますが、全体 10 省庁があり、さらに 10
の省があり、その下に幾つかの庁がありま
す。今日もお話があります国土交通省、あ
るいは消防庁、あるいは気象庁、これはこ
ういう形のぶら下がり方になるんですが、こういう全体として、国として各省庁が対応
し、それを取りまとめる。こういう体制で
日本の政府としての防災体制ができてい
るわけです。火山噴火の時の国としての予
知、予防対策をどうしているかと申します
と、活動火山対策特別措置法というものに
基づきまして、火山災害からの避難施設の
整備、あるいは火山灰の除去の為の財政的
な支援を、実際にこういった施設の整備、
あるいは除去といったことは市町村が行
うんですが、その財政的な援助支援をするということになります。その活動火山対策特
別措置法ですでに適応になったのは、この 7 つの火山があります。さらに復旧復興の段
階になりますと、被災者の生活支援の為に
その被害の程度に応じまして、その被災者、
その地方の公共団体への財政的な支援が
行われるということです。また国は復旧復
興対策について色々なアドバイスを会議
の場で行うといった役割を担っておりま
す。
すでに何人の方がお話になっております
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が、ここからは実際の例として、2000 年
の有珠山と 2000 年の三宅島でどう対応し
たかの事例を簡単にお話いたします。これ
はもう 2000 年の噴火の概要です。時間の
関係で省略させて頂きます。この有珠山の
話についてはもうすでに何度か出ており
ますし、今日午後からも国土交通省の関さ
んがお話になりますので、簡単にお話しま
すと、噴火の前から関係の機関が集まって、
どう対応するかということを色々話し合
ってまいりました。これは何度も言われて
いる、ミニ霞ヶ関とお話がありましたが、
噴火の前から、あるいは噴火後もここに、
それから北海道、地元の市町村を火山の専
門家が合同で現地対策本部を置いて対応
したというのが特徴かと思います。そうい
う対応の結果、約 1 万 5 千人の住民、ある
いは観光客が無事避難して、犠牲者は出な
かったという事例であります。ここからは 2000 年の三宅島の噴火ですが、これは簡単
に概要を書いてございます。三宅島では噴
火活動が活発化したことで、4 千名近い方、
これは三宅島の全島民に当たりますが、三
宅島の全島民が本土の方へ避難したとい
うことになります。三宅島では爆発的な噴
火活動が治まった後も、二酸化硫黄を主成
分とします火山ガスが大量に噴出したと。
一日数万トンに及ぶ量が出たということ
で、2000 年に噴火が始まってから、今年
2005 年の 2 月に避難指示が解除されるまで島民の皆さんは約 4 年半、長期間の避難を
余儀なくされたということです。
三宅島においても、先程の有珠と同じように、噴火前から、国と東京都、三宅島村と、
先程の火山予知連の始めとする専門家の皆さんと合同して対応して行ったという特徴
がございます。先程言いましたように、噴火による避難が大変長期間に渡ったというこ
とがございましたので、国と東京都が共同して学識の経験者、あるいは関係機関からな
る火山ガス検討会というものを設置いたしました。これは、先程言ったように、火山ガ
スの量が大量であって、三宅島から避難した人が帰れなかったということから、この火
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山ガスについても検討いたしました。その結果、二酸化硫黄の濃度を 4 段階のレベルに
分けまして、そのレベルごとにどういう
対応を取るべきかということをまとめら
れました。すなわち、ガスマスクをつけ
なければならないか。あるいは避難所へ
の避難をすべきか、そうでないか。こう
いったことの整理を火山ガスレベルに応
じて検討したということです。これは、
実際にこの考え方は帰島が始まった今年
から始まっているわけですが、帰島後も
住民の避難の皆さんの基準として活用しているところであります。そしてもう一つは、
4 年半と長期に渡ったことから、島へ戻ることについての色々な課題が出てまいりまし
た。その対策をどうするかということから、
内閣府や東京都、三宅村が共同で「帰島プ
ログラム準備検討会」というものを設置い
たしました。その中で、火山ガスへの安全
対策をどうするか。あるいは住宅や学校な
ども相当傷んでおりましたので、これの基
礎整備をどうするか。それから帰った人た
ちが実際に生活の糧をどう得て、どう島で
生活を送っていくかという生活再建の観
点からの課題といったものも整理いたしました。そういった色々な対策をどの時期に誰
が実施するかということをこの検討会の中で検討いたしました。
これまでが三宅島ですが、その他に全国的
な話としまして、日本では多くの活火山が
あるものですから、噴火の影響範囲や避難
場所を示したハザードマップを地方公共
団体で作ってあります。現在までに、37
の火山が出てくるわけですが、そのマップ
をどう作るかというマニュアルを、内閣府、
当時は国土庁でしたが、で作っております。
それが 1992 年です。これは相当古くなっ
たので、改定が必要だと荒牧先生から強くお話頂いておりますが、こういったものを作
っております。その一つの例としまして、日本の象徴であります富士山でも 2004 年に
ハザードマップをまとめたところであります。このハザードマップを作るというのは、
火山の防災行政としては大事なことだろうということで取り組んできたところです。
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これは富士山のマップです。溶岩流や火砕
流など色んな噴火現象ごとに避難すべき
範囲や影響範囲を表すマップを取りまと
めております。それから富士山ではさらに
進みまして、気象庁から出されます臨時火
山情報等の火山情報によって、実際の避難
をどうしたらいいのか。それから災害の本
部体制をとったらいいのか。それから交通
規制をどうしたらいいのか。こういうこと
を火山情報に合わせて、実際に防災体制をどう取るべきかということを整理してまいり
ました。こういったことで、一連の富士山のハザードマップから防災体制の検討といっ
たことについて、荒牧先生の絶大なるご指導の中でこういうことを数年間やってまいり
ました。これからは資料はございません。
簡単に申し上げますと、この富士山という
のは実際にはまだ噴火の前兆等はないわ
けで、その中でこういう前もっての防災体
制を考えてきたわけです。これが全国の日
本の防災体制をとる、ある意味でモデルケ
ースとして我々はやらせて頂いたと思っ
ております。これから、ハザードマップを
新しい形で作ってきた富士山のハザード
マップを、今すでにできている火山でもバージョンアップして作り直す。富士山を例に
そういう作業がこれから必要だと思っておりますし、また気象庁から出されます火山情
報、先程火山活動度レベルが新たに火山で出されつつあるわけですが、そういったもの。
あるいはこういった臨時火山情報といった情報と実際の防災の活動がどうあるべきか
と。これは火山ごとにそれぞれ特徴はあるわけですから、それぞれの火山でやっていく。
これがこれから我々がやっていくべきことだろうと思っております。今日は防災行政と
いうことでお話をしましたが、やはり火山というのは、荒牧先生がいつもおっしゃいま
すように、観光といった所で、我々に大いなる恵みを与えてくれているものでもありま
す。火山と共生していくということも、防災と合わせて必要なことだろうと思っており
ます。私の発表は以上とさせて頂きます。ありがとうございました。

石峯：ありがとうございました。只今のご講演に関しまして、ご質問、コメント等ござ
います方ありましたら、挙手をお願い致します。谷口先生、宜しくお願い致します。ご
所属とお名前を言ってからお願いします。
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谷口(東北大学)：実は私、こういうことを全く、ほとんどと言っていいくらい知らなく
ないので、ちょっとお聞きしたいのですが、先程有珠山と三宅島の例についてお話が出
てきましたが、要するに、内閣府さんというのは、先程の話で三宅島の時、「三宅島の
町だとかそういうところと組んでこういうことをした」というお話だった気がするので
すが、具体的に、例えば有珠の場合にはどういうことがあったのか。それから富士関係
で色々とやられているというのは私どもも一応知ってはいるのですが、今後富士以外の、
他の火山に関してはどういう対応をされるのか、そういうことについて分かりませんの
で、お聞きしたいと思います。
上総：有珠山、三宅島の実際起こったことの対応をお話いたします。国の防災体制全体
がそうですが、国の防災体制というのは関係省庁が、国土交通省は国土交通省の役割を
やる、消防庁は消防庁の役割をすると、それぞれが役割を持っているわけですが、内閣
府というのは、総合調整という言葉を使っておりますが、色んなことのコーディネータ
ーとして、実際に起こった時にはやっていく。あるいは現地対策本部ができた時には内
閣府の、多分ケースバイケースですが、副大臣クラスが現地対策本部のトップを執ると
いう形で、その時は調整を加えたところで、もう少し指示といったこともやっていくと
いう体制になるかと思います。有珠山について、もう一つあります内閣官房の安全危機
管理というポストもありますが、ここはそういった組織の立ち上げ部分、初動体制の時
にリードするのが内閣官房。その後、少し落ち着いてきたところで、全体的な防災体制
を執るのが内閣府というふうにご理解頂ければと思います。
それから富士山以外の火山にどう広げていくかという点ですが、実際一つ一つの山を国
が全てに関与するのはなかなか難しいかと思っております。一つ、富士山のモデルケー
スがあったわけですが、あと幾つかの山に対して、省庁から出る火山情報と防災体制の
あり方はどうあるべきか。幾つかの、3、4 つでしょうか、山をモデル的に考えてみて、
共通項と、それぞれの山はこういう問題等があると思いますが、そういったことの中で、
どうそれぞれの山でやっていくべきかというケーススタディをしながら、指針的なもの
を取りまとめる。そこまでが我々の役目かなと思っております。
石峯：他に何か。はい。宜しくお願いします。
土井(岩手県総合防災室)：内閣府さんがコーディネートされる時に、もう少し幅広くコ
ーディネートをお願いできればいいなと思っているところがございます。この質問は本
来、この後報告される気象庁さんの発表の後にすべきなのかも知れませんが、例えば、
三宅島のコミット・オブ・リターン・プログラム中で、例えば現地で住民の安全対策の
為に、SO2 の観測等をされているわけですが、その施設の設置や維持が、例えば村の予
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算でやらざるを得ない、そういうような観測とはちょっと違ったところの部分が地元の
予算に依存せざる負えなくなっている。そういうようなところは、観測というのを幅広
く捉えた上で、住民がそれを使うような形にもう少し幅広くコーディネートして頂けれ
ば、もっと地元の為に役に立つのではないかと思っております。要望といいますか、意
見ということだけです。
上総：実際に三宅島の方が島に帰られる時に、色んな政策が必要になってきた。三宅村
で、あるいは都でガスの観測施設を追加で幾つか得られたのですが、その時に、先程言
いました活火山法で、後で出てくると思いますが、消防庁さんの補助で相当な数が整備
されたということがあります。ランニングコストまで上手く見られているかどうか、ま
だ後でお話があると思いますが、そういったことだとか、あるいはガスの濃度が上がっ
た時に逃げ込む部屋を作るという各声にはなかなかできませんが、健康が悪化している
方が住んでいる方にはある個人のお宅でも、そういった施設の整理はできるといったこ
とも消防庁のご協力を得ながら対応いたしました。その時々に色々な課題が出てくると
思いますし、全てに国が対応できるかと言うと難しいところがありますが、幅広くやる
姿勢は持っているつもりです。ちょっとエクスキューズに近いところがありますが、今
のご意見は踏まえながらこれからやっていきたいと思います。
石峯：他に何かございます方、いらっしゃいますでしょうか。それでは、どうもありが
とうございました。ここで一旦、休憩に入ります。予定では、10 時半からということ
でしたが、若干遅れましたので、10 時 55 分から再開したいと思います。宜しくお願い
致します。
（休憩）
石峯：それでは午前中後半のセッションを始めさせて頂きたいと思います。まず初めの
ご講演は「消防庁における火山災害への対応」ということで、消防庁国民保護防災部の
金谷裕弘防災課長です。宜しくお願い致します。
金谷：只今ご紹介頂きました消防庁防災課
長の金谷と申します。どうぞ宜しくお願い
致します。私の方からは、只今内閣府の上
総参事官が国全体としての取り組み、そし
て国としての取り組みを中心にお話をさ
れましたが、私の方では、現場対応的な部
分も含めまして、ご説明をさせて頂きたい
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と思います。構成としては、火山の災害と
しての概況、日本の災害対応におきます基
本的スキーム、災害対策基本法の状況、そ
れから私ども国の機関としての消防庁の
対応、この 3 点でお話をさせて頂きます。
特に、先程話がありましたように、日本に
おきます災害対応は、いわゆる三層性の構

造の中、基礎的自治体であります市町村が
まず基本的な主体となっておりますが、災
害の規模等に応じて、都道府県あるいは国
がそのマネジメントに参画するというこ
とでございます。日本におきます災害の状
況でありますが、特に火山の数につきまし
ては、日本は世界の 7%の火山がございま
す。それ以外にも地震のシェア、それから
災害死者数、あるいは被害額、日本の規模
にしては極めて大きい。いわゆる日本は災
害列島と言われるような状況にございま
す。これはすでに気象庁から話があったか
と思いますが、日本の活火山の状況でござ
いまして、特に 2003 年に定義づけをして、
活動度に応じた 4 ランクの火山、その中で
特に、常時観測するというものを 0 から 5、
6 段階のレベルで火山活動のレベルを測定
しているというような状況です。これは過去におきます日本の火山被害ですが、死者の
数で見て頂きますと、1952 年のベヨネース列岩。こちらの方は、日本の方は明神礁と
言った方が分かりやすいかもしれません
が、それによる死者が 31 人。あと雲仙普
賢岳の被害が 43。これは火砕流によるも
のでございます。あと過去の大きな対応と
いたしましては、伊豆大島の全島避難、あ
るいは先程お話が出てまいりました、有珠
の住民の避難、あるいは三宅島におきます
全島避難というふうなものが過去の火山
災害における主なものでございます。
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先程もお話が出てまいったとこですが、有
珠山の噴火におきます対応ですが、国とい
たしましては、まず 3 月末に噴火の予兆が
あるということで、この火山につきまして
は、専門家の観測というものが非常に長期
に渡って、且つ綿密になされていたという
ことからも、その予兆的な部分が非常に、
いわゆる学問分野と行政の対応というの
が極めて上手くリンクしたまででござい
ました。そういった意味におきまして、いわゆる住民の避難というものが、非常にスム
ーズにいったものでございます。先程お話いたしましたように、死者は 0 ということで
すが、現場の状況等を見て頂きますと、非常に大きな被害、特に温泉街等がございまし
たが、そういった所も大きな重荷の被害等を受けておったものです。データ的に申しま
すと、死者は 0 でございましたが、住宅が被害額で 20 億円、全壊 120 戸、損壊 700 戸、
あるいは橋とか河川の被害が 45 億、下水道の被害が 40 億、病院等の施設が 20 億と、
大きな被害を出したわけですが、その中にあって死者 0 ということは、極めて災害対応
として、特出すべきことだと思っております。その前提となったものが、先程話のござ
いましたハザードマップの作成配布によって、初期の段階におきます危険な地域の住民
の早期避難が可能となったということ。それからもう一つの問題といたしまして、先程
申し上げました観測体制との連携、あるいは国の対応として、先程内閣府からの話にご
ざいましたように、国として現地に対策本部を設けたというようなことから、火山の専
門家、学者の皆さんのアドバイスを踏まえた活動ができたということで、いわゆる災害
対応として非常に上手くいったまでであろうと思っております。住民がそういった意味
で、物の被害、施設等の被害は大きかったわけですが、そういった人の被害がなかった
ということは本当に災害対応としてはプラスであったということです。もちろん、この
災害に対する対応といたしまして、防災関係機関、いわゆる消防、あるいは警察、ある
いは自衛隊、いわゆる実動の部隊が連携しながら対応をしたわけですが、特に住民の避
難、あるいは避難した先のケア、そういったものについて災害関係機関が大きな寄与を
したということでございます。以上が我が
国におきます火山災害等の最近の概況で
す。
次に第 2 番目といたしまして、国の基本的
な災害対策についてお話をします。これに
つきましては、相対的には、先程内閣府の
上総参事官からお話がありましたが、クラ
イスマネジメントということが、災害対策
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基本法のベースになっております。そのうち、この法制上は重大事項、あるいは大規模
な自然災害を対象としておりまして、そのうち火山災害というのは、地震あるいは台風、
風水害と並んで、大規模な自然災害の範疇
に含まれております。この災害対策基本法
は基本的には災害の予防、この中には事前
の対策、あるいは訓練がベースになります。
それから災害が起こった際の対策、その場
合に、先程お話がありました住民の避難、
あるいは消防等がそれらの誘導に当たり、
あるいは救出に当たる。さらには危険な区
域、特に火山等の場合には非常に噴石、あ
るいは火砕流等の危険がある所は一切立ち入りをしないということで、立ち入り禁止区
域を設定する。そういった対策を災害が起こった際にいたします。その後、災害からの
復旧ということがついてまいります。
先程、話のございました施設等の復旧というものも、この中に入ってまいります。災害
の復旧につきましては、先程話のありましたように、国の各機関、そして都道府県、市
町村で対応しますが、災害についての財政
措置には特別の対応がなされております。
非常に細かい資料で恐縮ですが、国と地方
の権限というのが、この災害対策基本法で
定められておりますが、特に、先程申しま
したように、市町村が災害対応の基本主体
ということで、市町村の市町村長の権限と
いうのは非常に大きくなっております。例
えば、避難の勧告指示、あるいは立ち入り
禁止区域、あるいは建物等を収容すること、あるいは工作物といいますか、邪魔になる
ものの除去といった権限的には極めて大きなものがあります。実際にこういった権限が
発動されるのは、よほど緊急の場合、あるいは重大な場合で、実際に全ての権限が常に
発動されるわけではありません。ただこういった災害の際の対応の権限があり、そして
それらが市町村の対応では難しいというような場合には都道府県、あるいは国が対応を
していく。その際に災害が起こった時の対策をする中心になるのが、災害対策本部とい
うものがございます。これが規模に応じて、市町村、あるいは都道府県、あるいは国の
レベルでそれぞれ本部を設置して災害の対応に当たるということになっております。
次が私ども消防庁としてどのような取り組みをしてきたかということです。有珠山、あ
るいは三宅島の事例を基にいたしまして、いわゆる地方自治体がいかに災害に対応でき
るかということを市町村に対して指導要請をしてまいりました。私ども消防庁の立場は
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国の機関として、都道府県あるいは市町村と災害等におきます対応の連携をとっていく
という、いわゆる県市町村との繋ぎ役を果たすということです。そういった中で、ハザ
ードマップの有効性、あるいは避難におきまして住民への情報伝達が非常に重要です。
特に情報伝達につきましては、防災の無線
というものを整備しており、そういうもの
で住民に一斉に呼び掛けるようにしてい
ます。ただ、火山等の関係市町村ではまだ
75%程度しか整備がされておりませんの
で、そういったものの整備が必要となって
おります。それから火山の災害の場合には、
避難、特に時間的に早めの避難というのが
必要になってまいります。そういったもの
がハザードマップ、あるいは観測機関、あるいは学者、専門家の方々の意見で的確にな
されるということが重要な要素となっております。さらに、防災訓練が大変重要です。
そういった意味では、日常の中で、いかに火山と向き合って暮らしている方々はそれら
に対する対策対応を練るかということが
重要な要素になっております。それから防
災対応としまして、地域防災計画というふ
うなものを市町村、県で作ります。その計
画について、火山の為の計画というものを
火山関係の市町村は特に整備が必要だと
言っております。先程話のありました観光
客、これは住民とは違いますので、その地
域がよく分かっていないということで、そ
ういった方々への対応も求めたものでございます。
また火山災害関係都道府県連絡会議。先程申し上げましたが、都道府県、市町村との連
携ということで、4 年前から開催をして、これまで 6 回開催しております。まさにこう
いった有珠、あるいは三宅島の事例を全国
に紹介し、それによって火山関係の各市町
村が災害対応をなしていくことができる
ようにということで設置をしております。
これにつきましては現地にも行っており
ますし、この会議では荒牧教授の最大限の
サポートを頂いているところでございま
す。一つ、国としての対応ということで、
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消防機関は基本的には市町村の機関です
が、緊急消防援助隊という制度がありまし
て、これは各市町村の消防隊を消防庁長官
の指示で大規模な災害の時には応援をす
るという仕組みで、現在日本で約 3 万 6 千
隊の隊があります。これは有珠山の災害の

際も応援に行きまして、活躍をしたもので
す。これにつきましては、従来は運用でや

っておりましたが、昨年、法律が制定され
ております。法律は全国的な観点からの緊
急の対応の体制ということで、大きな災害
時、火山に限らず、地震、台風等において
も対応しているところです。有珠山の時に
は陳べ 420 隊、1,500 名が支援に行ってお
ります。それから先程話がありました、活
動火山対策特別措置法による支援という
のがあります。これは地域を指定して、特

別な財政措置等をしておるものでござい
まして、先程お話のありました三宅島にお
きまして、通称クリーンハウスが火山ガス
に対処する退避施設として、収容人員 300 人の施設を 14 億円かけて整備しております
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が、国としてその半額を助成しております。あと各家庭において、火山ガスに弱い方々
に対して、小型の脱硫装置を整備されておりますが、それらについての補助等を実施し
たものです。以上が私ども消防庁として火山災害に対応している状況です。ご清聴あり
がとうございました。

石峯：ありがとうございました。只今のご講演に関しまして、質問、コメント等ござい
ます方、挙手をお願い致します。
佐藤(福島県磐梯山噴火記念館)：3 番目の消防庁の対応の中で、都道府県連絡会議とい
うのを設置されたという発表がありましたが、その件に関連して質問といいますか、こ
んなことを知って頂ければというお話をしたいと思うんですが、平成 13 年から 6 回開
いた会議の中では、各都道府県の消防防災課の担当者を集めてやられたわけですよね。
実際、例えば福島県なんか、非常に恥ずかしい話ですが、どこでも行政はそうですが、
2 年くらいで担当者が代わっていきます。火山のことをほとんど知らない人がついて、
ちょっとコンタクトをとって指導をするのですが、またすぐ変わってしまう。その繰り
返しです。できれば消防庁さんの方で、都道府県の担当者を集めて、最低 2 泊 3 日くら
いできちんと火山を教える、そういった研修会のようなものをやって頂けたらと思うの
ですが、いかがでしょうか。
金谷：研修につきましては、私ども非常に重要な要素だと思っております。マクロの研
修の組織として、消防機関に対しては消防大学校というのがありますが、一般行政の
方々については自治体学校、あるいは市町村の方につきましては市町村アカデミーとい
うのがあります。ただ、今お話のありました個別テーマにおきます研修につきましては、
実際上、対応上、かなり難しいところがありますが、ただ私どもやっぱり各県市町村の
皆様のニーズの中でそういった研修組織、あるいは私ども国が直接するという形ではな
くても、関係する機関等におきまして、そういう研修等が設けられればいいと。火山専
門までいけるかどうか自信はありませんが、防災に関します研修の機会というのは、で
きる限り提供させて頂くよう努力してまいりたいと思います。そういった中で、今お話
のありましたような会議の中でといった、いわゆる知識共有、あるいは情報共有的なそ
ういった機能もできる限り果たしていきたいと思っているところでございます。以上で
す。
石峯：他にございますでしょうか。
鵜川(防災科学技術研究所)：先程お話の中で、噴火が起こったりすれば緊急対応として、
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全国から消防庁さんが統制を取って現場に入られるというお話しがあったかと思いま
すが、火山は色んな他府県、他市町村に渡って、一つの火山が存在する場合が多いわけ
ですが、普段静かな時期から市町村が協力しやすいような対応というようなことを取ら
れている事例や、そういう努力をされているというようなことがございましたら、紹介
して頂ければと思うのですが。
金谷：まず緊急消防援助隊につきましては、これはいわゆるさっきのサイクルの中で言
えば、応急対策、災害の対応というのは市町村が基本ですが、それに対応できない場合
は県、あるいは国ということ。いわゆる県を超えるようなレベル、あるいは市町村で対
応しきれないレベル。
例えば NBC 担当の被災などのケースを想定しています。従って、
通常の場合という形になりますと、緊急消防援助隊という形で対応するのではなくて、
いわゆる市町村の総合応援。あるいは私どもはさっきの会議の中でも話しておりますが、
火山関係の、火山は結構研究や支部会がありますが、そういった関係の市町村で合同の
教育。中には災害対策基本法に基づく協議会を 10 のところで作っておられますし、そ
ういったものを作って頂く。あるいはそういった中で、地域防災計画を共同に作成して
頂く。その際に、その中において、先程申し上げた訓練というものをぜひ広域にやって
頂くということが必要だと思っています。私も個別の事例として、今具体的にこれだと
いうのがすぐに出ないのですが、そういった事例として、先程の富士山等の広域の対応
とか、北海道での対応といったものもございますので、もしまた必要があれば、そうい
った個別事例があれば、またご紹介頂ければ、私どもの方で調べて、ご返答させて頂き
たいと思います。以上です。
石峯：他に何かございますでしょうか。それでは、ありがとうございました。次に進み
たいと思います。次は、「火山砂防事業の現状について」ということで、国土交通省河
川局砂防部砂防計画課の西本晴男火山土石流対策官にお願い致します。宜しくお願い致
します。
西本：只今ご紹介頂きました国土交通省砂防部の西本でございます。火山砂防事業とい
うことで
すが、最
初に火山
に入る前
に、日本
の自然の
状況につ
いて、ご
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紹介したいと思います。
日本は非常に雨が多いということで、全国の平
均で、年間 1,700mm の雨がございます。日本列
島東西南北、広がりはあるわけですが、雨の降
り方もこ
ういう分
布の違い
があるわ
けです。先程言いましたように、1,700mm くら
いの雨が降る。多いところで 3,000mm くらい
の雨が降るところがございます。その原因に毎
年多くの台風が来るということで、昨年は 20 個
を超える台風が参りましたし、今年は 9 月の上旬に台風 14 号というので大きな災害が
発生しております。要するに、たくさんの雨が台風によってもたらされるということで
す。地質的に、細かな説明は省きますが、こういった非常に複雑な地質をしている。し
かも年代的に新しいところが多いということで、
もろい地質であります。4 つのプレートが日本
の近郊に
ありまし
て、その
プレート
による地
震や火山
への噴火の影響等があります。これは地震の状
況ですが、非常に地震も多発していると。それ
と気象庁の定義によりますと、日本には活火山
が 108 つあるということです。以上のようなこ
とで、地質的に非常にもろくて、地震が多くて、
火山があ
り、さら
に雨が多
くて土砂
災害が非
常に発生しやすい自然的条件を備えた国であり
ます。また人口が 1 億 2 千万という人が 37 万
km2 の中に住んでいるということで、これも土
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砂災害の要因の一つになっております。

砂防法という法律がありまして、この法律に基
づきまして、砂防の事業を実施しております。
この砂防の事業の中で、火山地域においても砂
防の事業を実施しているということです。これ
はモデル的に火山の砂防の事業を現したもので
ありますが、例えば噴火している活火山として
のイメージですが、ハード対策とソフト対策と
両方やっております。ハードの対策として、こ
ういった砂防ダム、チェックダムを設置する。
あるいはこういう非常にもろい火山の地質です
ので、谷の侵食を防止するための床固めを設置
する。さらに下流において、上流から出てきた
土石流や泥流を溜めるためのサンドポケットを
設置するというようなことをやると共に、監視
カメラを設置して、火山の噴火に伴って出てく
る現象を監視する。あるいは雨量計の設置とか
そういった監視の為の施設を設置しています。これは活火山ですが、先程の 108 の活
火山以外にも、過去にもっと古い時代から噴火して、非常に火山灰等降り積もって、非
常に地質のもろいところがあります。そういったところについても、特にハードの対策
を中心に砂防事業を実施しているところです。
少し具体的な事例、特に活火山についてご説明
をいたします。これは雲仙普賢岳でございます。
1990 年の 11 月に噴火をいたしまして、その後、
91 年の 6 月 3 日に発生した火砕流の状況です。
この火砕流によって、先程ご紹介がありました
が、43 名の方が亡くなられています。これが、
火砕流が通過した後、住宅が火災で燃えている
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ところです。住宅もあったのですが、樹木があ
ったところですが、火砕流で全て焼き払われて
いるというような状況です。ちょっと戻ります
が、その結果、95 年ですので、先程の火砕流が
発生してから 4 年後ですが、最初にここに火砕
流が流れましたが、次にこちら、さらにはこっ
ちの方向
というこ
とで、山全体が火砕流の堆積物に覆われたよう
な状況になっています。この火砕流が発生して
いる時に
はこの下
流の地域
は、法律
に基づきますと、立ち入り禁止区域、正確に申
しますと、警戒区域という名前の区域に指定さ
れ、住民の立ち入りが禁止されたということで
す。ここに溜まっている火砕流による堆積物が、
冒頭に申しましたように、日本は雨が非常に多いということで、その雨によって下流へ
土石流となって流れて下っていくという恐れがあるということで、砂防の工事を実施し
ています。これが全景ですが、この辺りに砂防の工事を実施しています。下流のここに
水路のようなものが見えますが、これについては今後の大規模な火砕流等が発生した時
の為に、あるいは大規模な土石流が発生した時
の為にということで、導流溝ということで、設
置をしているところです。あと、これが導流提
の一部ですが、こちらを大規模な土石流や火砕
流が通過するスペースです。これが砂防のえん
堤で、これの拡大したものがこれですが、長さ
が 300m
ほどある
ものです。今現在はここに一基あり、この上に
もあります。何基か設置がされていますが、こ
の砂防えん堤が最初に設置されたわけですが、
その時点ではまだこの辺り一帯は立ち入り禁止
区域であったということで、工事に関しては、
これは無人の機械ですが、遠隔操作による施工
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をして、先程の砂防えん堤を設置したということです。
次に、北海道の有珠山ですが、これは 1949 年に噴火した時の昭和新山です。これが有
珠山の本体です。この山は 1909 年にも噴火して
いますし、1949 年、1977 年、2000 年というこ
とで、30～50 年周期に噴火をしている火山です。
2000 年の噴火ですが、ここの右手の方から噴火
して、泥流が流れ下ったということで、この辺
り一帯が被害を受けたということです。ここに
ちょっと見えますが、砂防のえん堤を土石流や
泥流を止める為のえん堤を設置しています。そ
れから、こういう泥流を流れ下す水路も設置し
ています。これが先程のえん堤の一つを拡大し
たもので
す。ここ
は、先程
言いまし
たように、
30 ～ 50
年で噴火をしますので、この辺りの施設は 2000
年の時に
はこの辺りにありまして、被害を受けたもので
すが、この一帯を火山と火山防災の学習ゾーン
ということで、地元の町の方で整備をされてい
ます。このスペースとこのスペースにつきまし
ては、防災の為の防災用地、あるいは干渉の地
帯ということで、居住地にはしない、建物は建
てないということで、土地の規制をしています。
次は三宅島ですが、三宅島も 2000 年に噴火して
います。ここに大きな噴火口があったのですが、
それが陥没するような形で大噴火が起こったわ
けです。全島避難しまして、この 2 月から住民
が 4 年半ぶりに帰島されています。この周辺一
帯に火山灰が降り積もり、火山ガスがずっと出
ていますので、樹木が枯れ、土石流や泥流が発
生しやすくなっているということで、その対策
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の為の砂防のえん堤を作っています。2 つほど紹介しますが、こういったものを作って
います。今のところ、現在で 40 箇所に砂防えん堤が設置されています。これは全て火
山灰が降り積もった、あるいは火山ガスで、山や木がなくなってしまっていますので、
雨によって土石流や泥流が非常に発生しやすいという条件があるということで、こうい
った施設で下流への流下防止を図っているところです。

桜島は 1965 年に噴火した後、土石流が頻発しま
して、下流へ被害を及ぼしています。毎年噴火
していまして、火山灰を山の方に降らしている
ということで、火口から半径 2km は立ち入り禁
止区域になっています。これは一番土石流が頻
発する野
尻川とい
う川です
が、この辺りを中心に砂防えん堤を作りまして、
あとは水路で流してしまうという対策をしてお
ります。これは上流の方の砂防えん堤です。こ
れは下流の水路と。これは鹿児島桜島とまた別
の所ですが、こういうふうに山襞が非常に侵食
を受けていまして、雨の度に、土石流が流れ下
っているということです。
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富士山ですが、富士山の南西斜面に大沢崩れと
いう大きな崩れがあります。幅が 300m、深さ
が一番深いところで 150m くらいありますが、
ここから毎年のように土石流が、時に冬場、11
月頃から 3 月にかけて土石流が発生をしていま
して、この下流に大きなサンドポケットを設置
していま
す 。 150
万 m3 の土石流を溜め込める対策を今やっている
ところです。ここは雨、あるいは雪が解けた時
に、その水が谷を浸食して、崩れを侵食して、
土石流を発生させるということで、その土石流
を下流で止める為の対策であります。以上がハ
ードな対策をご紹介しました。

あとハザードマップということで、場所がどこ
かということをそれぞれの火山で整備をしてい
ます。30 の火山で公表しています。これは岩手
山という岩手県にある火山です。同様ですので、
先へ進み
ます。こ
れは浅間
山です。
それから、先程紹介ありましたが、これは富士
山のハザ
ードマッ
プです。
これが三宅島です。三宅島についてちょっと触
れますと、
ここにオ
レンジと
黄色で塗
ってありますが、それぞれ土石流の氾濫する範
囲を示しております。この 4 月から住民の皆さ
んが帰島されていますが、住民の皆さんに村の
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方から配りまして、避難地を全部入れまして、危険なところ、それから避難路を入れて、
それから注意事項もここに色々書いてありますが、書き込んで、住民に配布していると
いうことで、泥流に対して万全の対策を図っているということです。
それから、これは先程ソフト対策ということで
お話しましたが、監視用のテレビモニターをつ
けたり、あまりやっていませんが、GPS で火山
の山態の
動きを監
視したり、
あるいは
雨で土石
流が出ますので、雨量計を設置しているという
ようなことをやっています。それは当然、気象
庁とか国土地理院と連携をとりながら進めてい
ます。その結果につきましては、地方公共団体、都道府県、市町村、それから防災の担
当機関、消防庁等とも連携を図りながら、地元に情報を下ろしていくというようなこと
をやっています。
それから、これはまだこれからの課題というこ
とですが、どこで山のどの部分で噴火するか予
知というのは難しいと思いますが、いざ噴火し
て、また噴火の場所が転々と変わる場合もあり
ますので、リアルタイムのハザードマップとい
うことで、すぐに状況を把握して、危険なとこ
ろを示して住民の安全を図るということを今後
考えていきたいと思っています。
最後ですが、今だいたいお話しましたことは、
活火山で山が噴火した後、非常に火山灰や火砕
流で堆積した土砂が雨によって泥流や土石流を
発生して、災害が発生するということの対応を
主になっていますが、火砕流とか溶岩流につい
ては、なかなかどこでそういう現象が発生する
か難しいところがありますので、予防的な対応
よりも、いざ発生しようということが予測され
た時に、緊急的にハードソフトで対応しようという構想を今持っていまして、緊急の防
災の減災計画というのを立てようとしています。火山の周辺の土地に人が住んでいる所
の山の上の方に緩衝用の用地を確保しようということ。ここでもし溶岩流や火砕流が発
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生しそうだという時には、あらかじめ資機材、コンクリートブロックなどを用意してお
き、すぐに運んで対策を講ずるということができないかということで計画作りを進めて
います。合わせて、その時にすぐ火山の監視もしなければいけないということで、ハー
ドとソフトを盛り込んだ火山の災害の減災計画というのを設定し、それを実施に移す方
向で進んでいます。荒牧先生にはハザードマップ等で色々ご指導を仰いで全国的にやっ
ていますが、火山学の方では、火山が発生するまでが非常に興味深いというふうに聞い
たことがありますが、砂防の分野では噴火した後、出てくる溶岩流や火砕流、あるいは
その後の雨によって発生する土石流から地域の安全を確保することが我々の仕事でし
て、先程のようなハードやソフトの対策を進めているというのが、私たちの仕事です。
以上で紹介を終わらせて頂きます。

石峯：ありがとうございました。只今のご講演に関して質問、コメント等ございます方、
挙手をお願いします。
谷口(東北大学)：後の方で言われましたリアルタイムハザードマップに非常に興味があ
るのですが、具体的に言うと、ハザードの種類というのは一体どういったものについて
考えてらっしゃるのか。それから、そういうものの開発の現状についてお知らせ願えれ
ば幸いです。
西本：現象は溶岩流とか火砕流です。あと火山泥流というのを今は紹介しなかったので
すが、火山の噴火現象が活発な時に発生している現象です。
谷口：基本的には火山に関連した流れ現象ですね。
西本：そうですね。現状はまだ思考的に色々やっているということで、地形的な情報を
持っておかなければいけないものですから、どういう形でやればいいかを検討している
段階です。まだ実施は、どこかで発生すれば、そこで色々な条件が揃っていればやると
いう…。
谷口：先程上げられた溶岩流や火砕流やラハールについての基本的な計算コードという
のはもうすでにできているのですか。
西本：大まかにできています。
石峯：他に何かございますでしょうか。
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アスピノール(モンセラー観測所)：興味深い発表をありがとうございました。経済的に
見たコスト対効果の分析はこういったインフラ管理についてなさったのでしょうか。そ
れからまた資金源ですが、国の方からの予算ですか？それとも自治体の方からの予算で
こうしたソフトハード対策をやっておられるのでしょうか。
西本：コストとベネフィットの関係は検討しています。それで、コストのベネフィット
の大小だけではなくて、緊急度というのか、危険性のポテンシャルが高いか低いかとい
うことも含めて総合的に見て、プライオリティをどうするかというのを総合的に研究し
ています。財源ですが、砂防事業をやっている事業者というのは、大きく言って 2 つあ
ります。国と都道府県がやる場合があります。国がやる場合は、災害が発生した場合に、
被害の規模が大きいとか、また技術的に難しい。例えば、桜島の例をお見せしましたが、
非常に危険性を伴うとか、技術的に土石流を止めるのが非常に高度な技術が必要という
ところは国がやっています。それ以外のところは県がやる。県がやる場合についても国
が補助をしています。約 2 分の 1 の補助をしています。
石峯：他に何かございますでしょうか。
鵜川(防災科学技術研究所)：最後のスライドに、情報機器整備ということが書いてあり
ますが、この情報というのは地元に出す情報というものが含まれているのでしょうか。
もしそうだとすると、土石流等の情報の出し方と、さらに踏み込まれた溶岩流や火砕流
というようなこともお話になったのですが、そういう情報をどういうふうに地元に出す
かということも、現在検討されておりますでしょうか。もしそうであれば、どういう方
向をお考えになっているかということをご紹介頂ければと思います。
西本：噴火が発生しますと、色々な機関、例えば気象庁や大学、消防庁関係も色々情報
収集されると思いますので、先程こういうことを考えていると言いましたが、それは砂
防の方で、できるだけ情報の収集はしますが、色んな機関と連携をとって、場合によっ
ては有珠山のような例はあとで午後あるようですが、内閣府さんが現地でコーディネー
トしながらということもあると思います。いずれにしても、縦割りでやるのではなくて、
色々な所が共同歩調を取りながら、情報を共有して、それを地元の市町村なりに提供し、
住民の安全確保を図るという方向になると思います。そういう方向で、さっきの火山災
害減災計画というのを作成していくと、計画作り自体についてもそういった関係機関と
一緒にやっていくという考えを持っています。
石峯：他にございませんでしょうか。
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バーベリ(イギリス)：ご発表を大変興味深く伺いました。土木工事というハードという
意味でも大変興味深かったと思います。私の質問ですが、確かにご発表の通り、このよ
うな砂防ダム、導流提などが非常に効果があるであろうということは分かります。こう
いった施設で土石流を抑えることは恐らくできるだろうということは分かりました。そ
れからさらに、火砕流を抑えるのにも役に立つというのも分かりました。実際にこうし
た砂防ダムを作ったことによって火砕流の氾濫を抑えることができたという成功例の
実例はありますか？
西本：実例があるかということですが、日本では火砕流が雲仙普賢岳で 1991 年に発生
したんですが、その時は防げなかったわけですが、火砕流自体を、今この世に生きてい
る日本人で見た人はほとんどいないわけです。要は、火砕流を見て火砕流がどういうも
のかと分かったというのがほとんどで、火山の一部の研究者を除いてはそういう実態で
す。ということで、結論から言いますと、火砕流をハードな構造物で防いだという例は
ありません。今後、こういう減災計画というのを立てて、緊急資材を用意しておいて、
火砕流の発生の危険があるという場合には、災害を防止するということに向けてがんば
っていきたいと思っています。
石峯：他によろしいでしょうか。ここで一括討論という形で時間をとってやっておりま
すので、午前中のセッションで他の方への質問も受けたいと思います。午前中の 4 者の
方について、何か聞き逃したこと、もしくはもう少し詳しく聞きたいというのがござい
ましたら、どなたでも構いませんので質問頂ければと思います。何かございませんでし
ょうか。
中川(時事通信)：地震学会の副行事委員会の委員長もしています。冒頭は富士山のお話
でちょっと時間がなかったので、質問をし損なったのですが、他の方にも多少は関係す
ると思うのですが、大学の火山研究者が大変な状況に置かれているということについて
は、状況はある意味では分かるのですが、一方で今、地域貢献が求められているという
ことが大学のプログラムの中に位置づけられていると思いますが、そういうことに関連
して新しい役回りを果たすことができないのか。もちろん研究者が新しい仕事が増える
という可能性もあるわけですが、一方で、40 人学級以外の人たちのコラボレーション
とか、行政とのコラボレーションとか、色々な役割を果たせたりする。もしくは外野の
方からやっぱり予算が必要ではないかと言ってもらえるような機会をより得られるの
ではないかと、私は実はそちらの方に期待をしているのですが、それについて展望とか、
実はちょっとお考えがあるのではないかと思うんですが、あえてあの場では、厳しいこ
とだけおっしゃったんじゃないかと思うのですが、その点についてお考えがありました
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ら、お聞かせ願いたいと思います。
藤井：ありがとうございます。今、おっしゃる通りで、大学の中期計画の中には地域貢
献ということが書かれている大学はかなりございます。文部省、文科省の指導の中にも
そういうものがございます。ですが、現実的な問題からしますと、例えば研究者を評価
するのはどこなのかという問題があるのです。地域貢献をしたからプロモーションでき
るかというと、現実にはそれはほとんど不可能なのです。その例はすでにアメリカにあ
る。アメリカの大学で、評価するのにはどうするかというと、論文幾つ書いたかで、論
文書けなかったら職を失うわけです。日本の大学はその任期制を導入するところまで来
ていますので、地域貢献は謳っていても、なかなか実現するのは難しい。それを実現す
る為には、文科省だけの問題ではなくて、今おっしゃったように、地域の方が声を上げ
て頂くこと。自分たちの生活を守る為に大学の研究者が必要なのだと言って頂くことが
重要じゃないかと思います。大学の研究者だけではなく、他の機関も含めて。そういう
世論がないと、とても無理なのです。ホームドクターは欲しいとだけおっしゃっても、
それをどう実現するかというと、そこまで踏み込む必要があるというふうに私は思いま
す。もちろん、そういう方向に進むべきだと思いますが、今の日本の世論のケースでは
そうはなっていないというふうに考えています。よろしいでしょうか。
ニューホール(アメリカ)：今のお話に関連して、解決策の一つとして、上級大学教授で
すとか、火山学者にかかっているのではないかと思います。成功したホームドクターの
方々、地元の行政と話ができた人たちは、上級レベルの研究者や教授だったという話だ
ったと思います。場合によっては、もう退職した教授だったということではなかったで
しょうか。私個人のことも含めて言うのですが、すでに退職した教授である利点はもう
昇進は関係ないのです。でも、まだ大学とのコネクションはしっかり保っている。定期
的に若手の研究者とも話をしています。ですから、一つの方法として考えられるのは、
大学の教授の方々にも協力して頂く。場合によっては、国や都道府県にも協力してもら
う為には、退職した教授の方々と契約を結ぶ。その地域出身の方々と契約を結ぶ。その
方々にホームドクターになってもらうという方法はないでしょうか。
藤井：今のニューホールさんの提案はなかなか魅力的ではあるのですが、一つだけ日本
には特殊な事情があります。大学の名誉教授は、現役の教員との間のコンタクトが非常
に薄いのです。名誉教授になった途端に、研究室を全部失ってしまいます。ですから、
新しい情報に触れる機会がほとんどなくなってしまうというのが現状です。これは必ず
しも良いことではないので、色々なところで努力をしているのですが、現状はそんなと
ころです。ですから、手放しでニューホールさんの提案を受け入れるわけにはいかない。
だけど、その方向を狙うべきだと思います。ですから、地域の方で大学を辞められた方
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をそういうコンサルタントの方として招聘するということはあってもいいし、場合によ
っては国の機関がそういうものをやることも必要でしょう。ですから厳密には、別の形
でも今進行しつつあります。リタイアされた名誉教授の方が NPO(ノン・プロフィッ
ト・オーガナゼーション)を構成されて、地域の教育の為に、防災教育をやっているよ
うな方がいらっしゃる。例えば、宇井先生です。宇井先生は北大を退官された後に、そ
ういう防災機構の理事として働いている。そういう方を地域では活用されるというのは
一つの方法だと思いますが、大学の現役の方も名誉教授との関係をもう一度考える必要
があるのではないかと思います。
石峯：ありがとうございます。今のお話について、関連した質問があればお受けしたい
と思います。ありませんでしょうか。それでは、これで午前中のセッションを終了させ
て頂きたいと思います。皆様、ご協力ありがとうございました。
午後は 1 時からの再開となりますが、お昼はこちらの会場を出まして、左手にカフェテ
リアがございますので、そちらで召し上がってください。どうぞ宜しくお願い致します。
（昼食）
石峯：それでは午後のセッションを始めます。午後のセッション、最初のご講演は「2000
年有珠山噴火の教訓」ということで、国土交通省河川局の関克己治水課長にお願いしま
す。どうぞ宜しくお願い致します。
関：ご紹介頂きました国土交通省河川局治水課長の関でございます。まず、大勢の方が
諸外国も含めてお集まりの場で、発表する機会
を与えて頂きました荒牧先生にまず御礼を申し
上げたいと思います。それから、私の現在の仕
事は河川、水に関わる仕事をしておりまして、
何で水に関わる仕事をしている人間が火山の場
に出てきたのかということを、まずご説明をさ
せて頂きます。
私、当時 2000 年には、日本で北海道にあります
有珠山の火山が噴火しました。今日は有珠山噴
火への取り組み、避難やその後の被害の軽減で
あるとか、取り組みをしたわけですが、その時
のお話をさせて頂こうと。当時私は、政府の内
閣官房の安全保障危機管理室というところにお
りまして、事件、事故、災害、あらゆるジャン
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ルの事態に対して対応しなければいけないとい
う立場におりました。それは、まず今日ご説明
しようと思っている 3 つ。一つは、日本の今日
ある防災対策。これは火山も地震も水害もそう
ですが、阪神淡路大震災の大きな反省により、
その反省の元に組み立てられた流れの中で成り
立っているというのが一点。それからもう一点
は、有珠山の噴火対応というのは、非常に上手
くいったと評価されている部分がありますが、
もう少しよく分析してみなければならない。そ
ういう中で最も背景として上手くいったと言わ
れるのは、有珠山の地域において、研究者の方
と地域とが一体となった事前の火山に関わる災
害、あるいは防災という教育、あるいは信頼関
係があったということです。それから 3 つ目は、
有珠山噴火の前に、JCO、原子力に関わる事故がありまして、何人か亡くなりました。
この現地本部も私が対応させて頂いたわけですが、そういった直近の事故、あるいは雲
仙普賢岳における災害での反省、対応、課題というものをどう次に生かすかということ
が議論されていまして、それがここで生かされたという、この 3 つをご紹介したいと思
います。先程申し上げましたように、当時、私平成 10 年にこの内閣官房安全保障危機
管理室というものができ、10 年から 13 年まで行っておりまして、各省庁から出向きま
して、そこで仕事をするという仕組みになっております。その時の話ということで聞い
て頂ければと思います。
ではまず、先程申しました 1 点目の阪神淡路大
震災の反省ということです。日本でも直近では、
この阪神淡路大震災が何と言っても一番大きな、
犠牲者も多く、また経済的にも社会的にも大き
なダメージ、インパクトを与えたものです。決
して、阪神淡路大震災の対応がスマートに、あ
るいは上手くいったということではなく、政府
あるいは色々な団体、あるいは地方自治体、ほ
とんどのものがある意味で批判にさらされた。
あるいは自ら反省をし、次にどう組み立ててい
くかという原点であったと言えます。ここに幾
つか書いていますが、この中で、一番上で情報
収集、あるいは伝達システムというものがほと
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んど機能しなかったということ。あるいは多くの
機関が連携をし、対応をしていかなければなりま
せんが、連携する仕組み、あるいは事前の準備が
欠けていた。あるいは広域的に、災害が起きます
と、甚大な災害ほど、その中心、コアの部分にお
いては、ありとあらゆるものが機能しなくなりま
す。これは公的な組織もそうですし、民間の組織
もそうです。組織的な対応というものが、機能し
なくなりますので、外側から、あるいはもっとず
っと遠くから広範な支援体制というものが必要に
なるわけですが、そういったものが不十分という
か、ほとんど機能していなかったということがあ
ります。あるいは、ボランティアとの関係や国際
的な技術支援をどう受け入れていくか、ありとあ
らゆる課題が噴出したと言ってもいいと思います。
こういった反省を受けて、それぞれの分野、あるいは国全体として相当の検討がなされ、
幾つも法律を変えたり、あるいは政府の機関の組織、あるいは体制も新たに作ったり変
えたりという流れが進みました。そういう中で、政府全体として考えられるのは、色ん
な機関がまたがりますので、ここにありますような各省庁を一体的に取りまとめる機関
が必要であるということ。ということで、私がいた安全保障危機管理室というものがで
きたということです。それからもう一つは、災害や事故の種類によってどこが担当する
かというようなことを言っている暇はありません。人が倒れていて、これは何で倒れて
いるのだろうと、その原因によって、担当部署
が変わるという、そんなばかな話はありません
ので、ありとあらゆるものを受け止めるという
組織が必要だということで、危機の範囲を初期
は幅広に捉え、全てを受け持つという意味でも
設置されたものです。警察、消防、海上保安庁、
あるいは私のいる国土交通省、ありとあらゆる
色んなものの情報の収集体制、あるいは連携し
て現地で対応する仕組み、あるいは有珠山で初
めて政府の現地対策本部というのが設けられま
した。こういった体制も新たな法制の改正によ
って成し遂げられたというものです。
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有珠山については、大きく 3 つの段階がありま
す。これはまた後ほど戻りますが、有珠山噴火
対処の、噴火により極めて大きな危険が生じた
時の、とにかく逃げる、避難をするという態勢。
それから第 2 期の命と生活のバランスをどう図
るか。実はここが非常に難しい問題です。この 2
期。そして、ある程度、静穏期になりまして、
本格的な復旧、復興へという第 3 期になります。
よく有珠山は噴火の予知がなされて、非常にス
ムーズに
全ての初
動体制が
なされた
というふ
うに言わ
れていますが、これはある意味ではあたってい
ますが、ある意味で間違いです。3 月の 27 日、
当該の年の火山性の地震が始まり、気象庁が緊
急火山情報を出し、最終的に 31 日の 13 時 10 分
に噴火をするわけですが、この噴火した直後、
何が起きたかと言いますと、極めて大きな混乱
が生じました。これは噴火した直後の写真です。
結果とし
て、何が
起きたかと申しますと、約 1 万人の方がどこに
避難をするか。どういう方法で避難をするか。
そしてしばらくどういうふうにして衣食住をま
かなうのか。そういうことも全く決まらないま
ま、1 万人の人が避難をしたわけです。
ただ言えますのは、噴火が一定の予知をされた
ということで、多くの政府の機関が、あるいは
部隊が現地に集まっていて、色んなことを事前
に連携して対応できたということです。これは
当日、13 時 10 分噴火した直後に、現地におり
ました有珠山の地域では、火山に関する防災の
学習、あるいは地域の指導者、市町村長さんと
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の連携ができていました。そういったコアにな
っておられる先生方が、どの範囲を避難させた
らいいのかということをわずか、私の記憶では 5
分とか 10 分だったと思います。この範囲をひき
ました。実は元々有珠山の山頂はこの辺りです。
そして、今回 2000 年噴火では、どうも西側の方
が地盤の隆起であるとか変動、亀裂が生じてい
るということから、西側の方に避難区域を順次
拡大をし
ていまし
た。しか
し、ちょ
うどこの
ラインが
噴火直前
までの避難範囲でした。しかし、多くの人がこ
ちら側に避難していましたが、その避難してい
る人も含めて 1 万人の人が避難をしたというこ
とです。避難範囲を決めたまでは良かったので
すが、どうやって避難をするかというのが大変
な課題でして、マスコミも駆けつけていました。
色んなテレビカメラ、あるいは色んな方法を使
って避難
をしたわけですが、この避難範囲を種別にあた
り、避難が 13 時 10 分でした。最終的に言葉と
して確定したのが、このペーパーであります。3
月 31 日 14 時 36 分、これは途中で避難範囲を
表現する言葉が二転三転をして、マスコミの皆
様からどっちが本当なのかというような批判を
随分受けましたが、最終的にこれで確認をした
ものです。そういう中で、約 1 万人の人が陸上
自衛隊、警察、消防、海上保安庁、ありとあら
ゆる手段を使って、さらには JR、日本の鉄道で
すが、鉄道が全く他に向かっていた車両を止め
て、乗っていた乗客を降ろして、現地に向けて
いまして、これで大量の人を運ぶということも
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可能となり、全員が夕方までには避難が可能になったということです。これが先程申し
ました第 1 期です。ありとあらゆる物を決め、そして専門家の判断に基づき、意思決定
を明確にし、あらゆる組織がとにかく 1 万人を安全な場所に避難させるということが可
能になりました。
次に第 2 期ですが、当時私ども安全保障危機管理室で、雲仙の火山の反省も勉強してお
り、実は災害対策基本法による警戒区域を設定してしまうと、避難した場合になかなか
戻れない、戻りにくい。弾力的に避難というものが行えないということをどう対応しよ
うかと悩んでいました。実は、これは先程の有珠山の噴火から約 1 週間から 10 日です
が、やはり 1 日 2 日で戻れると思っていた方々が 1 週間 10 日となりますと、ペットは
どうしよう。位牌は持ってきていない。動物は、
あるいは家で飼っている家畜はどうするのか。
様々な問題が出てきまして、一番大きかったのが、
帆立貝の稚貝です。ここが有珠山の噴火した中心
ですが、ここは帆立貝の稚貝の養殖の場所でして、
これは帆立貝がどんどん成長すると、沈んでいき
ます。いかだで育てているので。沈んでしまいま
すと、鬼ヒトデに食べられてしまう。多くの漁民
の方が路頭に迷うということになります。よって、
先程の全ての箇所から一切の避難、立ち入りを禁
止していたものを解除すべきだと強い意見が出て
きました。生活をとるのか、避難をして安全をと
るのかということです。そこで、ここに書いてあ
る安全運転と乱暴運転。表現は多少乱暴でありま
すが、安全運転と乱暴運転という概念を持ち込ん
だわけです。そこに火山の専門家、行政、警察、消防、自衛隊、ここの連携によってこ
れが成し遂げられたということです。これは何かと申しますと、一番初めの概念です。
最も危険な範囲、赤で書いてありますが、ここは誰も立ち入れない。専門家であろうと
立ち入れない。それから、1 時間と書いてある薄いところがあります。これは組織され
た人、つまり専門家やよく分かった人は 1 時間に限って立ち入りができる。それからそ
の外側は日中です。これは一般の人が、警察、あるいは自衛隊、消防と一緒になって団
体行動を取るのであれば、日中の 2 時間とか 3 時間に限り戻ることができる。一時帰宅
と呼んでいます。ここで始まったものが、順次、これはカテゴリーと当時呼ぶようにな
りましたが、その時の火山の状況により、柔軟に線を変えることによって、何年もある
いは何ヶ月も避難しっぱなしということではなく、避難の体制をとることができた。当
時色んな議論がありましたが、これはある意味で失礼を省みず言えば、「危ない危ない
だけであれば私でも言える」と。つまり単に危ない危ないだけを言っているのであれば、
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長期間避難した方の生活が、全く成り立たなくなる。あるいは長期の避難から戻った時、
改めて生活の再建というのが非常に難しくなるということも一法です。
しかし、本当の乱暴運転だけであれば、人の命にも関わりますし、極めて危なくなる。
ここを今回有珠山においては極めて柔軟かつ弾力的に対応できたというのがもう一つ
の特徴ではないかというふうに思っています。
そんなことを考えておきますと、なぜ有珠山で
そういうことができたのかということ。それか
ら今後どんな課題が残っているのかということ
があります。冒頭でも申し上げましたが、一番
大きかったのは、火山の研究者による日常的な
地域での啓蒙、あるいは一緒に取り組むという
体制があり、信頼感があった。
「あの人が言うの
だから避難しよう」と、やはりしたくない。あ
るいは市町村長さんたちもそこまで避難する必
要はないのではないかということが現実にあり
ました。しかし、そういったものが避難につな
がったということがあります。それから政府あ
るいは地方自治体としては、阪神淡路の直後の
「今度失敗はできない」という思いがあったと
いう大きなマイナスを背負って出発しましたので、そういう意味での極めて色んな機関
がマイナスを踏まえて、徹底的にプラス方向で機能したということがあります。そうい
う中で、もう一つご説明しておきます。そこでは触れませんでしたが、もう一つは IT
防災元年という性格もあったというふうに思っ
ています。これは色んな機関が、あるいは東京、
霞ヶ関、札幌、色んな所とテレビ会議というも
のを防災の意思決定にあたって徹底的に使いま
した。それから赤外線カメラや通常のカメラ、
あるいは色んな計測機器というものを全部オン
ライン等で結んで、情報を徹底的に共有化した
ということもあったと思います。そういう情報
を徹底的に使いこなすスタートになったという
ことも、もう一つの特徴だったのではないかと
思っています。この下に、有珠山以外に鳥取西
部、あるいは東海水害というような形で、有珠
山と前後して、日本で地震あるいは昨年の中越
新潟での地震がありますが、中越の地震は私な
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りにまだ整理をしていませんので、少し古いのですが、鳥取西部、東海といったものを
上げていますが、やはり情報の収集というものが、事が起きた時には難しい。やはり情
報が入ることを前提として色んな体制が組み立てられていること自身が問題である。情
報が入らなくてもいいと申し上げているわけではありませんが、入ることを前提として
組み立てている防災体制というものの脆弱さというものを感じます。そういう意味では
入らなくても成り立つ。そういった体制を考えていくというのが一つのポイントではな
いかというふうに思います。やはり専門家や地域の住民の方、行政、それからいざとい
う時の色んな情報、あるいは日常からの情報を伝える役割を担う。マスコミ、情報機関
といったところの普段からの連携というものが大事なのではないかと思います。有珠山
の取り組みを踏まえて、今たまたま有珠山の近くにあります樽前山。私は火山の専門家
ではありませんが、次に噴火するのは樽前ではないかという話もあるようですが、素人
ですから気楽に申し上げますが、樽前山では有珠山のいい所をもう一回勉強しようと、
地域での市民も一緒になった勉強会等が始まっていまして、私も微力ながら加えさせて
頂いております。2000 年の有珠山噴火に関わったという立場から課題なり特徴という
ものをご紹介させて頂きました。どうもご清聴ありがとうございました。

石峯：ありがとうございました。只今のご講演に関しまして、ご質問、コメント等ござ
いましたら、挙手をお願い致します。谷口先生、お願いします。
谷口(東北大)：東北大の谷口です。こういう行政関係の役割分担が分からないので、も
しかしたらちょっと頓珍漢な質問かもしれませんが、お聞きしたいのは、先程の有珠山
の時に、立ち入り規制の話がありましたね。その中で、一番噴火口に近いところでは、
専門家、火山研究者と誰も立ち入れないだとか、あるいはその外枠ではこうだとかいう
お話があったのですが、実は私も有珠山の時に現地に行ったりしているのですが、率直
に言いますと、やはり専門家というのは、どうしても必要なデータがある場合、自己責
任でもって入るというのは、僕は仕方がないと思うんです。仮に、今おっしゃったよう
なことを仮に守っていた場合に、火口の近傍に行って、ある種の観測をすれば、それは
次の災害の予測に、例えば分布だとか災害の強度というのが分かるという。私はそう思
っているのです。例えば、観測をする為には遠方ではどうしてもダメで、従って近づい
て観測をする必要がある。そういうような事態があったのですが、その時色々困った自
体があったわけです。そういった問題もありますし、あるいは雲仙普賢岳の時にもちょ
っと参加させて頂いたのですが、火砕流があって、例えばその火砕流の内部構造や温度、
圧力がどうなっているのかということに非常に興味を持ったのですが、それを色々な大
学の方が非常に苦労してやって頂いたわけなのですが、何らリスクなくして、正直言い
ますと、災害の予防予測はできないと私自身は思っているのです。そういう面で見た時
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に、そこら辺の地域の設定にもう少し配慮したような考え方というのは出せないのかど
うか。
関：ちょっと時間が少なかったので、あまり丁寧に説明しなかったのですが、最終的に
カテゴリーと呼んだものは、基本的には災害危険区域の設定もしておりません。ある意
味で任意。そういう意味では、私自身は理解しています。もちろん、避難指示、避難勧
告というものは、一般の方々に向けて出されていますし、警察や消防の方が立ち入りで
きないように要所要所にはおられました。しかし現実には、研究者のかた以前に、一般
の市民の方が入ってしまうという。現実に相当の方が入られていたというのも事実であ
ります。そこをどこまで止めるかというのを、当時相当議論しまして、もっと自己責任
という形で、研究者の方は分かっておりますが、市民の方ももっと自己責任で入れてい
いのではないかという議論がありました。ただ、当時それをし出すと、やはり混乱に混
乱、皆さん帰りたいわけですから。ということで、行政の方から自己責任と言うのは止
めようというふうにいたしました。研究者の方については、あまりそこは私は関わった
場面にいなかったものですから、有珠山に関して、あまり申し上げるのはどうかと。結
構その後色々状態が変わって、結構入られたのではないかというふうに思うのですが、
あまり記憶がはっきりしません。ただ、おっしゃるように、最後に、例えば一般の方も
まだ火砕流の危険性が全くなくなったわけではないけれども、最後に本来の立ち入り禁
止区域に入る準備をし、実際に入りました。それは保冷車のようなもの。いざとなった
ら、保冷車の中に入れば、一定の時間は大丈夫だろうと。トータルとしての安全度が下
がっていたという認識がベースにあっての話ですが。そういった形で、オペレーション
の強弱を変えていきましたので、直後は幾ら専門家の皆さんでも、噴火後の近くには行
かれなかったと思うのですが、その後ということになれば、そこは物の考え方として、
正義としてが当然あって、私はいいんではないかと思うんです。繰り返しになりますが、
強制的に、法的な効力や権力や規制でもってということではなかったと記憶しています。
十分な答えになりませんで、申し訳ありません。
石峯：他に何かございませんでしょうか。尾川さん。
鵜川：普段聞けない面白い話しをどうもありがとうございます。有珠の時、安全運転と
乱暴運転を切り替えながら行われたと。その時に専門家のアドバイスというのがその切
り替えの役目を果たしたという感じでお話を伺いました。私たち研究者は行政の方の立
場から見て、研究者のアドバイスは分かりやすいものか、ご印象はどんな感じだったか
をこの場で伺いたいのですが。
関：非常に難しい質問を頂いたので、どう答えたらいいのか。ある意味で、専門家の皆
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さんの、判断とは言いすぎですが。その前に JCO の時の話をさせて頂きます。JCO は
中性子、ある種の臨海事故が町の真ん中で発生しました。そして東海村というところで
ほとんどの人が避難した。避難したまではいいのですが、避難解除と、半減期で中性子
はどんどん減っていきますから、放っておけば下がって帰れるわけですが、早く帰りた
い。どうするかと、実際、臨海を止めるのに入った方はその会社の社員の方です。それ
から、半減期で安全になるまで待たずに、早く止める為に、臨界事故があった建物を土
嚢で囲んだのは、原子力に関わる会社の方の社員。電力会社の方が中心です。何が言い
たかったかと言いますと、当時、その後原子力学会の会長をされた方と一緒に取り組ん
でいたわけですが、危険度に応じて怖がらないとダメなのだと。安全度に応じて安心し
なきゃダメなのだと。それをどう考えていくかが基本である。そんなお話を頂いて、そ
れが一つ頭にある。その上で申し上げますと、その上で、実行できる人がいないとなら
ない。有珠の場合は、分かるところと分からないところがあるというふうに言って頂い
た。ここまでは大丈夫。絶対安全だと言えないよ。この辺は危ない。ここは分からない。
要するにグレーゾーンがある。それを踏まえて、警察、消防、海保、自衛隊の方々が、
例えば 30 分で避難しないと危ないよと言うと、30 分でできる体制が取れるかどうかと、
オペレーションする皆さんが考えるわけです。自分たちの命にも関わりますから。そう
すると、装備や体制、その組み合わせでもって進めていく。もう一回言いますと、分か
るところ、分からないところ、グレーゾーンという感じで、キャッチボールができたと
いうふうに思っています。ですから、分からないとかグレーゾーンがることによって、
逆に我々行政側がそこをどう対応していけばいいのか。次の自然現象において、急に変
わることもありうるわけです。その時変えればいいと、おっしゃって頂きましたので、
少なくとも今日はとか、今日の午前中は、とかある意味柔軟なやり取りだったので、そ
う難しく、「間違っていたじゃないか」とか「おかしいじゃないか」というやり取りは
なく進んでいったと記憶しています。
石峯：ありがとうございました。では次に進みたいと思います。また、質問される方は、
一度お名前と所属を言って、発表の際に説明された方でありましても、テープに録音し
て、それを報告書にまとめる関係で、どなたの発言かをはっきりさせたいということが
ありますので、改めて発表の前にお伝えして頂きたいと思います。宜しくお願いします。
それでは次に進みます。次は、
「我が国火山防災へ向けた取り組み～火山監視と評価～」
ということで、気象庁地震火山部火山課の山里平火山対策官、宜しくお願い致します。
山里：気象庁火山課の山里と申します。私の方からは我が国の火山防災に向けた取り組
みの火山の監視と評価に関わる部分をお話したいと思います。一昨日、同じく気象庁火
山課の小泉補佐から気象庁の業務の概要的なお話は恐らくあったと思いますので、重な
る部分はなるべく省略して、なるべく具体的な事例、有珠山、三宅、浅間、他に関して
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各機関との連携、気象庁を基にして、連携
をどういうふうになされたかということ
を中心にお話をしたいと思います。気象庁
の火山観測のシステムについては恐らく
小泉補佐からお話があったと思いますが、
全国に４つの火山観測センターというも
のがあります。そこにリアルタイムでテレ
メーターされたデータが集中していて、異
常があった場合に火山情報を発表する。そ
して、リアルタイムのテレメーターデータ
だけでなくて、実際に起動観測班というの
があります。それが現地に定期的に出掛け
る。あるいは緊急に出掛けて行って観測を
強化する。観測的な調査を行うというシス
テムになっています。これは有珠山、三宅
島の噴火を経て、2002 年からこのシステ
ムをとっております。それ以前はいわゆる
気象庁測候所が主体となった観測をして
いたというわけですが、実際には有珠山の
例、あるいは雲仙の例等からテレメーター
して集中監視するという発想は前からあ
ったのですが、完全に組織的にそうなった
のは 2002 年からということになります。
火山情報については、小泉補佐がお話した
と思います。3 つの種類があるわけです。
上から緊急、臨時、火山観測情報というこ
とになります。そしてそれに加えて、これ
も小泉補佐からあったと思いますが、火山
活動度レベルという 0 から 5 までの数値化
した指標を火山活動度レベルと言ってい
ますが、一昨年 2003 年の 11 月から幾つか
の火山で始めておりまして、現在 12 の火
山でこのようなレベルを発表している。レ
ベルにつきましては、幾つか実技があった
と聞いておりますが、これについては後でお話したいと思います。
それから、これは午前中藤井先生がお話されていると思いますが、火山噴火予知連絡会
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という気象庁を事務局とする形でありま
す。これは噴火予知計画によって作られた
組織ですが、この火山噴火予知連絡会とい
う組織はいわゆる火山学のサロンみたい
な組織ではなくて、実際にここから出され
るメッセージというのが、まさに火山の防
災に直結するという意味合いがあります。
例えば、先程関さんがお話されました気象
庁から事前に緊急火山情報が有珠山の噴
火の 2 日前に発表された。この最初の緊急火山情報というのは、この火山噴火予知連絡
会の見解、評価結果として、気象庁が緊急火山情報というラベルをつけて発表したとい
うわけです。このような形で、予知連絡会というのはここでの決定が評価あるいは統一
見解というのは、気象庁が火山情報として、いわゆる国の機関として公式に発表すると
いう形をとるわけです。結局、ここでの見解というのは、そのまま火山防災の基礎にな
る。基礎的火山評価になるわけです。そして火山噴火予知連絡会には、このような幾つ
かの組織が入っております。研究者だけではなくて、午前中お話されたと思いますが、
内閣府さんや文部科学省さんといったところも委員として参加しているというのが特
徴です。気象庁がその事務局をやっている。ですから、色々な関係機関のデータを集め
て、それを情報共有して、そして各議員にデータを見せるという情報共有するような仕
事、あるいはこういう会議があればその会議の事務局をやるというわけです。
有珠山の噴火については先程関さんがお
話したようなことですので、重ならない部
分だけをお話したいと思います。時系列と
してはこういう形です。大体この有珠山は
27 日から地震が増えたと先程お話があっ
たと思いますが、これを最初に気づいたの
は気象庁の札幌管区気象台です。札幌管区
気象台がテレメーターしているデータを
見て、27 日の夕方くらいに、有珠山の地
震が多いという話が出たようです。どれくらい多いかというと、地震計で捉えられるご
く小さな地震が 10 個あるかないかくらいです。元々有珠山というのは最初の指定が低
い火山ですので、それくらい起きてもやはり異常だというふうに分かったのだろうと思
うのです。そうこうしている間に、どんどん増えましたので、この気象庁から、UVO
というのは北海道大学ですが、それからローカルガバメント、各自治体に情報が、つま
り公式上が出る前に、すでに伝えております。当然、UVO の岡田先生なんかは各自治
体と連絡を取り合うというような体制をとられております。そして実際の公式情報とし
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ての火山情報は翌日、火山観測情報としてまず出された。そして予知連の見解。そして
その 2 日後の 29 日になって、2 回目。数日以内に噴火の可能性ということで、アラー
トが出されたというわけです。これは気象庁的にはこれが公式になるわけですが、正式
には火山予知連絡会のコメントが発表された、つまりアラートが出たのが 11 時 10 分
くらいだったと思いますが、実はその時にはどういう動きがあったかというと、北海道
大学の岡田先生や宇井先生といった地元の火山学者の先生、先程から何度も話題になっ
ておりますが、その火山学者か実際の組長さん、市長の虻田、壮瞥や伊達といった市や
町長さんを前にして現在の状況はこうであると、
「早い話、逃げるべきだ」と。また「噴
火した場合にはこういう災害がなりうる」
といった解説をされたわけです。非常に切
迫感のある、こういった説明をしている間
にも下がボコボコ揺れていまして、私もそ
の場におりましたが、かなり切迫感のある
状況でありました。実際によってはコメン
トのない避難勧告をしている地域もあり
ましたが、これが大きなきっかけになって、
いわゆる気象庁の公式情報と火山学者の
直接的な説明が最終的に避難指示という方向に進むわけです。先程関さんがご説明あり
ました現地対策本部というものへの動きがこの緊急火山情報以降始まっています。色ん
な省庁がスタッフを派遣しています。関さんもこの時行かれて、私もこの日に行ってい
ますが。こういう形で現地へ派遣されて、噴火を迎えると。噴火は現地対策本部ができ
ております。この非常災害現地対策本部というのは、こういった人たちが入っておりま
す。基本的には国の省庁と合同会議というのもありまして、実際に自治体の現地対策本
部、あるいは対策本部も含めて、あるいはその他、指定公共機関とか、そういう言い方
をしますが、そういった公共機関が集まった形で、我々はこれをミニ霞ヶ関と言ってい
ましたが。霞ヶ関はほとんどの官庁がスタッフを派遣したというわけです。そして、こ
の現地対策本部と非常に上手く連携したのが火山噴火予知連絡会ということになりま
す。火山噴火予知連絡会は有珠山部会という部会を開催しまして、この中で様々なデー
タを当時は毎日データを持ち寄って検討をして、その後記者会見をする。この記者会見
は、記者さんへの説明だけではなく、こういった現地対策本部に対しての説明でもある
というわけです。先程、分かりやすかったか分かりにくかったかとのお話がありました
が、私はかなり分かりやすくお話をされているように見えましたが、それでも色々分か
らないことがあったりして、色々私の方に聞きに来て、私が答えたようなケースもあり
ますが。こういった直接的な説明、火山活動に対するアドバイスをする。一方で、現地
対策本部は何をしたかというと、観測に対するサポートをしています。先程谷口先生か
らかなりの規制の中での火山観測、これは我々もかなり悩んだところです。議論があっ
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たどころではないです。ほとんど喧嘩みたいなこともありました。そういう中で、この
観測は絶対に必要なのだということをこちらの方に説明をして、実働部隊と言っていま
すが、自衛隊とか海保さんとか実際の人たちを何とか説得して、危険地域に観測に入る
というようなことをやっている。気象庁はその中で、言わば板ばさみみたいなものです
が、よく言えば仲立ちをやっている。それをやっていたのです。確かに色々問題はあっ
たのは事実だと思います。先程ホタテオペレーションなんていう、私にとっては懐かし
いというか、悪夢のような言葉が出てきましたが、実際に噴火して 1 週間も経たないと
きに、もう一時帰宅というのが始まっておりました。こういったカテゴリーの考え方が
出たのは、実は最初の一時帰宅のすぐ後く
らいだったと思いますが、何らかの区分け
をした上で、それぞれのオペレーションを
やるという。そういった時に、どういった
連携のとり方をしたかというのを、ここに
一応示しております。オペレーションで住
民の方が一時帰宅に入るわけですが、その
時には火山活動の監視体制をとります。一
つは気象庁の札幌管区気象台が当時はま
だ火山監視情報センターというのはなかったのですが、この有珠山噴火をきっかけに急
遽、札幌管区気象台に北海道内の火山業務の経験者を集めまして、暫定的に監視するセ
ンターを作りました。そして色々なテレメーターしたデータ、これは北海道大学さんと
か北海道開発局とか関係機関のデータも含めてテレメーターして、集中監視するという
体制をとって、一方で、上空から自衛隊さんの協力で、自衛隊のヘリコプターの中に火
山学者が乗る。あるいは気象庁職員が乗る。あるいは後には北海道庁が雇ったコンサル
タント会社、といっても実際は火山学者ですが、が乗るといった体制で、上をヘリコプ
ターでぐるぐる回りながら、何か異常が起きないかということを監視し、テレメーター
データで地震とか微動とかに異常がないかを監視する体制をとって、それをデータがこ
のオペレーションルームという現地対策本部の一室に作られた別のスペースに色々な
データが集中して入ってくる。ここに集まっているのは、警察の方、自衛隊の方、それ
から北海道庁の方、実際の代表ということですが、それから気象庁の職員が集まって、
定期的に異常がないかを判断した上で、現地へ連絡をするという体制をとってきたわけ
です。かなり大層な体制であります。このような連携的に言うと、火山観測監視で言え
ば、気象庁が基本的に役割を果たしますが、実際には気象庁だけでやったわけではあり
ませんで、自衛隊さんや北海道さんが協力して作れたことからこそできたという形です。
三宅島に関しても少しお話したいと思いますが、三宅島に関しても実は最初に地震活動
が発生しているということを発見したのは気象庁でした。三宅島は玄武岩質の火山で、
地震が発生し始めてから噴火まで時間がほとんどないということが分かっておりまし
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たので、有珠山の場合は地震が発生し始め
てから 2 日くらいで緊急火山情報が出てい
ますが、三宅島の場合は地震が発生し始め
てから、1 時間で緊急火山情報を出してい
ます。1 時間を長いと思う人もいるらしい
のですが、そうではなくて、実際に地震が
バタバタ起こり始めるわけです。最初はほ
とんどあるかないか分からないというの
が段々増えてくるわけです。ですから、最
初の地震が始まってから 1 時間ですから、私はかなり早い方だと思いますが、それでも
現場にいた人に言わせると、
「早く出せ。早く出せ。」と実際はオペレーターにギャーギ
ャー言っていたそうですが、そういった緊急火山情報を出して、避難指示という形にい
って、初期の段階はそれなりに上手くいった。ところが、実際には山頂での噴火活動に
なって、この大規模な噴火や火山ガスの放出活動となるとは誰も予測できませんでした。
しかしそのような中でも、例えばこの時ですが、4 月になりまして、一旦避難指示が解
除になった後なのですが、7 月の 4 日になって山頂で地震になっているということを気
象庁が気づきました。翌日に火山情報を発表して、山頂付近に近づかないようにという
ことで、三宅島の鉢巻道路というのがあるんですが、そこに立ち入らないようにという
ことを三宅村に対して、サジェスションをしています。実際に小さい噴火があって、噴
火までは予測どおりだったんですが、ところが山頂の陥没、小カルデラの形成があって、
大きな噴火がボコボコ起きるようになって、最終的には全部になったわけです。この中
で、火山噴火予知連絡会というのはどういうふうにしていたかというと、アラートが出
てからその直後に急遽、気象庁に関係者の先生方に集まって頂いて、このデータをリア
ルタイムに見つつ、防災科学技術研究所さんから傾斜データがどんどんファックスで入
ってくる。あるいは国土地理院さんからは GPS のデータがどんどん入ってくる。そし
て地震のデータを気象庁の制御室でギャーギャーやりながらコメントを作っていたと
聞いております。聞いておりますと言うのは、私はこの日は有珠山の現地対策本部にお
りましたので、実はよく知らないのですが、後で聞きますと、かなり大変だったという
ことを聞いております。そういうようなコメントを立て続けに出し、あるいは 7 月から
8 月にかけては有史以来のカルデラ形成といったこともあって、かなり喧々諤々とした
議論がなされて、この時私はもう東京に戻っておりましたので、かなり長期間の会議、
マラソン会議と言う人もいました。始まってから 12 時間後にやっと記者会見というす
ごい長期間の会議、ここにもその会議に参加された方がおられますが、そういう議論が
なされたわけです。これは実際、火山噴火予知というものが決してそんな簡単なもので
はないということが、改めて分かるわけです。噴火後の全島避難についてですが、三宅
島の噴火というのは、ご存知のように、大量の SO2 を含む火山ガスの放出活動が、前
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代未聞と言うような、かなり大量のガス、数万トンパーデー、恐らく 5 万トンパーデー
は少なくとも超えていたと思います。そういう大量の二酸化硫黄の放出量が観測され、
次第に落ちていくわけですが、この二酸化硫黄の放出量のグラフは色々なところに出て
きますが、気象庁の観測によるものですが、ここでも連携がなされています。これは、
気象庁はコスペックの観測というものをルーチン化していませんでした。コスペック観
測ということを業務としてやったことがなかったのです。つくばの研究所でやっていた
ことはやっていたのですが、実際にはこういう観測をしたことがなかった。実際に火山
ガスの観測が重要であるということから、実際に産業技術総合研究所、これもつくばに
あります、当時地質調査所と言っていた
Geological Survey の研究者あるいは東京
工業大学の先生方などのアドバイスや指
導を受けて、気象庁の起動班が SO2 放出の
観測をルーチン化したのです。研究者がや
ってもいいのですが、これだけ長期間に渡
る、あるいは当時は毎日 SO2 観測をやって
いますから、そのようなルーチン的な観測
というのは研究者がなかなかやることが
できない。それを言わば業務環境的な気象庁がそれを担ったということになります。先
程有珠山の話でもありましたオペレーション。やはり同じようなことが三宅島でもあり
ました。ただ、有珠山の場合は、国が現地対策本部というのができていましたので、三
宅島の場合には、東京都の現地対策本部、あるいは新宿にあります東京都の災害対策本
部が様々なオペレーションの決定を行いました。そんな中で、全島避難になった三宅島
の中に砂防ダムを作る工事をやる時に、実際にどんなオペレーションをやったかという
と、やはり先程有珠山でもあったようなカテゴリー分けをして、この範囲についてはや
っていい。あるいはこの範囲に入るのであれば、こういう監視体制をとる。といったよ
うな監視体制の重い薄いを作った上でやっています。先程ヘリコプターで上空をぐるぐ
る回りながら火山観測をしたのがありましたが、実は三宅島でもかなり初期に P3C 対
潜哨戒機を使いまして、ここに気象庁職員が 2 人乗り込みまして、ぐるぐる三宅島を一
日回るというオペレーション、つまり火山監視をしながら色んな砂防工事等のサポート
をしたということもあります。これはかなり短期で終わりましたけれども。それから火
山ガス観測については、これは何をしているところかと言いますと、実は三宅島の測候
所の所員が火山ガスの観測をしています。火山ガスの観測を何の為にしているかという
と、実は風下になる時に火山ガスが来るわけです。どれくらいの風速の時に火山ガスが
濃くなる傾向があるか。あるいはこの付近というのはどういう風の時に火山ガスが濃く
なるかといった調査をかなり全島避難してから、1 年も経たないうちからそういった調
査を始めています。これは気象庁の火山業務というよりは、いわゆる天気予報の為のオ
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プションとして三宅島で火山ガス情報を出そうじゃないかという話の中で、こういった
オペレーションをやっています。現実に現在は三宅島に住民が帰島していますが、一日
2 回、火山ガスの見通しを含む気象情報という、ややこしい名前なのですが、この部落
で火山ガスが濃くなる可能性があります。あるいはこの部落では火山ガスの注意が必要
ですといった情報を出しています。これは火山情報とは違います。気象の情報です。先
程も言いました火山観測に関して言いますと、火山ガスを取るパイプをカルデラ淵から
下ろす作業をやっているところですが、東京工業大学が主体となって、こういう観測を
やろうということになって。これは消防庁のレスキュー隊の方ですが、実際にそれをサ
ポートするということをやりました。それ
から 5 年近いという非常に長い間の避難生
活が一体どうなるのだという住民からの
声が非常に高くなって、そしてこれは東京
都内に避難されている三宅島の村民に対
して、気象庁と、これは前噴火予知連絡会
の会長の井田先生と渡辺先生、伊豆部会長
ですが、説明会を住民に対して定期的に説
明会、都度 6 回行いました。そして現在の
状況や見通しはこんな感じであるというような話をした。こういうような活動も行って
おります。
あと若干違う火山も、浅間山の今回の噴火のお話をしたいと思います。先程火山活動度
レベルのお話をしましたが、浅間山は一昨年かその前、厳密に言うと 2000 年位から火
山活動がやや高い状態が続いていて、気象庁は臨時火山情報を発表したり、あるいは結
局解除したりと言うことを繰り返していたんですが、実際昨年の 9 月 1 日に噴火しまし
た。この時にどんな状況だったかと言うと、これが火山性地震の回数ですが、こういう
状態で、噴火が始まったのがここです。こ
こから始まっていますね。9 月 1 日に噴火
があったわけですが、どんな感じになって
いたかと言いますと、これがそうです。こ
この時間軸の部分を広げています。これが
31 日 1 日 2 日 3 日、そして 1 日の 20 時 2
分に爆発的な噴火がありました。実はこの
前にわずかなのですが、火山性地震が増え
ています。後から考えると前兆だったので
すが、この程度の地震多発というのは、これより前にはしょっちゅうあるのです。です
から、これだけでは噴火しそうだというようなメッセージは、気象庁は出せなかったの
ですが、一応、火山観測情報で地震がやや多くなっている。小さな噴火はあるかもしれ
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ない。小さなというのはごく小さなという意味ですが、噴火はありうるという火山情報
を実はこの時出したのですが、実際に起きた噴火はちょっと大きかったのです。そして
この噴火を見て、レベルを 2 から 3 に上げています。レベルというのは予測情報なのか、
それとも現状のことを言っているのかという話が、この間小泉補佐に対して質問があっ
たそうですが、回答を言いますと、両方です。つまり予測できるときは前もって上げま
すし、できない時は後から上げますというふうに説明しています。ですからこの場合も、
本当ならレベル 3 というのをここの段階で、あるいはここのどこでもいいのですが、上
げるべきだったと思っています。しかし現実には、それはできなくて、起きた段階で上
げたというわけです。これについてはもう少し細かく言います。その後、一旦、最初の
爆発があって、その後非常に火山活動が静かになりました。地震も非常に少なくなって、
非常に静かになったのです。そうすると、これは一発でもう終わるのかなというような
意見も一部にあった。あるいは地元もそんなふうに思っていた節があります。その時に、
火山噴火予知連絡会が開かれまして、その時のデータの中に、マグマの関与する、いわ
ゆる噴出物の中にそういったものが入っている。だからこの噴火は一過性でなく、もし
かしたら続く可能性があるといったメッセージがこの段階で出されています。結局その
予測通りにこのようになる。浅間山の場合は、基本的に最初の噴火までというのは、ど
ちらかというと気象庁主体でやっていますが、その後噴火しましてからは火山噴火予知
連絡会と連携しながらという形でやっているというわけです。実際、今回の噴火で、幾
つか面白いことが見つかって、私は火山学者ですので、こういうことを面白いと言って
しまうのですが、興味ある現象が観測されているのですが。実は、最初の爆発の後、何
度か爆発が起きているのですが、実はこの爆発的な噴火の前に、傾斜計に非常にわずか
なのですが、山が膨らむ、いわゆるインフレーションと言いますが、が観測されていま
す。ここの時点でそうなのですが、同時に地震が多発します。実はある種のタイプの地
震が多発すると厳密に言ったらいいのかもしれませんが、そういうことが観測されまし
た。実はそれより以前にもそういうことが分かっていたのですが、今回の噴火で、特に
23 日の噴火の時に、こういう現象が観測された。このわずかな変化を気象庁が見つけ
ておりまして、
「さあ、これは噴火するかもしれん。情報だそうかどうか。」ということ
で悩んでおりました。私は家がそこのひたち野うしく地区にあるのですが、そこからそ
の話を聞きまして、急遽大手町の気象庁まで常磐線に乗りましたが、途中の北千住駅で
噴火の臨時火山情報が出てしまいました。結局、ボタンを押す直前までいっていたので
すが、危機情報を出せなかった。その後、実は 29 日にも同じ現象があって、この時に
は夜中でしたが、前もって情報を出しています。それからそれ以外にもあります。これ
はどういう表かと言うと、このような傾斜変化が後から考えて、噴火前の前兆現象があ
ったかどうかが○、あるいはそういう現象があったかどうかが○、なかったのが×。そ
れを前もって噴火の情報を出したのが○、出さなかったのが×。実際に空振りもあるわ
けです。そういう傾斜変化はあったけど、噴火しなかったという例もあるわけです。そ
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ういうものも含めますと、このような星取表になります。半分くらいの確率になりまし
ょうか。実は 9 月 1 日もこのような傾斜変化がどうもあったらしいと、しかし残念なが
ら台風が近づいていて、そのノイズで分からなかったのですが、23 日は先程も言った
ように、出そうと思ってボタンに手をかか
ったけど出せなかった。その反省に当たっ
て、29 日、6 日、14 日と、6 日は結局空
振りに終わっていますが、というふうに出
していったのです。では実際にこの火山情
報を事前に出して、どんなことをされたか
というと、レベルが 2 から 3 にかがった段
階で、地元の自治体が前もって火山活動度
レベルと実際の防災対応をリンクさせよ
うということが話し合いで決まっておりましので、レベル 3 になった段階では、火口か
ら 4km を規制するというふうに決まっておりましたので、規制はされているのですが、
その 4km の規制よりもわずかに外にある道の所にあるドライブインがあるのですが、
もしこういった情報が出た場合に、営業を自粛しましょうというような話し合いが地元
でできておりまして、実際に自粛されております。同じレベル 3 の中であるのですが、
こういった対応もなされたということです。なかなかそこに至るまで色んなことがあり
ますが。
最後に、富士山の噴気騒動について、連携の一つの例として若干。今回のワークショッ
プは第 2 回目だそうで、第 1 回目が 2 年前に開かれています。まさにその頃、このこ
とが話題になっていた時代だったのですが、ある観光客の方から、富士山の中腹で噴気
が出ているという話がありました。実はこの手の話というのは気象庁によく入ってきま
して、半分以上ガセなのですが、これはどうもガセではないということで、山梨県から
気象庁に当日情報が入っています。そして、
山梨県が現地調査して、実際には火山学者
の先生とされていますが、どうもこれはガ
セではない。実際に噴気が出ている。実は
こんな感じで、モヤモヤとしていて、大し
た噴気ではないのですが、そういうような
ものが出ている。そして気象庁は調査を行
うと同時に、火山予知連絡会のメンバーに
情報を入れました。その情報を受けて、そ
れぞれのメンバーがガスの観測、JMA と書いてありますが、実際には MT 観測といっ
た様々な研究機関の得意分野に合わせた観測を実際にこの噴気について行っている。結
局、この時に、火山ガスはマグマ性のものではないという結論が得られたわけですが、
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気象庁からその旨から記者発表された。ちょうど記者発表した日が確か前回のワークシ
ョップの時の山梨県で行われた 2 日目であったらしいですね。ほとんど近づかなければ
分からないくらいの湯気なのですが、しかし新聞には大きく出ました。『富士山で陥没
噴気、噴火とは関係なし』これは見出しで、中をよく読むと、「今すぐ噴火するような
現象ではない」というような言い方になっているのですが、見出しはそうなっています。
『富士山で陥没噴気』と大きく載りました。この富士山の噴気騒ぎで、国会と霞ヶ関関
係に説明に 3,4 度行きましたが、かなり偉い方にも説明をさせて頂きました。そういう
ようなことになって、一部でかなり騒ぎになったのですが、予知連が翌月のコメントで
同様のコメントを出しています。それで治まらずに、実際にはこの噴気は一体何なのか
ということを地質学者の先生方を中心として、これは日本大学の先生方を中心として、
サーベイをされていまして、どうもこの噴気は怪しいという噂が気象庁に入ってきまし
た。そして結局、山梨県の協力を得て、掘削調査をしたところ、中からたくさんの腐っ
た木が出てきたというわけです。そして、これは山梨県さんから噴気の原因はこういう
ことでしたと記者発表されています。これが次の日の『富士山噴気は木材の発酵、業者
が不法に埋設、火山活動と無関係、「人騒がせ」と住民、厳しい処分を求める声も』と
非常に大きく載っています。もちろんこれは山梨の一部地域ですが、かなり大きく載っ
たのです。この時は山梨県さんと連携して、気象庁でも記者会見をやっています。とい
うよりも気象庁の記者会見にあわせて頂いたに近いのですが。ここに私のコメントが出
ています。「気象庁火山課の山里は『結果的にお騒がせしたが、火山活動ではなくほっ
とした』と話している。」それ以外にも色々な解説をしたのですが、これしか載ってお
りません。大体こういうものだと思いますが。これは共同通信で配信されましたので、
全国に載ってしまったのですが、
「ほっとした」と確かに言ったことは言ったのですが、
ちょっと…。この時に実際に関わった一般の通報を受けた静岡大学の小山先生ともよく
話をしていましたが、「結局はガセだったけれども、実際に本当になんかあった時に連
携する予行練習になったのではないか」という話が出ておりました。
最後に今後の課題ということでお話していますが、気象庁は防災に役立つ火山情報を出
すんだということがあくまで一つの大きな主題になっていますが、それはレベル化とか、
先程関さんがお話されましたが、樽前山なんかでは、噴火シナリオと言いまして、過去
の大きな噴火が起きた時に、どういう時系
列で物事が進んでいって、現在の観測体制
があれば、どの程度まで言えるか、どの程
度の火山情報が出せるか、そういったもの
を気象庁と火山学者と防災機関とが一体
となって検討して、防災計画に反映させよ
うという動きがあります。こういったもの
の前提となる火山観測の監視体制の整備
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が非常に重要なのですが、これはなかなかお金の問題もあって、色々難しい問題もあり
ますが、火山監視体制の強化というのはどうしても必要。この中にはハード面だけでな
く、ソフト面、多分藤井先生からお話があったかもしれませんが、気象庁の火山監視能
力の向上も非常に重要な課題だと思います。なかなか答えはないのですが。そして、気
象庁、自治体、火山学者、関係機関、あるいは住民も含めた連携が今後とも必要だろう
と思います。一応、雑多な話でしたが、以上です。

石峯：ありがとうございます。時間は超過しておりますが、気象庁さんは火山観測のメ
インの組織ですので、この際、質問したいということであればお受けしたいと思います。
どなたか質問ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、ありがとうご
ざいました。予定ではこのまま討論の方に入る予定にしてありましたが、主催者側の意
向と致しまして、緊密なディスカッションをしたいということで、会場の配置換えをし
たいと思います。そこで、ここで 20 分間、3 時からの休憩を前倒しにして、この時間
20 分間、2 時 30 分まで休憩を取りたいと思います。それでお願いなのですが、テーブ
ルを全部動かしてしまいますので、自分のお荷物を持って、一旦会場の外に出て頂きた
いと思います。宜しくお願いします。あと午前中のセッションの冒頭でお知らせしまし
たが、アンケートの方、一昨日 26 日に配布した分の改訂版を今日改めて配布しており
ますので、それを討論の際に使いたいと思いますので、まだ今日受け取ってらっしゃら
ない方、それについても受け取って下さい。宜しくお願いします。それでは、2 時 30
分から再開いたします。宜しくお願いします。

（休憩）
鵜川：このワークショップ今日は 2 日目で、2 日前 26 日に山梨の富士吉田にあります
環境科学研究所で 1 日目を行いました。1 日目は海外からの講演者の方に、海外での事
例を幾つか紹介して頂きました。これからその概要について、荒牧先生にご紹介頂く事
で、今日の最後のセッションを始めさせて頂きます。じゃ、荒牧先生、お願いします。
荒牧：そもそも防災科研の方々とご相談して、このワークショップをご提案する中身は、
一番の問題は、学識研究者、火山研究者、サイエンティストという人と、それからあま
り火山には関係のないかもしれない防災担当者の間の情報交換は非常に重要だという
認識から、いかに上手くやるかということで、それには少しシステムの問題もあるかな
ぁと、そういうのをストラデジーとまとめたというようなつもりでございました。一昨
日おいでにならなかった方のために、簡単にご報告を。全部報告できないので、飛ばし
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ますが、そういうわけで、日本に色々な噴火がございますというお話から、350 ある第
4 期火山から 108 くらいが活火山。言いたいことは、結構なイベントが毎年ありますの
で、相当な実績がありますというのが売りですが、従って日本というのは、世界中と比
べても結構非常に重要で面白い場所ではなかろうかと。それはなぜか、噴火する可能性
のある火山の数にかけることの、しょっちゅう噴火する火山にまたかけることの、いわ
ゆるバルネラビリティというのか、非常に近いところに人がいっぱい住んでいたり、非
常に高度に発達した社会情勢というのがあるので、そういうものを掛け算したものとし
ては、相当な重要性が社会的に見てもあるのではなかろうかということです。一方、自
然災害は色々ありますということで、これは一つの例ですが、これ全部被害想定ですが、
東海南海などの地震を全部繋いだやつがもし怒ると、これくらいの金額の損害が出て、
1 万人以上の人が死ぬのではなかろうかと。最近ではもっと大きな金額が東京直下型の
地震である種の組み合わせを仮定すると出ていますが。富士山の 1707 年と同じような
噴火が今起きるとどれくらいの損害かというと、こんなものでありまして、地震と 1 桁
半違うと。そしてあまり人は死なないのではないかと。これはかなり歴史的に見ると大
きな噴火です。またさらに悪乗りして言うと、それに対して予防的、ないしは対策とし
て金をどれくらい使っているかというと、地震がこのくらいに対して、火山はこんなも
んであるとか。やや皮肉が入っているのですが。何を言いたいかと言うと、自然災害で
エコノミックロス、幾らというお金で勘定したものと、何人死んだと。万能ではないけ
れども、私の見る限り、この 2 つしか判断の基準をみんなしてないように見えるので、
それも問題なのですが。とにかくそれに乗っかって見ると、気象災害は非常に大きく見
て、これははるかに一番大きい損害を出して、その次は地震、それに続いて火山はあま
り多くないと。だからどうだということではないのですが、事実の一つの見方です。た
だ火山災害というのは、他にソフト的なインパクトというのが非常に大きいのです。と
いうことがあるかもしれないと言うことは申し上げたい。そこで関係してくるのが、繰
り返し頻度みたいなもので、これは今の順番とちょうど逆になっているのではないかと
いうこと。台風は毎年やってくる。地震だって震度 4 だったら大人は大抵体験している
けど、火山の噴火災害を実際に体験したというのは非常に少ないと。結論として、噴火
のイメージを作り上げることは非常に難しくて、従って、しっかりした知識を持つこと
は非常に難しいということで、結局防災対策を作るのは難しいので、そういうところを
どう克服するかというと、結局は色々学習する必要があるだろう。それから、いざ事が
起きた時には、知っている人から知らない人に向かっての情報の伝達を非常に能率よく
やる必要があるのではなかろうかということです。1 日目の一昨日は外国のお招きした
皆様は非常に貴重な体験をされているのですが、ケーススタディみたいなお話をして頂
きました。それから、日本の気象庁の仕組みと日本のいくつかの例をそれに加えて申し
上げたということです。ここで時間があまりないので、飛ばさせて頂きますが、海外か
ら来た人に「あなたの国での防災システムはどうなっていますか」ということを話して
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くださいとお願いしていたのです。こういうふうに幾つかお見せしますが、アスピノー
ルさんからモンセラーの色んな仕組み、バーベリさんからはイタリアの仕組みがどうな
っているかとお話して頂いたし、インドネシアの方からはインドネシアはどうなってい
ると、フィリピンではこうなっているというお話をずっとして頂いた。これは Q&A の
プリントに一部入っております。それからお話のアブストラクトにも書いてありますの
で、それを見て頂くことにして、これをいちいちやっていたら切がありませんから。そ
れから Q&A をまとめて頂いたので、あとは石峯さんからそれについてのまとめのご紹
介をして頂きたいと思いますので、この辺で石峯さんにお願いします。
石峯：それでは今荒牧先生の方から若干まとめた点について紹介してくれということな
ので、紹介いたします。
後ろの方に 3 枚 A3 の折り込みがありまして、前 2 枚が英語で、1 枚目が日本の火山に
関するもの、2 枚目が海外の火山に関するもので、最後に、日本語で海外と日本の事例
をまとめたものが、掲載されています。荒牧先生の方から、このように一覧にしてみれ
ば、各国のシステムの違いや日本のシステムの中での非効率な点について何かあぶり出
せるのではないかということで、まとめてみて下さいと言われたんですが、実際まとめ
てみますと、当然のことながら、防災責任者、防災機関というか、政府が行う。それを
サポートする立場として研究者が観測データを提供する。当然、法治国家としてそうあ
るべきだというような形で、形の違いはあれ、この表からどれが一番良いというのはな
かなか判断できないという感じの印象を持ちました。それで、特に日本など、協力機関
に入って頂こうと思ったんですが、こちらで用意したサンプルの方が悪かったのですが、
多数ということで、返っちゃったら、みんな多数ということで返ってきて、なんだかよ
く分からないということになってしまいました。この辺りのことは、そういう形で、期
待したものと違った形になったのですが、海外の方に関しましては、アンケートに対し
て非常に丁寧にお答え頂きました。それで実際に中の方を見て頂くと分かるのですが、
回答項目として 21 空いていまして、中でも前半の方は火山名や噴火時期など基本的な
情報なのですが、最後の方に 19 番の問題となった事項ですとか、21 番その他噴火に立
ち会った感想などということで、自由に書いてくださいということで、お願いしたとこ
ろ非常に丁寧に回答して頂きまして、その中で、各火山で非常に参考になるようなもの
がエピソードとして多く見られたということが、私としては非常に印象的でした。例え
ば、日本語で言いますと、51 ページからのところにありますが、その中で、問題にな
った事項というのが 53 ページの方に載っていますが、最初ロングバレーのケースに関
しましては、火山活動が直接噴火に影響するようなものでは結局なかったのですが、そ
れがメディアのリークとして流れてしまった。その時に非常に対応を苦慮したというこ
とで、観測機関と行政機関の情報の共有というところに非常に問題があるのだと教訓と
して得られるのではないかと感じました。その解決策として、非常に興味深い点が、下
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の方に同じ問題となった事項のところに書かれているのですが、ロングバレーの周辺地
域で、科学者が直接、行政担当の方にお話してもなかなかこちらの言いたいことが伝わ
らない。何をすればいいかということが伝わらないということがあったところで、1986
年のセントへレンズ火山の対応を体験している自治体の方々に、直接担当の方々同士、
例えば、市長には市長、消防局長には消防局長ということで顔合わせをするということ
で、実際に何が起きて、実際にその時に何がその方々が対応したのかということを本当
に体験談を通して、実際に自分が同じことをやることになるかもしれないという人から
情報を得るということで、そういった地方自治体の防災担当の機関の方々が自分のこと
として問題を受け止めるようになったというところが非常に教訓としては有意義なも
のではないかと感じました。また、モンセラー島のことも大変興味深いことをたくさん
書いて頂いたのですが、日本語だと 55 ページからです。英語の方ですと、24 ページか
らになりますが、この中で、私が印象に残った点というのは、科学者はこの場合、非常
に力を払ったのですが、住民との認識のずれが大きくて、そこで苦労したと上げられて
います。この時に、19 番で問題となった事項の中でも触れられているのですが、その
前の 18 番の情報公開手法というところでも非常に詳しく書かれているような、情報を
火山に詳しくて、それを提供する人間がなかなか見つからない。適任者がなかなかいな
いという点について参考になったと思います。他にも問題点や感想の中で、非常に共通
の問題としてあったのが、2 点あったと思うのですが、火山噴火対応する時には、火山
現象そのものの不確実さ、モニタリングとかのデータから噴火を予測する際の不確実さ
と得られている情報をいかに共有するか。防災対応の方と一般市民でどういうふうに共
有していくかというところで問題があるというのがあります。科学的な不確実さについ
て言いますと、ここでは研究者の方々にその不確実さを少なくしていく努力を、私も研
究者の一人として参加している立場としては、小さくしていかなければいけないとは考
えるのですが、それと同時に、情報の提供のところを、システムをどうするかというこ
とも含めて考えていく必要があるのかと感じました。大体こういうところです。
荒牧：ありがとうございました。ではコメントをお願い致します。では後ほどというこ
とに致しましょうか。あなたの報告に関連したサマリーとなっていますので、お願いで
きますか？
アスピノール：ありがとうございます。モンセラーの噴火の中で、一番知的に大きな課
題だと思ったのは、今おっしゃられた中にもありましたが、科学的な不確実性にどう対
応するかです。どんな火山に対応する時もそれは出てきます。また様々な科学的なデー
タを災害軽減という観点からどのように使えばいいかを考えなければなりません。モン
セラーでは科学者の意見を募る試みが行われましたが、この中でも、一番手がけたかっ
たのは、科学に長けている人間でも、必ずしも防災という観点や社会的な影響という専
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門家であるとは限らない。ですから、科学的な面と社会的貢献という面、これをどう繋
ぐのかということが、モンセラーの試みだったと思います。GPS のデータはこういう
ことを言っている。ガスのデータはこうだという場合、その情報を一番効果的に使うに
はどうしたらいいのか、災害軽減という観点からどう使えばいいのかというのがモンセ
ラーでは一つ実験ができたのではないのかと思います。それが日本の方々に興味を持っ
て頂けるのではないかと思います。
荒牧：ありがとうございます。皆様への 26 日の会議の報告はもうじきまとめて終わり
たいと思いますが、その前に、もう少し、追加のコメントを頂けませんでしょうか。特
に海外のスピーカーの方から追加でコメントを頂ければ助かります。
バーベリ：ここに書かれていることを見ますと、また 2 日前と今日のプレゼンテーショ
ンなどを考えますと、少し思い出して頂きたいことがございます。色々なことが変わっ
てきております。市民を守る、また火山防災ということに関して、この 20 年色々大切
な点が変わってきていると思うのです。私の印象ですが、これまでのシステム、1980
年以前のものは、現在皆様が持っているシステムに似ているのではないかと思います。
一部違うところはありますが。1980 年頃まで市民保護の責任は内務省や本部の安全保
障を司る省が担っていました。これによって色々な困難が起こりました。大きな災害が
起こって、幾つかの省庁が関わらなければならないという場合、公共事業から軍から安
全保障から研究まで全て色々な人たちが関わらなければならない場合、一つの省が管轄
している場合は、他の同僚の省に仕切られたくないという考えを持つものなので、なか
なか調整が難しいと思います。また、内務省が実は国の安全保障の主な責任を担ってい
ます。ですから、テロ対策やその他の事にも関わりあっています。2 つ例があります。
イタリアの場合、1992 年エトナ山の火山噴火が起こりました。溶岩流が人口 1 万人の
村に迫っていきました。そして溶岩流の流れを変えて、村を守ろうというプロジェクト
が行われておりましたが、ちょうど全て準備が整ったというその日、溶岩流の流れを爆
発によって変えようというまさにその日に、最終的な決断を関係省庁に迫ったわけです。
ところが、シシリー島でその日、あるマフィアが判事とその妻、警備の物を殺してしま
ったわけです。そうすると、国中がこれに大きな影響を受けました。ですから、大統領
まで辞任に追い込まれることになりました。そして、内相はやはりこの影響を大きく受
けることとなりました。もうこうなりますと、エトナ山の方に関心を払うということが
できなくなってしまいました。ですから政治的な責任、フルタイムで自然災害に責任を
負う人が必要であるということが言えると思います。似たような例がコロンビアの例で
あったと思います。ここでは、2 万人以上が火山泥流によって亡くなりました。コロン
ビア政府がある報告を受けました。その中には明確にどういうリスクがあるか書かれて
ありましたし、どういう措置を取ればいいかも書かれていたんです。しかし再びここで
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もこういう判断を任されていたのは内務省だったのですが、ちょうどコロンビアの首都
ボゴタでは、テロ攻撃が行われたわけです。裁判所に対するテロでした。そして 30 人
ほどの判事が拉致されるという事件があったわけです。ということで、やはりテロの方
にすっかり皆の関心が集中してしまったわけです。ということで、1980 年以来の大き
な変化、特に 1992 年以降の変化ですが、イタリアの場合、首相が責任を持ってこうし
た天然災害には当たるということになりました。どの省庁に何をせよという支持が出せ
るのは、首相が担うことになりました。ですから、この点の答えは出てきました。イタ
リアの場合では、首相が常に責任を負うということになったわけです。地域レベル、市
町村レベル、そういったところも災害対応のことを行っておりますが、首相一人の下で
統括されているわけです。通常の場合、首相はこれを担当する副首相を任命して、その
責任を遂行しておりますが、この結果もう一つ重要なことが出てきました。副首相が災
害対応の責任を負うことになりますが、この人はすぐに気づきました。科学研究を強化
する。また観測活動を強化する。これは自然災害を予知する上でも必要であるというこ
とに気づきました。ということで、財政的な支援を大学、あるいは火山などの監視など
に当たっている施設などへも予算を当てることができるようになりました。そして、こ
れがこの 20 年代大きく発展することになりました。これまでは、それぞれの科学の分
野で、分かれていたという面がありましたが、今では全ての大学、全ての科学者たちが
お互いに協力をするようになりました。市民の保護の為にも、常に火山を監視するとい
う体制がとれるようになったと思います。
荒牧：重要なコメントをありがとうございました。藤井先生の方からも我が国にそのよ
うなものを適用するというようなお話があったと思います。バーベリさん、このスライ
ドをご覧になりながらお話になったと思います。これは官僚の方にとってはもしかした
ら挑発的と思われるかもしれませんが、このトピックについては後ほどもう少し話し合
いをしていきたいと思います。その前に、もう少し海外の方から追加のコメントを頂け
ればと思います。
ソリダム：科学者の多くにとって、予知ということはこういうことが起こると占いをす
るようなものですが、災害予防という観点で言えば、十分避難する時間を用意する。そ
れが目的になります。避難するかどうかを決めるにあたって、色々な側面を考えなけれ
ばなりません。私が申し上げたいのは、地方自治体のパートナーを持つことと、意思決
定の準備をして頂くことが重要だと思います。フィリピンの 93 年マヨン火山の場合で
すが、噴火で数十人が亡くなりました。そして初動の対応において、地方自治体や様々
な省庁が放送などで話し合ってこれを取り上げていました。しかし、同じ人たちが何度
も話し合いを重ねた結果、担当する組織というものが作られるようになりました。そし
て数年の間に、マヨン山の辺りでの防災の準備ができてきたわけです。ですから、今で
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はマヨン山の辺りでは、自分たちの活動防災計画を持つようになりました。公務員が防
災で長くいればいるほど、大変重要なことになると思います。彼らを何度も再教育する
必要はありません。例えば、知事や首相を何回も政治家として選ばれた人でありますの
で、あるいは政治家であっても政治任命を受けた人である。そういう人が責任者になれ
ば助かると思います。そして、連絡を取り合いまして、警報を出す。それだけではなく
て、非公式にも間接的にも彼らと話し合っておくということ、すなわち公式にはならな
いかもしれないけれども、非公式に彼らと話をしておくことが重要だと思います。
荒牧：このスライドを見ていたのですが、統計的に話をして頂きたいと思います。一般
的な考え方としまして、日本は防災担当者の在任期間が非常に短いです。核となります
民間防衛の担当者が 2 年に 1 回くるくる回るということになりますと、日本人はすぐに
同意してくれると思います。これが一つの大きな問題ではないでしょうか。日本では非
常に人の出入りが激しいということ。これに対する反対意見などがあれば大変よろしい
かと思います。日本は異常だと私は思うのですが、「いや、そうじゃない。やむにやま
れずこうなのだ。」とおっしゃる方がいたら、ぜひ説明して頂きたい。皆さん、実際現
場に携わっている方はお分かりですよね。とにかくやらなければいけない。これが私の
個人的な動機の深い一つなのですが、結局非常に火山災害は情報や知識など基礎的なも
のが必要なのですが、それを 2 年に 1 回ずつやり直すのでは敵わないという気持ちから
発生しています。いかがでしょうか。何かご意見がありましたら。どなたが発言して頂
けますか。
ラドモプルボ：私はインドネシアの者ですが、アチェで大災害が起きました。25 万人
以上がアチェで亡くなりました。津波の被害者です。今年になりまして、インドネシア
政府が防災体制をインドネシアで確率しようと努力を払っております。特に地震防災に
対してです。今まで、あまり重要視されてこなかった地震防災です。しかし火山学とい
うことに関しましては、非常に安定した体制があるのです。恐らく 50 年前くらいから
火山学の発展を見まして、警戒レベルというのが火山学者の間でいつも言われておりま
した。大学が調査をするということになりますと、火山学者、学会と一緒に仕事をしな
ければいけないという体制です。静穏期であれば、インドネシアの火山の観測はアラー
トレベルの 1 くらいでいいであろう。もう少し活動が活発になってきますと、地方自治
体の方に報告をする。インドネシアでは市長さんに報告を与えるだけでいい。避難とい
うことになれば勧告をするわけです。行政府の長が決めます。私たちは避難させた方が
いいであろうと勧告をするのです。その権利は私たち火山学者ではなく、行政府長です。
しかし勧告が出せるのは火山学者しか出せません。こういう仕組みになっております。
政治体制が地方のレベルで変わっていっても、防災体制がしっかりしている。ですから
地方自治体の長が代わっても、スタッフがしっかりしてそのまま残るわけです。体制も
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残ります。このスタッフと私たちはいつも協力をして、体制を推し進めることができる。
そうしますと、頭が代わっても危機の時に混乱することはありません。これが、私たち
がインドネシアの火山の予防に対して維持してきたことです。同じような体制を次の地
震の時にも適応できるのではないか。火山で上手くいったのだから、地震でも上手くい
くのではないかと。悲惨な状態は避けられるのではないかと去年から体制を地震から踏
み始めております。ありがとうございました。
ニューホール：こんにちは。私ニューホールの方からしたいコメントとしては、恐らく
今までお聞きになったことに対する追加のコメントになるかと思います。何回も事例と
して私たちはお聞きしましたね。それぞれの事例ごとに当事者は教訓を得るわけです。
私たち科学者ですから、いつも火山は複雑だと分かっておりますが。新しい火山の危機
というのは、新しいパズルを突きつけてくるわけです。ですから、本当に私たちに挑戦
を突きつけるわけです。そして、火山学を 20 年やろうと 30 年やろうと爆発の度に挑
戦を突きつけられるわけです。一つの点と致しまして、これは言うまでもありませんが、
火山があまりにも複雑ですので、実際非常に重要なのは、科学者たちがこの問題に長い
間関わらなければ、専門家になれないというのが火山学です。第 2 点目と致しまして、
コミュニケーションです。科学者と地方自治体の役員たちとの意思疎通です。これは繰
り返しになるかもしれませんが、ソリダム先生がおっしゃったとおりです。どんどん役
員が代わるということは確かに問題です。科学者の方が代わっても、あるいは自治体の
人が代わっても問題です。だから、同じ仕事に長い間留まる人がいたら助かります。そ
れには 2 つ理由があります。一つは、技術的な理解のある人が留まってくれる。火山と
いうのは、教育をして、学習をしてくれなければいけない。行政府に火山学者が火山の
ことを教えてやらなくてはいけない。その人たちが一旦学んで、保護担当者が残ってく
れれば、大変助かります。そして、信頼感というのはこのセッションで何度も出てきま
した。個人の信頼感がどんなに重要か。有珠での成功例、あるいは岩手の火山とか、成
功例といった時には、すべからく斉藤先生のご活躍だとか地方との信頼感があったから
成功したわけです。私の経験も同じです。結果はずっとよくなります。もし、科学者た
ちがその場所で火山の周りで長い間研究して、地元の人たちもよく分かっている。役人
のこともよく分かっている。そして信頼感を醸成してきたら上手くいきます。もちろん、
全ての科学者が全て当事者や行政官を知るということは無理でしょう。しかし大切なの
は、少なくとも 1 人の科学者、そして 1 人の行政官が知り合っていることです。そして
どこでも数人だったらいいでしょう。この信頼感を数人体制で持っていることです。こ
れは恐らく藤井先生のおっしゃったことと関連してくると思います。確かホームドクタ
ーとおっしゃったと思います。というのも、ホームドクターこそ科学的な見地から行政
官と非常に親しい関係を作れる人ではないかと思います。もう一点だけ私が提供できま
す意見と致しまして、これはアスピノール先生のおっしゃったことに絡んできます。こ
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れもやはりコミュニケーションに関する点であります。科学者と言うのは自分の言葉で
語るわけですが、地元の行政官がそれを理解する為には、リスクがこれだけありますと。
その時の手順は、アスピノール先生がおっしゃった手順が非常に役に立つと思います。
というのは、科学者の言葉を明確に伝えるということ。推定とか確率や監視の結果など
というのは、それぞれの科学者が個人的に持っているわけでして、そのシナリオで確率
計算をするわけです。そうすると、それをリスクという形で解釈して伝えてあげなけれ
ばいけない。そしてもっと身近なリスクと比較するわけです。そうすると結局、科学者
が行政官に対しまして、これは仮定の数字ですが、この地域が持っているリスクは、あ
る特定の期間に死ぬのが 1000 分の 1 のリスクである。そうすると、他のもっと身近な
リスクと比較できますよね。例えば、アメリカの運転手である時のリスクであるとか、
あるいは自家用車を高速道路で走らせている時のリスクとか、それに比べてどれくらい
危険になったか。あるいは労働災害のリスクとか。ここで申し上げたいのは、火山学者
の言葉をもっと身近なリスクに翻訳することができたら、コミュニケーションがずっと
上手くいくと思います。
鵜川：今ニューホールさんのお話の中に、確率を使って説明を行政担当者にするという
お話が出てきました。実は確率を使うというお話は、昨日からアスピノールさん、フラ
ンコ・バーベリさんの話にも出てきました。ここで質問したいのですが、ニューホール
さんが実際に行政担当者の方に確率を使って説明された時に、行政担当者の方は確率で
理解をすることが上手くできたのでしょうか。その時の状況について教えて下さい。
ニューホール：非科学者にとっては、確率というのは非常に複雑な数理学的な概念です。
私の経験を申し上げますと、それぞれの地域社会で研究をしたり、仕事をしたりしたと
ころ、その時確率の木というのを作りまして、普通、エンジニアや軍の関係者や自衛の
担当者ではっきりと確率の木が何を言っているか分かる人が数人おります。だから彼ら
にコミュニケートするのは比較的優しいのです。そして、確率をあまり分からない人に
対しては比較をしてあげるのです。これぐらいのリスクはこういうリスクに相当すると。
これが随分役に立つようです。
鵜川：分かりやすいことと、比較をすることによって、行政担当者の理解を達すること
ができるというご経験があったということですね。フランコ・バーベリさんのお話にも
確率のお話が出ましたが、フランコ・バーベリさんもイタリアで行政担当者に対して、
確率を使って説明をされて、それが上手く情報を伝える助けになっているでしょうか。
その状況を教えて頂きたいのですが。
バーベリ：はい。状況というのはもうちょっと単純だと思います。というのは、確率の
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木は有用であり、必要だと思います。科学者たちが合理的なベースとして、意思決定を
する為の必要な木だと思います。一旦、科学者たちの決断をして、次は行政官に行くわ
けですが、それに関する限り、彼らは行動を決めていかなければいけません、決定論的
な話をしなければいけません。例えば、あなたが推測を致しまして、L の 4 とおっしゃ
いましたか。危機が転化しつつ時にあれば、これは推定です。これを指標として、一つ
の行動を起こさせなければいけない。確率論が分かるか分からないかではなくて、もっ
と大切な科学的な討論の方ではないかと思います。結局は一つの行動に落とし込むこと
になるわけですから。
鵜川：アスピノールさんも確率を使ってモンセラーで行政官とお話をされたということ
ですが、確率を使った時の対応というのはどういうものだったか教えて下さい。
アスピノール：ありがとうございます。例えば、この例を使わせて頂こうと思います。
どうやって確率を使って説明をしたのか、その時にどういうふうに反応をしたのかとい
うことですが、まず、不穏な情勢が 95 年に始まったというところから始まりました。
その前からどういうふうになるかという予想はできたわけです。水蒸気が出て、地震と
いうのがこの時の状況なのです。マグマ噴火があるだろうか、あるいはマグマ噴火が出
ないような 96 年のグアデルペのような状況になるだろうかと科学者は考えたわけです。
ここに確率の数字が出ているので、見て頂ければいいと思うのですが、行政官から見る
と、科学者というものは結局どうなるか分かっていないのだと思ったようです。確率の
数字があまり変わらないからということなのです。例えば、競馬を例に取るならば、確
率オッズはもう同じじゃないかというふうに捉えたようなのです。科学者としても、具
体的に何か根拠があってこういうふうに予測ができます。予知ができます。来週こうな
りますということはもちろん言えないわけです。しかし、もしマグマ噴火がモンセラー
であるということになると、ドーム形成になるのか、それとも爆発になるのかと考える
と、ドームの方が 2 倍の確率になるだろうと。そしてマグマが表層に出てきた場合であ
っても、恐らくドーム形成の確率が高いだろうと科学者は考えました。そしてそのよう
に伝えました。そうなれば、どういう災害になるかということはその次に予測ができる
と思います。ドーム形成ということになりますと、避難するにあたっても多少時間があ
ります。しかし、人命に危機を及ぼすような爆発的な噴火ということになりますと、時
間はありません。すぐに避難をしなければいけない。何か計画を立てる時間などはない
ということに行政官は気づくと思うのです。こういうふうに噴火があるとして、こうい
う転機を辿るだろうという道筋を示すことによって、数字にとらわれることなく、判断
の材料を提案できると思うのです。つまり、指針のガイダンスになると思うのです。科
学者にとっても、こういうふうにしますと、チェックリストのようなものができます。
例えば、空港にどうしようか。例えば飛行機に乗ろうとする時にチェックリストを作る
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のと同じです。こういうシナリオがありそうだと。色んなものがありそうだと予想して
おいて、それに対して行政官もこういうふうに考えるだろうから、こちらの方もその時
こういうふうに対応しようという科学者にとっての科学的な評価をする場合にとって
のチェックリストができる。それに基づいて行政官に行動を取ってもらうということが
できます。
鵜川：今実際に確率を使って行政担当者に説明をされたという海外の 3 人の方に説明を
して頂きました。このことについて何かご質問。クリスさん。
ニューホール：一言よろしいでしょうか。追加のコメントがあります。これは今のバー
ベリさんとアスピノールさんの言った事に関係する話なのですが、私の説明で少し足り
ないところがあるかと思います。結局のところ、バーベリさんのおっしゃったとおり、
実際には首相とか本当に意思決定で究極的に責任を負う人が非常に単純な意思決定を
最終的にしなきゃいけないと思うのです。つまり、避難するかしないかという、突き詰
めれば、究極的な判断をしなければいけないと言うことになります。その時に基礎にな
るのは、そのリスクが受け入れられる範囲かどうかということだと思います。モンセラ
ーの場合、間違ったら教えて頂きたいのですが、受け入れられるリスクの基準のような
ものがあったわけです。これについては、イギリスで長い間議論を致しました。これは
火山の噴火だけではなくて、他の人命に及ぼすような脅威に当てはまる基準というもの
を設けていました。それに基づいて、その人に対する、例えばプリマスに住んでいる人
たちのリスクはどのくらいかということを計算したわけです。そのリスクの水準を越え
ているのか、それともそれ以内に収まっているのかということが分かります。リスクが
高すぎるのか、高すぎていないというのか、結局シンプルな判断にそうやって持ってい
くことができます。ですから事前に、このリスクだったら受け入れられるというスタン
ダードを決めておくわけです。そうすればその後の判断はシンプルになると思います。
アスピノール：はい。基本的にそういうことです。我々もそういう対話を致しました。
ただ一つ問題があったのです。噴火と火山ということになりますと、地震の場合と違い
まして、地震の場合は島全体に影響を及ぼすことになるわけですが、ただ火山の場合に
は、火山からより離れればより安全になっていくという相関関係があります。それもや
はり考えなければなりません。つまり、危なくない所に人を避難させれば大丈夫という
こともありうるわけです。そうなりますと、経済性や社会的なインパクトも考える必要
があるということになると思います。一昨日、火山のリスクと台風のリスクと地震のリ
スクと比べて考えよという話を致しました。火山の場合には、ところが問題はどこで爆
発するか分からない。そして我々との距離がどのくらいになるか分からないというとこ
ろに問題があります。
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アスピノールさん、ありがとうございます。会場の方、今お話になった以外でこの問題
について、西本さんは？
西本：日本の場合は、住民の生命や財産の責任を持っているのはインシパル、市町村長
ですので、私は火山防災に携わる砂防という地縁でありますので、住民を避難させる最
終決定する人間ではないという前提でお話させて頂きます。一つは質問でして、この確
率の木で、火山学者の先生方は何を根拠にこの基準を決められているのかというのをぜ
ひお聞きしたいのがまず最初です。
鵜川：何を基準にこの確率を決めたかということで、アスピノールさんお願いします。
アスピノール：我々科学者がこのリスクが受け入れられるかと決めたわけではありませ
ん。このツリーというのは、噴火になった場合、こういうシナリオになるであろうとい
うことを示す為に作ったものです。言ってみれば、意思決定者が辿る為の道筋、ロード
マップのようなものです。市長や色々なポストの人がいると思いますが、モンセラーの
場合には総督です。噴火の経験はなかったわけですから、そういう人の為に作った道筋
のようなものです。結局、これは言ってみれば、リスクのランキングです。ここで分か
ると思うんですが、色んな地域ごとにランキングが出ます。総督としては、どういう優
先順位をつけて、例えば避難計画をすろうかという助けになるかと思います。どこまで
受け入れ可能なリスクかと言うことは、もちろん行政担当者、総督が決めるわけです。
ただ、もちろん科学者たちの色んな危機を経験してきた人たちですから、その参考にな
るようにと作ったわけです。言ってみれば、意思決定者、行政官の為の青写真です。そ
して、コミュニケーションの為の助けとなるものです。リスク評価、リスク分析という
ことになると、例えば原子力産業のことを考えてみましょう。こういうツリーを作りま
すと、1 万くらい枝が出ているようなツリーを作ると思います。でも、行政官をそんな
詳しいものを作っても話はできません。ですから、このようにシンプルな簡素なものに
致しました。これそのものが意思決定者の為に作った単なるツールというふうにご理解
下さい。
西本：基準と言ってしまいましたね。根拠です。0.1%とか 10%とか、そういう根拠と
いうのは、過去の地形に基づいて出されているのか。どういう根拠でこの数字が出てく
るのかということが知りたいところです。
アスピノール：分かりました。例えば、まずドームになるのか噴火になるのかという時
ですが、この確率は世界的な経験に基づいて、似たような噴火の経験に基づいて、かつ
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ての記録など参考にして、大体こういう可能性が高いだろうということで出した数字で
す。地質や相違とか、あるいはモンセラーの場合には地質的に見てもプリニー型で小規
模であろうと大きな爆発にはならないであろうと地質学的に考えられました。そういう
データも使いましたし、その他の色んな事実やファクト、それから専門家としてのかつ
ての経験や知見などに基づいて、それを総合して出した数字です。ですから、科学者に
とってはこういうものはあまり分からないという分野の人もいるかもしれません。色々
議論も当然ありました。それから、例えばベース式や統計学的など色んな手法があるか
と思います。不確実性さも当然ある。こういう数字の出し方もいろいろあるかもしれま
せん。0.幾つとか、3.幾つとか、こういう数字というのは、科学者たちが集まって、色々
な過去の数字に基づいて議論した結果です。例えば、後学の場合には過去を将来にハザ
ードがどうなるかと、例えば原発で地震があったらこういうリスクになるだろうという
ふうにきっと出すと思うのです。それを統計学的に判断していくということ、数字を見
て加味するということです。もちろん、数字の見方や統計の見方は色々あるかもしれま
せんが、我々はこのように致しました。
西本：これを市町村側が見た場合、日本の場合、安全側を考えると思うのです。ノット・
マグマティック、それからドーム、エクスプロージョンと段々被害の状況が大きくなっ
ていくと思うのですが、安全側を考えると、エクスプロージョンの確率が幾ら低くても、
そちらの範囲の人を避難させようという形になろうと思うのです。2000 年の有珠山の
噴火の時に、いろんな人が、特に北海道大学の先生のアドバイスがあったかと思うので
すが、どういう現象が起こるのかというのが、噴火はするであろうと、どこでどういう
噴火、大規模なのか、中規模なのか、小規模なのか、どういう噴火が起こるかというの
は噴火するまではっきりと分からなかった。ということで、あれだけの広い範囲を逃が
していると思うのです。逆に住民はなぜ広い範囲で逃げたかというのは、1977 年の噴
火があって、23 年しか経ってないから、そういう噴火のことを知っている方がいらっ
しゃったということで、ある意味で順調に住民の避難が行われたのではないかと。結果
から見ますと、あれだけの人を避難させる必要はなかったというのが結果論です。逆に
言いますと、確率が低くても、最悪の事態、最も大きな噴火の形態を想像してみますと、
避難させるという実態が有珠山の場合はあったということです。それから話が飛びます
が、アスピノール先生からだったでしょうか。火砕流の上手くいったかどうかという質
問があった時に、ハードの対策のところだけでお答えしたのですが、ソフトの面で言い
ますと、雲仙普賢岳 1991 年 6 月 3 日に火砕流が発生しました。その直前までは山頂か
ら最大で 2.5km くらいまでの火砕流が何回も起こっていたのですが、6 月 3 日の午後 5
時頃に山頂から 4km 流れ下る火砕流が発生した。この時に 43 名の方が亡くなられたわ
けです。実はその時に、今日会場にもいらしていますが、火山砂防地滑り技術センター
という組織があるのですが、これは国土交通省の砂防の関係のある組織なのですが、そ
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こで色んなタイプのハザードマップを作っておりました。タイプというのは現象のです。
溶岩流とか火砕流、火山泥流とか。その火砕流のマップを、裏話ですが、東京羽田から
長崎へ運んでいくと。長崎県の知事や地元の市町村に見せようと運ぼうとした時に、羽
田空港に担当の方が持っていた時に、火砕流が実際に発生しました。結果的に 43 名の
方が亡くなられました。そのマップは翌日現地に届きまして、災害対策基本法の警戒区
域、立ち入り絶対禁止、強制力を持った区域に指定がそのマップに基づいてなされまし
た。その後 6 月 4 日の日午後 7 時頃ですが、火口クレーターから 6km 流れ下る 6 月 3
日の火砕流の 1.5 倍の規模の火砕流が発生しまして、その時は全員避難しておりました
ので、全員助かったというソフトの面での良い事例はございます。それもなぜ警戒区域
が設定されたかというと、6 月 3 日の火砕流で人がたくさん亡くなったと。警戒区域の
設定は災害対策基本法という法律が昭和 35 年にできたんですが、それ以降一度もどん
な災害にも適応されたことがなかったのですが、初めて適用された区域設定なのです。
それはそれだけ人がなくなったということで、住民も素直に従ったというか、市長さん
がそういう判断ができたという事例です。身近にそういう大きな災害があれば市長さん
も判断しやすいというところがあると思います。色々脱線しましたが、紹介も兼ねてお
話させて頂きました。
鵜川：どうもありがとうございます。少しだけ確率の話を続けたいのですが、藤井先生、
火山予知連絡会でいつも活動を評価する時に、まとめにご苦労されていると思いますが、
例えばこういう確率を中に入れて説明をするというのはどうでしょうか。
藤井：まだやったことがないのですが、そろそろ良いかなという気はしています。一つ
は地震調査研究推進本部の方で、最近は確率に基づく説明が色んなところでされている
わけです。最近では 30 年間に震度 6 に見舞われる地域の確率がどれくらいという数値
が出されて、しかもそれが交通事故に遭う確率とどれくらい違うかとか、あるいは癌で
死ぬ確率とどれくらい違うかという比較の中で説明がなされている。だいぶ慣れてきた
ので、そろそろそういうことをやってもいいかなと思いますが、いずれにしろそれをや
る為には、このベースになる数値をいかに説得力のあるサイエンティフィックのベース
からやるかということが問題で、そこがまだ日本の火山学のコミュニティの中でどこま
で成熟しているのかもうちょっと見極めたいような気がしています。
鵜川：ありがとうございます。
アスピノール：一つ、この樹形図について申し上げたいと思います。これは一つの例な
のです。これはモンセラーでも通常ちょくちょく更新しています。日ごとに変わるとい
うこともあります。ですから、行政官に対してこれだと出すのではなく、話をする仮定
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で使うわけです。文書にまとめて、送るのではなくこれを使って説明するのです。この
中には技術的な面がありまして、なかなか普通の方には分からないと思うのです。これ
を使ってコミュニケーションをする。これを直接送りつけるのではなく、説明をする時
に見せるツールとして使っているわけです。例えばプレゼンテーションする時に、OHP
などを使うようにこれを使って説明しているのです。1 枚前のスライドをお願いします。
ここでコメントしたいことは、非常に重要な評価というのがこういう樹形図にあると思
います。これは確率が高いか低いか数学的にはじき出せるというものではなくて、ドー
ム型の噴火になるのか、即時爆発的な噴火があるのかという違いを表しているわけです。
周囲の安全ということを考えるのであれば、こちらの上の 2 つの枝は同じです。科学者
の観点からすると、全く違うものですが、しかしすぐに市民が危険になるわけではない
わけです。ドームを形成されるのが見て分かるわけです。この先、危険になるのだと認
識できる出来事。何か意思決定をする必要があるとすれば、こちら側です。もし直接す
ぐに噴火するという確率があるのであれば、人々をすぐに避難させなければならない。
ですから、確かにこれは起こらないだろうと思うのであれば、問題解決は非常に簡単に
なります。意思決定者に対して説明するべきことは、噴火がマグマ型ではないのであれ
ば、それほど危険は高くない。確率としては低いが、こういうことがあるかもしれない
と。ですから指針として提示をする。こういうことになったら、こういう格好で市民の
安全を図らなければならないのだと説明するツールであろうと思います。
鵜川：中村さん、どうぞ。
中村：私もハザードマップをまとめている中で、この確率論の考えは次世代の避難体制
には非常に重要だと思うんですが、この 2 人に短い質問をぜひしたいのは、こういう確
率論は実際に避難体制を行政に迫る時には、リアルタイムマップとセットになっていな
いと、どこまで区切ってどうするかと、行政に迫ることになるのですが、お二人の場合
は、それぞれのプライオリティマップの先に出てくるリアルタイムでのマップというの
は、ある程度ドラフトして作られたのでしょうか。あるいは、そちらに転換していく中
で、大急ぎでオンデマンドで作られたのでしょうか。ぜひその辺をお聞きしたい。
アスピノール：質問ありがとうございます。確かに私たちはハザードマップも作りまし
た。そしてこれと合わせて提示しました。こちらを見て頂きますと、右手の方です。北
東部と書いてあるところがあります。北東部のみ、あるいは東部のみと書いてあります
が、これだけでは十分な説明がつかないわけです。ハザードマップもつけてもって行き
ました。政府がまずどこを避難させるべきか、どこが緊急性が高いかを分かってもらう
為にハザードマップと合わせて提示をしました。
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ニューホール：このコメントをするべきか分からないのですが、西本さんのご意見を伺
って大変興味深いと思いました。ハザード作りについてです。残念ながら、噴火と同時
くらいにしか雲仙には届かなかったというお話だったと思います。私たちはカティア・
クラフトさんやグリッケンさんと非常に親しい友人でした。それからジャーナリストの
方々も知っていた方がいます。私たちにとっては非常に悲しい出来事でありました。最
初に雲仙岳を訪れた時、私は最初驚きました。いかに火山の近くに人々がいるのかとい
うことに驚きました。空からの写真を見ますと、よく分かります。火山と被害者の亡く
なった方までがいかに近いか地面にいるとよく分かるものなのです。これは良い例では
ないかと思います。批判をするつもりで申し上げているわけではありません。日本の火
山学者の方々は雲仙岳の近くに行って見るべきだという話もあったと思います。ただ、
もしこのような確率樹形図を作っていたら、そして客観的に火砕流の可能性などについ
て考えていたとしたら、死亡する確率、彼らが見つかった場所での確率はかなり高かっ
たのではなかったのではないかと思います。となれば、まともな人であればしなかった
ように、そこには入り込まなかったのではないかと私は思います。ただ、このような樹
形図を見ながら、どのような考えが頭の中に浮かぶかと考えますと、結果的にやはり決
定を間違えるという可能性も無きにしも非ずです。
事務局：クリスさん、ありがとうございます。この話題はいつまでも尽きないんですが、
討論の時間が段々少なくなってきました。残り少ない時間ですが、他の話題に移りたい
んですが、荒牧先生、これまでの印象で何か重要なところがありましたら、お願いしま
す。
荒牧：特にないというか、あり過ぎて、お詫びしたいのは、主催者側があまりにも準備
不足で色んなものを一度に出したものですから、まとまりが悪くって。でも、幾つかの
重要な問題が出てきた。それを分かって頂ければ、ある意味で良いかなと思っておりま
す。色々問題がありますね。どういうふうにしたらいいか私も分からないので。今朝は
重要なポジションにおられる災害の担当者の方、役人さんにわざわざ来て頂いたのです
が、彼らは国会だの予算だのでものすごく忙しくて、残念ながらすぐ帰られた人も多い
ので難しいのですが。元に戻りますと、情報の交換を基にして、防災担当者、行政サイ
ドの方々と、学識経験者、サイエンティストの間の了解を高める。それにはまず、そう
いうことが必要だということをサイエンティストがよく認識する必要があるのと、どこ
に問題があって、どういうふうなことをコミュニケートするかという議論が足りないと
私は思っております。そういう意味で、今回はある意味で良いスタートを切って頂いた
という事で、喜ぶべきかなと思っています。今日せっかく来て頂いた他の 3 人がご発言
頂いていない。私個人的には昔大学の教授をしていたものですから、藤井さんのお話と
いうのは重要な問題をいっぱい出されていて、これだけで 1 日や 2 日議論できると私個
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人的に思っているのですが。藤井さん、ごめんなさい。せっかくの良いご提案とか話を
時間がなくなってしまったので、次のチャンスに楽しみに取っておきたいと思います。
とりあえず、いかがですか。土井さんと山里さんに何でもいいですから、ご発言頂きた
いと思います。
山里：私自身は火山噴火予知連絡会の事務局という立場で、実際にまとめられたのはメ
ッセージを他の防災機関とかにもっと噛み砕いて説明するとかいう仕事になるわけで
す。議論は打ち切られたのですが、確率での表現についてはなかなかこれは、先程西本
さんから質問があって、この数値の根拠は何かという話がありましたが、もしこれを日
本でやろうとすると必ず出てくる。どの程度これを、藤井先生もおっしゃいましたが、
我々も含めた中で、恐らく数字そのものがどうだこうだというところで、今の状況であ
ればそこで止まってしまう。ただ、イベントツリーの考えは、実は荒牧先生が言われて、
富士山のハザードマップの検討委員会の最終報告書には載っていて、富士山で噴火があ
った場合に、溶岩流噴火にいくか、火砕流噴火にいくか、といったイベントツリーを作
る。そして、大きい場合、小さい場合、中くらいの場合といったイベントツリーを作ら
れました。最終的に報告書にそれを載せました。その場合に、気象庁がどういう情報を
出すか。つまり臨時、緊急、観測の 3 つの火山情報の場合に、どのマークの火山情報を
出すかと突きつけられまして、私の方でそれを入れたものを最終報告書のほうに出しま
した。実は気象庁の取り組もうとしている中に、噴火シナリオを少し紹介しましたが、
過去の色んな現象があった場合に、あるいは噴火するかもしれないと言っていて外すよ
うなケースも含めて色んなシナリオを想定して情報を出す。こういう情報はこんなもん
なのだと防災機関の方と情報共有して、つまり噴火すると言って必ず噴火する。噴火し
ないと言っていたら噴火しない。というようなものではないということをちゃんと認識
して頂いた上で、火山情報を使って頂くというような方向で動いています。確率につい
て言いますと、気象庁は地震について余震確率というのを出しています。ある大きなマ
グニチュード 5 以上の地震が 1 日以内に何パーセントの確率でおきますと。私が地震の
部門の防災をやっている時代に始めたのですが、これは極めて日本の社会の中では評判
が悪かったのです。20%以上でマグニチュード 5 以上、あるいは震度 5 弱以上、あるい
は震度 5 強以上が何パーセントというようなものを気象庁はずっと発表していたので
す。そうすると、何に使うのだと、どうしたらいいのだと、それを教えろと防災機関の
人が言うのです。20%だからどうなのかと言われるのです。その中で社会学者の先生方
も含めた形でワーキング的なものを作って、議論して、結局この言い方になったらこう
いう言い回しをするとか、その数値だけを出すのではなくて。例えば、中越地震の時も
ありましたが、かなり余震が続きました。ある一定のところになった時に、震度 5 以上
の地震の確率はだいぶ低くなったという表現、あるパーセンテージを低くなったからだ
と思うのですが、そういうような単に数字を出すんじゃなくて、特に日本では何したら

- 351 -

いいのか教えろと、つまり答えだけで途中はいらないというような防災機関の方も多い
ので。これを送りつけたら日本ではとんでもない話だと思います。もちろんそうではな
いという話ですが、説明に使うのにしても、これを日本で使うとなると、私はかなり何
ステップか必要なんじゃないかというふうな感覚を持っています。こういうケースで
色々なシナリオがあるというのは、実は有珠山 2000 年噴火の時に、先程もお話しまし
たが、岡田先生が自治体の組長さんに対して、こういう噴火の可能性がある、こういう
場合もある、岩屑なだれの可能性がある。岩屑なだれというのはどういうものか。こう
いうことがあり得ると言う説明をされて、シナリオ 123 という話だったと思います。
当時のノートにメモしたのをこの間見つけたのです。そういう形での、シナリオとして
こういうことがあり得るという提示として数字はともかく、こういったものは私は非常
に重要で役立つと思います。
荒牧：ありがとうございます。ちょっと途中で割り込みますが、司会の不手際で 4 時
00 分ですが、4 時半にある決まったバスが出るのです。それまでには何が何でも止め
なくてはいけませんが、ここのホストの方に聞いたら、ちょっとくらい伸びてもいいと
いうことで、皆さん、それでも少しいいという方はお残り下さい。4 時 00 分になった
ので俺はもう席をけって出るという方はご自由に。余計なことを言ってごめんなさい。
土井さんどうぞ。
土井：私は地方行政に所属するもので、ある意味では火山の現場により近い行政の立場
になるかと思います。その視点で意見を述べさせて頂きたいと思います。今、現在日本
では気象庁の方から火山情報、あるいは火山噴火予知連絡会の統一見解というような形
で、火山の活動に関する情報は提出されていて、さらに活動度のレベルという形で数値
化され、防災対応ともリンクさせようという動きで喜ばしいこととは思っております。
ただ、日本の地元の状況から考えますと、そういった火山の活動に関する情報が防災情
報にはまだ読み直されきれていない。防災情報にまだ翻訳されきれていないように思っ
ております。つまり、地元が火山活動に関する情報をきちっと防災情報に読み替える能
力がまだないと思っています。それで意見なのですが、2 つです。地元の火山に火山観
測所がある場合とない場合があります。岩手山の場合はない事例で、モニタリングは仙
台で 200km くらい離れたところで一括して大学でなされているわけです。あるいは仙
台管区気象台さんも同じ 200km くらい離れたところでモニタリングしている。そうし
ますと、火山観測所があるところであれば、そこの所長さんは 2 つの非常に良いと思っ
ているわけです。火山を一番良く知っている人が地元にいる。加えて、地元を知ってい
る人が火山所長さんになる。つまり、火山情報を発信する人と、防災情報に読み替える。
ペアでその能力を読み替える人が現場にいるわけです。これが非常に良い状況でして、
事実、太田先生や岡田先生はそういう形でも社会に貢献されていたかと思います。それ
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では、火山観測所がない火山はどうなのだと考える。岩手山もそうでした。そうすると、
地元にいる科学者グループが火山のことをある程度知っている。そして地元の状況もよ
く知っている。そして行政とも面識がある。行政とコミュニケーションが取れる。そう
いう中で、やはり火山活動情報を防災情報に読み替える作業をしてやらないと、まだ日
本では対応がなかなか難しいのではないかというふうに考えています。そういう意味で、
ホームドクターという言葉で、その地元の科学者がなっていればベストですが、そうい
う火山はまだなかなか日本の場合はなっていないと思いますので、科学者の集団として、
そういう対応ができるようなシステムを地元に持たざるを得ないかと考えています。岩
手山ではこれまでそういう考え方で対応してきました。そんなふうに日本の場合は、確
率のツリーの時の話のような時にも地元の行政、特に長、組長さん、あるいは知事にそ
れを説明してあげられるような、地元を知っていて説明してあげられるような、地元の
科学者の大切さというのはまだ日本にかなりあるのではないかと思っています。以上で
す。
荒牧：どうもありがとうございます。非常に重い意味の発言で。実はまた藤井さんに持
っていきたいのですが、藤井さんはそういう色んなことを見通して、色んな困難性を今
日言って、イメージが悪いのですが、私どもがストラデジーと盛んに言っているのはそ
ういうことなのです。今までの成功例というのはほとんど全部、私の見方ですると、個
人のボランティア的な素晴らしい人がいたから良かったというので、これではシステム
の議論にならないと思うのです。そういう意味で、極端にやる平凡な人間の集団でどう
やって上手くいくかという側を考えるのも悪くはないのではないかという変な発想と
考えていたのです。ということで、藤井先生お願いします。あなたの重要なポイントは
これはダメです。後でもう一回やらないとダメです。
藤井：別にこだわるつもりはないのですが、実はそのことに関して気象庁と科学者集団
の間で随分長くやり取りがあったのです。今は火山監視情報センターという形でできて
いますが、かつては主要な火山の測候所があって、そこに火山を良く知っている人がい
たのです。本当の火山学者ではないのですが、ずっとそこにいるので、火山のことを良
く分かっているのです。しかも、長くいるので、地域の行政の人とも割合話ができると
いう人がいたのですが、それが気象庁でも人員整理があって、どんどん定員が減ってい
く中で整理をせざる終えなくなった。それから、もう一つ先程 2、3 年で行政官が代わ
るということを荒牧さんから指摘されましたが、これは気象庁でも同じなのです。火山
にずっといたら、プロモーションされない。だから 2 年か 3 年経ったら、気象の観測に
行って、どこかの測候所に行って、また戻ってくるというのが日本の公務員制度の必須
条件だったわけです。ですから、専門化が育たない。気象庁に人事制度を火山だけはロ
ーテーションから外せといつも嫌味を言うと、文句を言われ反発を受けていたのですが、
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それに換わるものとして、今、気象庁が考え出してきたのが、火山監視情報センターな
のです。そこの中で、ある程度長い時間いられるので、火山の専門家が育つだろうと。
それは努力は認めているのですが、我々はまだ不十分だと思っていて、先程申し上げた
ように、もっと大量の火山学者を都の気象庁は抱えろという話になる。そうでないとや
っていけないんです。先程土井さんが言われたようなことを含めて、本当は気象庁がも
っと噛み砕いて火山情報を出すことを期待されているわけです。予知連の中では、サイ
エンティフィックな議論だけをしろと我々言われるので、サイエンティフィックな議論
に基づいて、気象庁がさらに実際の火山防災情報に噛み砕いて伝えるという役目を持っ
ているはずなので、それを今情報センターということで一歩近づいたのですが、もうち
ょっと進める必要があるとは思います。
荒牧：やっと核心にきちゃったので、こっちの狙いはそこにあったので、実は外国のお
客さんも言いたくてうずうずされていると思うんですが、時間がないので、私が勝手に
私流に申しますと、一昨日から皆さんのケースでおっしゃって、彼らの国はほとんど全
部もっとその辺がすっきりしていると僕は思うのです。そういうことで、何を日本はも
たもたしていると思っているのではないかと思うのです。逆に言うと、日本はいかに平
和で、いかに官僚組織が完成しているか、というような見方もあるかもしれません。火
山防災というのは、一種の修羅場であって、非常に非平行な、異常な状態なわけです。
そういうことを夢中になって議論するというのは、一般の好みに合わないかもしれませ
んが、やはり防災をするのだったら、そういう時のことも考える必要がある。そういう
ようなことで、なかなか本来我々が狙っていたところは、司会のやり方が悪くて、行き
着きませんでしたけど、ある程度の方向性は見えてきたかなと思いますので、非常に
遥々と来て頂いた、経験豊かな重要な方々に来て頂いたんですが、お話に感謝したいと
同時に、皆さんせっかく集まって…。もっとフロアからどんどんこれから 1 時間くらい
かけて議論してフロアからお話聞きたかったんですが。10 分過ぎました。どうしまし
ょう。
鵜川：もう時間になってしまったのですが、最後に、海外から来て下さった研究者の方々
に一言だけ印象を伺いたいと思います。クリス・ニューホールさんからお願い致します。
ニューホール：本当に簡潔にしたいと思います。この間、バーベリ先生がおっしゃった
通りだなと思ったんですが、特に富士山のことを考えて見ますと、日本には火山がたく
さんあって、ハザードと危険という意味では本当に共通するところがたくさんあると思
うのです。そういう意味で、最近どういう危険があるのかという議論のタブーがなくな
ってきたのではないか。積極的にオープンに議論がされるようになってきたのではない
でしょうか。この辺は荒牧先生のご貢献が大変大きいのではないのかと私は思います。
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大変時間をかけて、長年のご尽力で、富士山の色々な準備態勢、警戒態勢を整えてこら
れたという先生のご努力にここで称賛したいと思います。
バルベリ：クリスさんのおっしゃった通りだと思います。私もお招き頂きまして、この
3 日間大変興味深い議論に参加することができました。多くのことを学ぶことができま
した。これから国に帰りますが、まだやることは多いというふうに感じております。た
だ、火山学者の共通するビジョンのようなものがあるのではないかと思います。やはり
まだまだやらなければいけないという多くの共通点があるのではないか。特に富士山に
ついても随分学びました。戦略的な方向性という意味でも、非常に多く学ぶことがあり
ました。将来の噴火にもっと備えが必要だと私も感じることができました。
プルボ：私も色々なことを学びました。土井さんがおっしゃったことで、監視活動の重
要性。私もそのように思いました。科学者はモニタリングの結果を分析する時に、一つ
問題があると思うのですが、それはコミュニケーションの問題です。科学者の言葉に固
執してはいけない。やはり伝える時は、山里先生もおっしゃったと思いますが、やはり
分かりやすい言葉で伝える。複雑な言葉、確率というのは複雑な現象かもしれませんが、
それを分かりやすく伝えることの重要性がここで認識されたと思います。監視活動やそ
の分析の時、それを忘れてはいけないと思います。やはり結局、どのように伝えるか、
その言葉使いの問題ではないかと思いました。
ソリダム：やはり大変重要なワークショップであったと思います。メガシティにおける
地震のネットワークというのがあって、90 の世界の都市が一緒に入っています。健全
な観光というのが、例えば地震の被害削減の為にどうしたらいいのかということを情報
交換しているわけです。地震だけでなく、色んな災害に対する情報交換をしています。
この 3 日間もそうですが、色々な国でそれぞれの経験がある。それを交換する価値は大
変あると思いました。それを発表する機会を主催者側から頂いたということに感謝した
いし、これを基にさらに積み上げていく必要があると思います。日本にしても、アメリ
カ、イタリア、フィリピン、インドネシアにしてもモンセラーにしても色んな事を知っ
ている。そして将来の世代の為にも伝え合っていくことが重要ではないかと思いました。
アスピノール：ありがとうございます。私は色々なことを学んで、持ち帰りたいと思っ
ていますが、まず、今日のご発表の中で、関さん、山里さんからお話を聞いて、経験と
いう意味でも、今後の課題という意味でも、やはり我々が何かをやろうと思う意味でも、
コミュニケーションする上での制約という意味でも、大変共通点が多いなというふうに
感じました。お互いにそういう意味で学びあうことができる。そしてさらに意見の交換
をすることによって、お互いにまだまだ学ぶべきことがあるという意味で、このような

- 355 -

場を作って下さったことに感謝をしたいと思います。
鵜川：もう予定の時間を 15 分過ぎてしまったので、本当にこの会を終わらなければい
けません。やっと終わりに来て、荒牧先生の方からも目指したポイントにたどり着いた
ということだったのですが、そういうことはこういうワークショップをまた来年以降行
って、さらに問題を突き詰めなければいけないというふうに思います。そうは言いまし
ても、26 日と 28 日のこの 2 日間で、私たちは海外の事例、国内の分析を含めて、随分
たくさんの知識を共有することができました。そういう意味で、山梨県の環境科学研究
所と防災科学技術研究所で開催しましたこのワークショップ、たくさんの皆さんに参加
して頂いて、成功したと思います。最後に、海外から来て下さったクリスさん、バーベ
リさん、プルボさん、ソリダムさん、アスピノールさん、どうも遠いところありがとう
ございました。また遠いところからつくばまで来て下さいました聴衆の皆さん、それか
らこの会を支えて下さった環境科学研究所と防災科学研究所のスタッフの方皆さんに
お礼を申し上げたいと思います。どうもありがとうございました。これをもちまして、
会議を終了したいと思います。ありがとうございました。
（2 日目終了）
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Volcanic Disaster Prevention Strategies in the U.S.
Chris Newhall, Scientist Emeritus, U.S. Geological Survey
Affiliate Prof., Univ. of Washington
In the U.S., the U.S. Geological Survey (USGS) is mandated by the Congress to issue
volcanic hazard warnings. These include both long-range hazard assessments based on
historical and geological data, and immediate warnings in which monitoring data are
used to update long-range assessments. The mission of the USGS’ Volcano Hazards
Team to promote public safety, through research and outreach. In previous years,
research dominated and outreach was minimal; now, both aspects of the mission are
emphasized.
The USGS operates 5 volcano observatories – Hawaiian, Cascades, Alaska, Long
Valley, and Yellowstone. All are responsible for multiple volcanoes within their
respective regions, although present activity of the Long Valley and Yellowstone
observatories is focused on those two specific volcanic centers. All five observatories
are operated in close collaboration with universities, which, in most cases, have contract
funding from USGS. This collaboration is very fruitful, bringing fresh ideas and
manpower to the job of understanding each volcano, and providing research
opportunities for graduate students.
Each of the 5 observatories is a multidisciplinary unit, with geologists, geophysicists,
geochemists, hydrologists, and other specialists. This day-to-day multidisciplinary
collaboration is also very fruitful, as it familiarizes each specialist with the potential
contributions and limitations of every type of data, and encourages all observatory
members to incorporate all lines of data into their reasoning.
Time permitting, warnings are issued by consensus of each observatory team. The
warning schemes of the observatories are broadly similar, but they also contain
elements specifically tailored to volcanoes of the particular region. In all cases,
warnings are issued by USGS to relevant national, state, and local government offices,
including civil defense, air traffic control, and various other public safety units. Soon
after, warnings are also released (or jointly released) to news media for dissemination to
the public.
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Each U.S. volcano observatory has been shaped by events at the volcanoes for which it
is responsible.
The Hawaiian Volcano Observatory (HVO), our oldest, has special
expertise in lava flows and, with good, year-round field access and frequent eruptions,
has also been a center for development of new monitoring methods. Phreatomagmatic
eruptions are also studied in Hawaii.
The need for a Cascades Volcano Observatory
(CVO) became apparent during the Mount Baker crisis of 1975 and funding was finally
obtained after the major sector collapse, blast, plinian eruption, and mudflows of Mount
St. Helens in 1980.
The Alaska Volcano Observatory (AVO) operated on limited
funding from the time of Augustine Volcano’s eruptions in 1976 and 1986 until the
eruption of Redoubt Volcano in late 1989. The near-crash of a jumbo jet that
inadvertently flew into Redoubt’s ash cloud brought an instant expansion of AVO, and
warnings to air traffic remain the main mission of AVO, in close collaboration with the
National Weather Service and the Federal Aviation Administration. This latter
collaboration, in turn, has been a model for Volcano Ash Advisory Centers (VAACs)
worldwide.
The Long Valley Observatory (LVO) was born of unrest that began in
1978 and raised substantial concern in 1980-82 and again in 1997.
Magma has
clearly intruded into, and near, the roots of Long Valley caldera, and the ultimate
outcome is as yet unknown. The Yellowstone Volcano Observatory (YVO), youngest of
the five, was established on recognition that Yellowstone, like Long Valley, is a
frequently restless caldera that attracts many tourists. Both Long Valley and
Yellowstone calderas are intimately associated with regional extensional tectonics.
Each major episode of unrest, with or without eruption, has taught us new lessons that
we try to apply in ongoing work. The value of interdisciplinary teamwork became clear
in Hawaii and has been amply reproved in all subsequent work. The 1980 eruption of
Mount St. Helens taught us about sector collapse and lateral blasts, subsequently found
at many volcanoes around the world, and taught us to never discount the possibility of
infrequent, even unlikely, “worst-case scenarios.” It also encouraged us to integrate
geology-based long-range hazard assessments with monitoring-based short-range
assessments, and gave us experience working hand-in-hand with an
emergency-coordinating center manned by representatives of all concerned offices
(coordinated, in that case, by the U.S. Forest Service. Although risks of volcanic ash
to aviation were broadly known from Mount St. Helens (1980) and Galunggung (1982)
and several other eruptions, the 1989-90 eruption of Redoubt Volcano and near-crash of
a jumbo jet stimulated much new research, educational outreach, international symposia,
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and the network of VAACs.
Suddenly, public safety included populations in the air
as well as on the ground, and this required new advances in remote detection, tracking,
and characterization of volcanic ash clouds.
Debate continues re: mechanisms of unrest at Long Valley caldera, though most
workers now agree that magma intruded beneath Mammoth Mountain (SW corner of
the caldera) in 1989 if not before. Regional extension and associated strike-slip shear
may have triggered magma ascent and much of the seismic energy release; other aspects
of the unrest result from magma ascent and pressure changes in the hydrothermal
system. Possible hydraulic connections between various parts of the Long Valley
system are being studied. A survey of similar unrest worldwide found that most large
Quaternary calderas, including Long Valley and Yellowstone, are easily disturbed and
frequently restless, but relatively few incidents of unrest lead to eruptions. Early
warnings of eruptive potential at Long Valley leaked to the press before they were
discussed with community leaders, and it took much patient, low-key work by scientists
to regain public trust. At Yellowstone caldera, most uplift of the caldera floor is
reversible, suggesting major involvement of hydrothermal fluids.Yellowstone caldera is
also so large and popular that it offers special opportunities for public education about
volcanic hazards of all scales.
The USGS’ Volcano Hazards Program also welcomes opportunities to learn from
foreign colleagues, at U.S. and foreign volcanoes. We greatly value past, present, and
future exchanges with Japanese colleagues. Personnel and equipment of our Volcano
Disaster Assistance Program (VDAP) are also deployed to developing countries upon
invitation, as during crises at Nevado del Ruiz, Rabaul, Pinatubo, Popocatépetl,
Soufrière Hills, Tungurahua, and elsewhere. Most volcanic activity can be better
understood in the context of similar and contrasting activity elsewhere, and the USGS
supports the initiative of the World Organization of Volcano Observatories (WOVO) to
develop a modern, searchable, web-accessible database of volcanic unrest worldwide
(WOVOdat), for research and especially for reference during volcanic crises.
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Scientific advice during the Montserrat eruption, 1995 – 2005:
ten years of unrelenting scientific effort in a prolonged
volcanic crisis
Willy Aspinall, volcanological adviser to British government and onetime
Chief Scientist, MVO
Abstract
After the awakening of the Soufrière Hills Volcano on the island of Montserrat, in the
West Indies, on 18 July 1995 with the first phreatic explosions of the andesitic
dome-building eruption, scientific monitoring efforts there have evolved from informal,
temporary arrangements into a fully established volcano observatory operation - the
Montserrat Volcano Observatory (MVO). The MVO is now a statutory body of the
Government of Montserrat, and is the agency responsible for volcano monitoring and
scientific advice for an eruption that has been going on for more than 10 years, and
shows little sign of stopping. There have been numerous challenges along the way:
the science of the eruption has been complex and demanding, and communicating our
scientific understanding – and its limitations - to administrators, the media and the
public has been a major preoccupation for all the scientists involved. This aspect of
crisis management has been especially crucial: while the officials concerned with the
crisis at all levels have changed over the years, seemingly incessantly and frequently,
the scientific personnel and their efforts have persisted, providing much-needed
continuity in the evaluation of hazards and risks for mitigation purposes. Thus, despite
its hurried inception, the MVO has been able to provide timely, high quality hazard
advice to the civil authorities and has maintained an exceptional record of all scientific
aspects of the eruption. Its public education and information efforts have been
extensive, and because of the prolonged duration of the crisis there have been unusually
high levels of interaction between scientists and the civil authorities, and between
scientists and the public. The experience of setting up and running the MVO under
difficult conditions has exemplified the advantages of scientific teamwork and
flexibility within the essential monitoring operations, and the benefits of openness and
clarity in public interactions. The opportunity has also been taken by the scientific
community involved with the Montserrat eruption to adapt and develop a formalised
methodology for the structured elicitation of expert judgement – an approach that is
used to obtain a 'rational consensus' for providing advice to the authorities in a timely
manner for urgent or difficult issues, such as changing alert levels, moving exclusion
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zone boundaries, and the parameterisation of numerical risk models. The procedure
de-personalises the task of generating advice and communicating it, promotes a
collective consensus across a diverse team of specialists while encouraging expression
of true individual scientific beliefs, and provides an auditable trail for the way such
scientific decisions have been made. This talk will summarise the course of the
eruption and the key volcanic events that have taken place, highlight some of the
challenges that have confronted the scientists, and describe how novel approaches and
solutions have been utilized to contribute to hazard mitigation.
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MANAGEMENT OF VOLCANIC CRISIS IN MERAPI
VOLCANO
A. Ratdomopurbo, Head of Volcanological Technology Reserch Center,
Directorate of Volcanology and Geological Hazard Mitigation
Among many types of hazards, volcanic eruption has so long taken most attentions
of Indonesian goverment to manage. There is about 80 volcanoes considered as active.
The first step of volcano monitoring in Indonesian volano was started in 1920 following
a volcanic disaster which caused thousands of people killed. Since then, the
Volcanological Survey of Indonesia (VSI) has been charged to provide primary
information on volcanic activity.
Monitoring volcanoes is done in two ways. First, every volcano is equipped with
observatory post where volcano observers stay. At least one seismograph is installed in
each volcano. Observers communicate by SSB-radio their daily monitoring data to the
headquarter of Directortore of Volcanology and Geological Hazard Mitigation
(DVGHM, former VSI) in Bandung. Monitoring Division of DVGHM is responsible to
analyse monitoring data and to take action for intensive monitoring if necessary. Second,
if there is an increase of volcanic activity, DVGHM send a response team to the volcano
in-crisis.
For Merapi volcano in Central Java, DVGHM has a branch office in Yogyakarta,
called BPPTK (center for developpement in volcanological technology, former Merapi
Volcano Observatory, MVO). BPPTK has three tasks, these are Merapi monitoring,
developpement in monitoring system and operating petro-geochemical laboratory.
Merapi is a low explosive volcano with a medium viscosity basalt-andesitic magma.
The summit is crowned with a lava dome or lava tongue. In average, eruption occurs
every four years. It has been about 24 eruption during the last century. Most of eruptions
are related to a destruction and reformation of lava dome. When the done become
unstable because of a new magma pression or of gravitional effect, it could collapse and
produces pyroclastic flow. Every eruption is almost accompanied by the presence of
pyroclastic flow. This is a major hazard and has been the main cause for death during
crisis. Even though the distance reached by pyroclastic flow usually does not exceed 8
km, it is still threatening factor because of dense population on Merapi flank. According
to the hazard map published by DVGHM, more than ten thousands people live in the
hazard-zone III. Beside the village people, there are also many workers at sand mining.
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About 11 thousand cubic meter of sand per day is exploited from Merapi flank. For that,
monitoring of Merapi need to be improved continuously.
Monitoring of Merapi volcano uses some techniques, such as seismic monitoring,
deformation monitoring and some other methods. Seismic signals is identified to
classify seismic events. Most of seismic events are shallow origin. As standard methods
in volcano monitoring, GPS surveys and EDM measurements are also done. Gas
emission is measured with Cospec. Periodic direct observation to the summit is
programmed to map the variation of summit temperature, to detect morphological
change and to sampel volcanic gas and condensates. Monitoring data from various
methods, as far as our experiences is comparable and complement one to the others.
Every monday morning, Merapi section of the BPPTK hold a meeting to discuss
monitoring data and to declared the state of Merapi activity. There are four Alert-level in
Merapi volcano : Normal (I), Waspada (II), Siaga (III) and the highest alert level Awas
(IV). BPPTK send regularly information about Merapi activity to local/ regency
government. Should there be an increase of activity and also an increase of Alert-level,
Regency government through an Operational Unit for Disaster Mitigation (local name:
SATLAK PBP) will take proportional actions from only in a form of public education
up to force mobilization for emergency crisis.
The close relation or coordination between BPPTK/DVGHM, as technical
information source on volcano activity, and SATLAK PBP, local government unit which
has a direct access to people, is the important factor which could make crisis
management easier.
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我が国における火山防災

－観測体制と過去の噴火事例－

Volcano Disaster Mitigation in Japan - Volcano observation, issuance of
information and past remarkable eruptions 気象庁地震火山部火山課課長補佐

小泉岳司

Takeshi KOIZUMI, Japan Meteorological Agency
Abstract:
There are 108 active volcanoes in Japan and significant volcano eruptions for
the past 30 years are listed as: Usu Volcano in 1977, Miyakejima volcano in 1983,
Izu-Oshima Volcano in 1986, Unzendake Volcano in 1991, Usuzan Volcano in 2000
and Miyakejima Volcano in 2000. For the early detection of volcano unrest and prompt
issuance of volcano information, the Japan Meteorological Agency (JMA) has
established four Volcano Observations and Information Centers (VOICs) at Sapporo,
Sendai, Tokyo and Fukuoka. The Coordinating Committee for Prediction of Volcanic
Eruption whose members comprise experts of volcanology and related organizations
(JMA is the secretariat) examines various observation data to evaluate volcanic
activities. JMA has been issuing volcano information that includes the current status of
volcanoes based on observation result and is utilized for appropriate disaster prevention
measures through local government, mass media and the webpage of JMA.
要旨：
世界の活火山約 1,500 のうち、日本には 108 の活火山があり、世界でも有数の火山国と
言える。日本では、平均すると毎年 5 火山で噴火が確認されており、過去 30 年間での規模
が大きな噴火活動としては、1977 年の有珠山噴火、1983 年の三宅島噴火、1986 年の伊豆大
島噴火、1991 年の雲仙岳噴火、2000 年の有珠山及び三宅島の噴火があげられる。
火山活動の異常の早期検知、火山情報の迅速な発表及び火山活動状況のより分かり易い
解説を行うため、気象庁は「火山監視・情報センター」を札幌、仙台、東京、福岡の４箇
所に整備し、24 時間体制で火山活動を監視するとともに、異常が発生した場合には速やか
に火山情報を発表する体制をとっている。
気象庁は、1965 年から火山情報の発表を行っている。火山情報は、火山観測の成果等に
もとづき、火山の活動状態を知らせ、防災に役立てるためのもので、発表された情報は地
方自治体や報道機関を通じて住民等に伝えられるほか、気象庁のホームページでも参照可
能となっている。火山情報には、緊急火山情報、臨時火山情報、火山観測情報の 3 種類が
ある。また、月毎の火山活動の状況を「火山活動解説資料」として分かり易くとりまとめ、
翌月の上旬に公表している。火山活動の評価にあたっては、気象庁だけでなく大学や研究
機関による豊富なデータ、解析結果を総合的に評価するため、気象庁を事務局とする火山
噴火予知連絡会が設置されている。
火山の噴火は、地上に生活する住民や構造物だけでなく、上空を飛行する航空機にもエ
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ンジンの停止などの深刻な被害を及ぼす場合がある。これに対処するため、世界には 9 つ
の航空路火山灰情報センターが設置されており、気象庁もそのうちの１つである東京航空
路火山灰情報センターを運営している。

Volcano Disaster Mitigation in Japan
- Volcano observation, issuance of information and past remarkable
eruptions Takeshi KOIZUMI, Japan Meteorological Agency
There are 108 active volcanoes in Japan, while the total number of active
volcanoes in the world is about 1,500. An average of five volcanoes have erupted
annually in Japan and significant volcano eruptions for the past 30 years are listed as:
Usu Volcano in 1977, Miyakejima volcano in 1983, Izu-Oshima Volcano in 1986,
Unzendake Volcano in 1991, Usuzan Volcano in 2000 and Miyakejima Volcano in
2000.
For the early detection of volcano unrest, prompt issuance of volcano
information and intelligible interpretation of volcanic activities to the public, Japan
Meteorological Agency (JMA) established four Volcano Observations and Information
Centers (VOICs) at Sapporo, Sendai, Tokyo and Fukuoka. Operators at each VOIC are
monitoring volcanoes 24 hours a day and will issue volcano information right after an
abnormal phenomena is observed.
JMA has been issuing volcano information since 1965. Volcano information
includes the current status of volcanoes based on observation result and is utilized for
appropriate disaster preparedness measures through local government, mass media and
the webpage of JMA. Today, JMA issues three kinds of volcano information: volcanic
alert, volcanic advisory and volcanic observation report. In addition, Volcanic Regular
Bulletin is released at the beginning of every month. To examine various observation
data and evaluate volcanic activities, the Coordinating Committee for Prediction of
Volcanic Eruption whose members comprise experts of volcanology and related
organizations (JMA is the secretariat) has been established since 1974.
Volcanic eruptions may cause serious damage not only for people and
buildings on the ground but also for airplanes because volcanic ash clouds contain
extremely hazardous materials mainly to the engines. Nine Volcanic Ash Advisory
Centers (VAACs) including Tokyo VAAC are in operation. Tokyo VAAC is
responsible for the East Asia and the Northwest Pacific region.
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2000 年有珠山噴火
The Eruption of Usuzan Volcano in 2000
気象庁地震火山部火山課課長補佐

小泉岳司

Takeshi KOIZUMI, Japan Meteorological Agency

Abstract:
The Usuzan Volcano, locates in the southwestern part of Hokkaido, Japan,
erupted at 13:07 JST on 31 March 2000 and the volcanic activity lasted until September
2000. Before the eruption, local governments established headquarters for volcanic
disaster preparedness based on the Volcanic Advisory on 28 March issued by the Japan
Meteorological Agency and issued evacuation orders based on the Volcanic Alert on 29
March. Approximately 15,000 residents and tourists evacuated without any disorder and
no human life was lost.
要旨：
有珠山は、北海道南西部、洞爺湖を有する洞爺カルデラの南縁と噴火湾（内浦湾）の間
に位置し、山頂部に直径約 1.8km の外輪山を有する小型の成層火山と、山頂部および山麓
に多数分布する溶岩円頂丘※１や潜在円頂丘※２から構成されている。主な溶岩円頂丘はそれ
ぞれ大有珠、小有珠、金比羅山、東丸山、昭和新山などと呼ばれ、現在の有珠山の最高部
は標高 732m の大有珠である。
※1 粘性の大きな溶岩からなる、急斜面の側面を持つ丘状の火山。溶岩ドームとも言う。
※2 粘性の大きな溶岩が地表面の近くまで上昇し、地面を持ち上げて出来た地形。

平成 12 年（2000 年）3 月 27 日、有珠山で微小な地震活動が始まった。気象庁は、3 月
28 日 00 時 50 分には観測事実を火山観測情報第 1 号として発表して防災機関の迅速な立ち
上がりを促すとともに、火山活動の評価結果を同日 02 時 50 分に臨時火山情報第 1 号とし
て発表し、火山活動への注意を呼びかけた。地元自治体は災害対策本部を設置するととも
に、一部の住民に対して自主避難要請を行い、住民は自主避難を開始した。
さらに 29 日には、気象庁は「噴火の可能性が高い」との火山噴火予知連絡会の活動判断
を緊急火山情報第 1 号として発表し、噴火に対する警戒を呼びかけた。気象庁が噴火前に
噴火の可能性があるとの緊急火山情報を発表したのは今回が初めてであった。この緊急火
山情報の発表を受け、地元自治体はハザードマップに基づいて順次避難勧告、避難指示を
発令し、最大 15,000 人の住民の避難が行われた。このような厳重な警戒態勢のもと、3 月
31 日 13 時 07 分、有珠山は西部の山麓から噴火を開始した。事前の避難が功を奏し、一連
の活動を通じての人的被害はゼロであった。
4 月 5 日、火山噴火予知連絡会「有珠山部会」は爆発的噴火及び火砕流に対する警戒を呼
びかける見解をまとめ、気象庁及び火山噴火予知連絡会は噴火の規模、場所、様式等を想
定し、主に噴石と火砕流の到達範囲の検討結果を国の有珠山非常災害現地対策本部（以下、
有珠現地災対）に示した。この検討結果により、有珠現地災対では避難指示区域内を 3 つ
の地域(カテゴリー)に分け、総力をあげた監視の中で作業や一時帰宅のための立ち入りを
認める対策を講じた。4 月 5 日以降も、火山噴火予知連絡会の見解に基づいて立ち入り規制
の緩和等が行われるとともに、カテゴリー区分も変更されるなど、火山噴火予知連絡会は
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適切な防災対応に非常に大きい役割を果たすこととなった。
その後の噴火活動は、4 月上旬までは西山西麓と金比羅山の 2 つの火口群で新しい火口を
次々に形成しながら、マグマ水蒸気爆発～水蒸気爆発を繰り返す形で推移した。これらの
火口群の活動は 5 月以降徐々に低下し、翌 2001 年 9 月には噴石や噴泥の噴出活動も停止し
た。
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1986 年伊豆大島噴火，2000 年三宅島噴火
Izu-Ooshima, 1986, Miyakejima, 2000 eruptions
山梨県環境科学研究所所長

荒牧重雄

Shigeo ARAMAKI, Director, Yamanashi Institute of Environmental Sciences
●

1986 年 11 月 15 日に伊豆大島三原山の中央火口（A 火口）から噴火が始まり，最初

の溶岩噴泉活動からストロンボリ式噴火が継続し，A 火口は溶岩によって埋没して行った．
5 日後には，溶岩流は三原山火口縁を溢流してカルデラ床に展開した．11 月 2１日，顕著な
浅い群発地震の発生の後，三原山の北東斜面から北方に延びた噴火割れ目が生じ，16 時 15
分頃から溶岩噴泉活動が始まった（B-火口列）
．噴泉の高度は最高 1500m に達したが，噴
出した大量のスコリアは東方に伸びたサブプリニー式の降下堆積物を形成した．また，一
部火砕成の溶岩流がカルデラ内に展開した．17 時 46 分外輪山の北側斜面に C-火口列が生
じ，ストロンボリ式噴火と溶岩流出をおこなった．溶岩流は元町の中心部へ向かって流下
してきたので，一部の住民は大島を退去し始めた．22 時頃までには，全島避難の勧告が出
された．約 1 万人が数時間以内に救援に駆けつけた船舶によって島を離れた．死者，負傷
者はなかった．噴火は 23 日には終了した．
11 月 15～21 日の間は，噴火が A-火口地域に留まったため，町民も観光客が戻ってくる
と喜んでいた．B-火口列の噴火は予知されなかったので，突然の大噴火を多くの人々が目
の前にして衝撃を受け，山頂から急いで避難した．振り返ってみれば，大島全島の避難は
必ずしも必要ではなかったが，噴火開始後の混乱状態では，的確な状況の判断が困難であ
り，部分的な避難は返って混乱を助長させたかもしれない．
予期しない現象の急激な立ち上がりのため，また夜間のため，組織的系統的な対応は不
可能であったが，不意を突かれた状態での防災機関の対応は，それなりに効果的であった
と考える．防災対策を振り返ると多くの問題点が指摘され，教訓が得られる．
●

第 1 ステージ：2000 年 6 月 26 日 21 時過ぎから三宅島西岸部に地震が群発し，その

中心部は西方へ移動しながら翌 27 日昼ごろには島外へ出た．群発開始後 5 時間以内に緊急
火山情報を発令し，西岸の住民は北・東岸へ避難した．27 日 11 時頃西岸沖で海底噴火を確
認．過去の事例と同じように，地震群は島外に去ったとの認識の下に避難は解除された．
第 2 ステージ：7 月初旬から山頂直下で地震が群発．8 月 8 日山頂火口の一部が陥没．14
日弱い噴火開始．8 月 10，18，29 日マグマ水蒸気爆発．噴煙は最大 8km の高度まで確認
され，島内に最大径１ｍの岩塊が落下．山頂は陥没が拡大し，8 月末には直径 1.6km，深さ
400m．地下で大量のマグマの移動があり，カルデラを生じたと解釈される．
第３ステージ：8 月末には島民の間で不安が高まり，島外へ避難するものが増加．9 月 3
日以降，全島避難が実施される．約 4000 名が主に東京都都市部へ避難．その頃から火口か
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ら噴出する火山ガス（SO2）の量が顕著に増加．12 月頃には最高 10 万トン・日に達した．
世界の火山学史上，最大の値である．ガスの量はゆっくり減少しているが，2005 年始めま
では，帰島が不可能であった．
第 1 ステージは，前兆現象が短いにもかかわらず，緊急火山情報を発令して，避難勧告
を行ったことは，適切な措置であった．しかし，第 2 ステージのような現象が起きること
は，専門家でさえ予想していなかった．引き続いて発生した，長さ 30km にわたる NW-SE
方向の大群発地震群（三宅島と神津・新島を結ぶ）に沿って地下に割れ目が生じ，大量の
マグマが貫入したというモデルに従えば，三宅島直下のマグマ溜りから大量のマグマが脱
出し，カルデラ陥没を引き起こしたというモデルが考えられる．類似の現象は三宅島で約
3000 年前にも発生したことがわかっていた．このような低頻度の陥没現象を予測すること
は極めて困難であると考える．
第 2 ステージの火山学的な把握が進まなかったことも原因のひとつであろうが，第 2 ス
テージの後半から第３ステージのはじめの期間の行政対応はきわめて不本意なものがある．
行政システム内部での解明が進んでいない現状では，表面的な理解だけでは不十分で，結
果的には，住民避難の際の混乱，避難先での困難さなどの問題点が指摘される．
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火山活動情報を行政に生かし連携するかたち
－1998 年岩手山噴火危機対応の事例－
Strategy for application of volcanic information to management
- Case studies of volcanic crisis of Iwate, 1989 –
岩手県総務部総合防災室火山対策指導顧問

土井宣夫

岩手大学副学長

斎藤徳美

Nobuo Doi, Iwate Prefecture
Tokumi Saito, Univ. of Iwate
日本では火山観測情報は気象庁が発表し、火山活動の総合的な評価は気象庁長官の私的
諮問機関である「火山噴火予知連絡会」が大学や国立研究所等の観測情報を含めて行い、
統一見解などの形で発表している。1998 年 2 月中旬に始まる岩手山（標高 2,038ｍ）噴火
危機では、火山活動情報を地元岩手県と市町村の防災担当者が理解し、災害対策基本法上
の責任者である岩手山関係 6 市町村の首長の判断をうながし、行政行動に結び付けるシス
テムが必要となり、岩手山噴火を想定した公的なシステム作りを模索した。
若干の紆余曲折を経て、現在のシステムが出来上がったのは、1998 年 7 月であった。こ
のシステムは、①火山活動情報を分かりやすく解説し、防災上の方向性の提言まで踏み込
むことを目指す「岩手山の火山活動に関する検討会」（県事務局；非公開）、②防災上の提
言をうけて具体的な防災対策を立案する「岩手山火山災害対策検討委員会」（県・国土交通
省共同事務局；公開）、③「委員会」に引続いて開催され、防災対策案を行政判断し、行政
行動に結びつける「岩手県と岩手山関係 6 市町村長との協議」
（公開）からなる。これによ
り検討過程を報道機関に公開した上で、行政行動を起こすことが可能になった。
このシステムの中で、すべての基本となり、運営が最もむつかしかったのが、「岩手山の
火山活動に関する検討会」である。仮にこの「検討会」が「火山噴火予知連絡会」と同様
に学術的な見解のみを繰り返すならば、活動する火山を抱える地元行政は適切な判断と行
政行動ができないであろう。この「検討会」の設置の趣旨を明確にするため若干の紆余曲
折があったが、その過程で、参加委員に「判断の結果については地元行政とともに責任を
とる覚悟」が培われたことが、このシステムを機能させる力となった。
また、火山活動の緊急時を想定すると、防災責任者である首長は、行政専門家としての
強い自覚が要求されたが、その一方で、火山専門家でないため単独での行政判断が難しい
ことから、岩手県知事が「検討会」から必要な助言を得て判断し、首長に対して助言する
体制が構築された。県知事と市町村首長とが連帯し、連携して行政責任を果たす体制は、
「岩
手山火山防災ガイドライン」
（2000 年）に明記され、火山防災の共通認識とした。ハード面
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では、緊急連絡用に東北大学（観測中心機関）・岩手大学（地元防災中心機関）・盛岡地方
気象台（火山観測情報発表機関）・岩手県（災害警戒本部と県知事）をテレビ会議システム
でつなぎ、岩手県と 6 市町村間をテレビ・電話会議システムでつないだ。
岩手の防災体制が約 5 ヶ月間でゼロから立ち上げられた背景には、県都盛岡に近接した
火山が活動したこと、隣県を含まず岩手県１県で対応できた事情があるが、最も重要なの
は、岩手大学を中心とする産学官民のボランティア連携組織である岩手ネットワークシス
テム（ＩＮＳ；Iwate Network System）の活動が社会に根付きつつある中で、ＩＮＳ「岩
手山火山防災検討会」（代表幹事：斎藤徳美工学部教授）の活動と斎藤教授自身の強い指導
力があった。ＩＮＳ「岩手山火山防災検討会」は、3 大学と国（盛岡地方気象台・国土交通
省岩手河川国道事務所・国土地理院・環境省・林野庁・陸上自衛隊）、岩手県（本庁 5 部署・
岩手県警）、6 市町村（防災担当者・消防団）、報道機関（テレビ・新聞）
、団体、民間会社
など約 50 機関の有志と民間人が個人の資格で参加する拘束力のない会であるが、各機関の
防災対策の中核担当者が参加して実務的な自由討論を行い、機関に持ち帰って事業に反映
させた。このためＩＮＳは、実質的に防災対策の企画・調整・先導・研修・情報交換など
を行うゆるやかな組織として、各機関の上位に自然に位置付けられるようになった。前述
の「岩手山の火山活動に関する検討会」の委員の多くがＩＮＳのメンバーであった。
ＩＮＳの会議の後に毎回開催される懇親会では、立場をこえて自由な議論が交わされ、
新たな企画が生まれ、調整が計られた。また民間会社の間では技術提携も行われた。こう
した自由な雰囲気は、関係者相互の信頼感をはぐくみ、幅広い連携を可能にした。岡田・
宇井（1997）が提案した「減災の三角錐（テトラヘドロン）」は、岩手では、住民の活動を
主体的に位置付けた「減災の四角錐」と、その底辺にある各機関と住民の連携をはかるＩ
ＮＳの活動とで表現される。
1998 年岩手山噴火危機は、国の火山観測情報や火山活動の学術的評価を行政行動に結び
つける地元（県レベル）の公的システムが必要であること、しかしこうしたシステムも所
詮は「目には見えない箱物」であり、システムを支える人の見識と連携が大切であること、
災害対策基本法の枠を越えて知事と首長が連帯し、連携することが大切であることを教え
てくれた。
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環富士山火山防災連絡会の経緯と今後の展開について
（山梨県富士吉田市）
Inter-Prefectural Mt. Fuji Disaster Information Network
(Fuji-Yoshida City, Yamanashi Pref.)
富士吉田市企画部長

渡辺則明

Noriaki WATANABE(Director of Planning Department)
要旨：
全国有数の観光地である富士山の噴火は過去、長い間、地元ではタブー視されていたが、
2000 年からの有珠山、三宅島が相次ぐ噴火や、富士山周辺で低周波地震が多発したことも
あり、富士山周辺地域でも火山災害に対する備えの必要性の声が高まった。こうしたなか、
国は 2004 年 6 月に富士山ハザードマップを公表し、富士山噴火に対する防災対策にも取り
組み始めた。一方、富士山を共有する自治体でも県境を越えて手を組むことが必要と考え、
山梨、静岡両県の周辺市町村により全国初の県境を越えた連携組織「環富士山火山防災連
絡会」が設立された。
以前は、タブー視されていた富士山噴火が、その対策を議論できるようになったのは、
有珠山の噴火等を通じハザードマップの有効性が行政や住民に理解されてきたこと、富士
山周辺自治体でも火山防災の重要性と連携の必要性が認識されてきたこと、火山噴火が災
害というマイナスイメージではなく、災害への備えがプラスに働くという社会情勢に変化
してきたことが考えられる。
今までの連絡会の活動では、火山防災の先進地事例による学習会を実施し、今月開催さ
れた「2005 火山砂防フォーラム」に共催として参加した。今後の活動では、定期的に情報
や意見を交換していくなか、火山防災に対する課題の抽出や意識の共有化を図っていき、
また、災害時の相互応援協定を年度内にまとめていく予定である。国の「富士山火山広域
防災検討会」の最終報告が行われたことを受け、各市町村の地域防災計画に反映できるよ
う、火山防災の学習会を実施し、国、県への要望事項も協力して行っていく予定である。
この連絡会に必要なことは、自治体も、国や学識者に一方的に情報を求めるのではなく、
火山防災に関する情報を理解、認識する力をつけることである。参加自治体のすべてが情
報を同時に入手し、同じレベルで情報を理解することであり、富士山の火山防災対策を共
通の課題として認識していくことである。地域の事情の差はあるが、広域連携という視点
にたち、情報の共有化と共通理解を図っていくこと、この火山防災の機運を風化させない
ような努力をしていくことが大切である。
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富士河口湖町の取り組みについて
「観光資源としての富士山と火山防災」
Plan of Fuji-Kawaguchiko Town “Relation between Mt. Fuji and
volcanic disaster prevention in view of tourism”
富士河口湖町

町長

小佐野常夫

Tsuneo Osano, Mayor of Kawaguchiko Town
標高３，７７６ｍの、日本で最も高い山である富士山は、その高さだけではなく、その
美しい姿により、世界に誇る日本のシンボルとなっている。
独立峰という特異な立地が、青木ヶ原樹海等の多様で豊かな自然とともに、貴重な動植
物の宝庫となっている外、河口湖に代表される麓の湖と相まって、貴重な観光資源となっ
ている。
かつては、富士山の噴火を口にすることは、観光にダメージを与えるという懸念から、
タブー視されてきたが、２０００年１０月から２００１年５月にかけての、富士山のマグ
マの動きが原因と思われる「低周波地震」が頻発したこと、また、富士山は、地下深くで
今も活動を続けている活火山であること等を勘案すると、噴火を直視しなければならない
と考えるところである。
ハザードマップが作成されたこともあり、その被害を受ける可能性のある地元、富士河
口湖町としては、観光団体等と連携して、徹底した防災対策を取ることが求められている。
町では、２０００年１２月１２日、河口湖観光協会を主体とした、第１回観光客避難誘
導訓練を実施し、その後、毎年１１月から１２月に同訓練を実施している。
さらに、ハザードマップで示された陸路不通が予測される場合の対策として、湖上での
船舶による災害弱者輸送訓練を実施している。
また、２００５年１１月には、河口湖温泉旅館組合を主体とした、自主防災組織を立ち
上げ、行政と連携した防災対策を徹底する一方、宿泊客の安全・安心に寄与するため、宿
泊施設を対象に、防災精通者の審査により、適切な防災対策を取っている宿泊施設に対し
て、防災 適 マークの発行を計画している。
以上、富士河口湖町においては、火山防災対策を徹底すること、また、その対策を観光
客に広く、深く知らしめて理解していただくことが、安全で安心できる観光地として、危
険を孕んだ観光資源としての富士山を、最大限に生かす道であると考えているところであ
る。
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火山防災における火山研究者の役割
Role of Japanese Scientists on the Volcanic Disaster Mitigation
火山噴火予知連絡会会長・東京大学地震研究所

藤井敏嗣

Toshitsugu FUJII, Earthquake Research Institute, The University of Tokyo
Chairman of the National Coordinating Committee for Prediction of Volcanic Eruption
It is expected that the Coordination Committee for Prediction of Volcanic Eruption
(CCPVE) should contribute to the mitigation of volcanic disaster through the adequate
evaluation of the state of the unrest volcano. Actual task for the disaster mitigation will
be performed by the administrative organs including JMA. Because of this situation,
many of the members of the CCPVE are volcanologists of National Universities
although a few are representing the administrative organs.
The volcanologists of the CCPVE also play another role for the mitigation of
volcanic disaster. Most of them are member of the advisory committee for the local
government, who is responsible for the mitigation of local disaster. Sometimes, they act
as principal advisors or home doctors for the local government during the volcanic crisis.
Shimabara observatory of Kyushu Univ during the 1990-1995 eruption of Unzen
volcano, and Usu observatory of Hokkaido Univ during the 2000 Usu eruption played
significant role in this advisory function. This kind of contributions by the university
volcanologists have worked fairly well these 30 years except for the 2000 eruption of
Miyakejima where we do not have any volcano observatory except for JMA weather
station.
However, such double castings may not be available in the future. Because of the
personnel retrenchment in volcano observatories, it may become quite difficult to
maintain intimate relationship with local government during dormant period, and
consequently it would become difficult to establish proper communication with local
government during volcano unrest. For example, Izu-Oshima observatory has neither
resident scientist nor technician these several years. Also because scientists are
evaluated by the amount of their publications in the international journals rather than the
contribution to the local community, the university volcanologists may concentrate in
academic research rather than involvement in the hazard mitigation. This situation
might be accelerated since the National Universities have been restructured as
independent agencies in 2004. As they are encouraged to produce much more papers of
the international grade, or to be engaged in patentable research, the contribution to the
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mitigation of the volcanic hazards by the university volcanologists could be reduced in a
near future.
火山噴火予知連絡会の主要な任務は，火山噴火に際し噴火現象の総合判断を行い，火山
情報の質の向上を通じて，防災に貢献することとされている．すなわち，直接の防災活動
は気象庁をはじめとする行政機関が行うが，その基盤となる噴火現象の総合判断は予知連
絡会が行うのである．このため，構成員には内閣府や文部科学省などの行政官もいるが，
多くは学識経験者としての火山研究者である．
しかし，現実には予知連絡会に属する火山研究者は別の側面も持つ．火山活動の高まっ
た火山に関して，予知連絡会のもとに作られる総合観測班の一員として観測にあたり，噴
火推移の把握に必要な観測データを取得する．また，地元火山の観測所構成員として，地
方自治体・地域測候所と密接な連携をとり，火山防災にあたる．わが国には強力な中央直
轄の防災機関が存在せず，火山災害が発生した場合，最終的な住民保護のための施策は市
町村が行うことになっているから，地方自治体に対する防災アドバイザーの役割を果たす
のである．１９９０－１９９５年雲仙噴火の九州大学島原観測所，２０００年有珠山噴火
の北海道大学有珠山観測所の活動がこの典型例である．火山噴火予知計画発足以来，この
ような仕組みによって，わが国の火山防災は機能してきた．しかし，三宅島２０００年噴
火に見るように，現地に大学の観測所・観測拠点がない場合には火山研究者と行政との連
携に困難が生じる場合がある．しかも，大学の観測所が将来的にもこのような役割を果た
していけるかどうかは定かではない．
一つには数十年間継続してきた大学定員削減にともない，技術職員が減少し，大学が観
測所を維持することが困難になりつつあり，結果として現地の自治体との密接な協力関係
が薄まる可能性がある．既に，伊豆大島観測所のように無人化したところもある．さらに，
研究者評価の影響も無視できない．大学における理学研究者は社会に如何に貢献したかよ
りも，国際学術誌にいくつの論文を書いたかで、あるいは最近ではパテントのとれる研究
をしたかどうかで評価される．国立大学の法人化により，この傾向に拍車がかかっている
ので，火山防災に対する大学研究者の貢献は困難になることも予想される．幸い，２０世
紀後半にはわが国で大規模な火山噴火は生じなかったが，２１世紀もその幸運が続く保証
はない．火山観測，火山防災の体制を考え直す時期に来ているかもしれない．
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日本の火山防災行政
Volcanic Disaster Management System in Japan
内閣府（防災担当）地震・火山対策担当参事官

上総周平

Shuhei KAZUSA, Director for Earthquake and
Volcanic Disaster Management, Cabinet Office
要旨：
日本の行政は、国、都道府県、市町村の３層構造となっており、火山防災をはじめとす
る防災行政についてもそれぞれの役割が定められている。発災時にはまず市町村が対応す
ることが基本であり、災害の規模や市町村の要望等に応じ、都道府県や国が支援を行う。
国としての防災行政については、内閣府（防災担当）における総合調整のもと、関係省
庁の連携により実施されている。
発災時の政府の初動対応については、発災時には直ちに幹部職員が官邸に参集するとと
もに、被災情報を集約し、内閣総理大臣の指示のもと、災害対策本部の設置や政府調査団
の派遣等、当該災害に対する国の対応に係る基本的な方針を決定する。大規模な災害の場
合は、非常災害対策本部（本部長：防災担当大臣）、さらに規模が大きい場合は緊急災害対
策本部（本部長：内閣総理大臣）が設置され、国を挙げて応急対策を実施する。
復旧・復興段階においては、被災者の生活再建等のため、被災の程度に応じ、被災者、
地方公共団体への財政的支援が行われる。
火山災害についての予防対策としては、「活動火山対策特別措置法」に基づき、避難施設
の整備、火山灰除去等の対策が進められている。また、多くの活火山地域において、噴火
の影響範囲や避難場所等を地図上に示したハザードマップが地方公共団体により作成され
ている。内閣府では、マップ作成のためのマニュアルの整備等を通じてこれを支援してい
る。特に、富士山に関しては、影響が広範囲に及ぶことから、関係省庁、関係地方公共団
体、学識経験者が共同してハザードマップを作成（平成 16 年 6 月）した。さらに気象庁か
ら出される火山情報に応じた避難対策等の対応を検討した。
近年の火山災害において特徴的な対策がなされた例として、有珠山（2000 年）、三宅島
（2000 年）がある。
有珠山では、噴火直前から、国、道、市町、火山専門家が合同して現地対応を行った。
その結果、約 15,000 人の住民・観光客が無事避難し、犠牲者は出なかった。
三宅島では、噴火活動の活発化を受けて 4000 名弱の全島民が本土へ避難、噴火活動がお
さまった後も、二酸化硫黄を主成分とする火山ガスが噴出（数万トン／日）し、本年 2 月
に避難指示が解除されるまで、島民は約 4 年半にわたる長期間避難を余儀なくされた。
こうした事態を受け、国は都と共同して、学識経験者、関係行政機関等より成る「火山
ガス検討会」を設置し、二酸化硫黄の濃度を 4 段階に分けて、各レベルに応じてとるべき
行動（ガスマスク装着、避難所へ避難、等）を整理した。
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また、避難が長期にわたったことから、帰島に向けての課題及び対策を検討するため、
国、東京都、三宅村は共同で「帰島プログラム準備検討会」を設置し、火山ガスへの安全
対策、住宅・学校等の基盤整備、住民の生活再建の観点から、課題や対策、実施時期等を
整理した。
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消 防 庁 における火 山 災 害 への対 応
Emergency Response for Volcanic Disaster
by Fire and Disaster Management Agency
消防庁国民保護・防災部防災課長

金谷

裕弘

Yoshihiro Kanadani,
Disaster Management Division,
Fire and Disaster Management Agency
（概 略）
日本は世界の活火山の約７％有する火山国であり、これまでに多くの噴火災害を経験している。
最近の噴火災害のうち、１９９１年の雲仙岳では火砕流により４３名もの尊い人命を失っている一
方、２０００年の有珠山や三宅島においては、死者などの人的被害の発生はなかった。
例えば、有珠山噴火災害での対応としては
・ハザードマップの作成配布等による住民の早期避難
・いち早い現地対策本部の設置による火山学者等との連携
などが効果を挙げた例として取り上げられている。
消防庁としても、有珠山や三宅島の事例を参考に、ハザードマップの作成、提供や地域防災計
画の整備・点検、学術機関も含めた関係機関との連携などの対策の強化を求める通知「火山噴火
災害対策の強化について」を発出し、関係団体などによる情報を共有するため「火山災害関係都
道県連絡会議」を設置した。
また、有珠山では、国内で大規模な災害等が発生したときに、消防庁長官の応援の措置要求に
基づいて、都道府県の枠を越えて広域的に出動する部隊「緊急消防援助隊」が出動し約１ヶ月間
活動した。
さらに、三宅島においては、帰島時などに火山ガスに対する安全を確保するために、退避舎（クリ
ーンハウス）や小型脱硫装置の整備に対して、消防庁として財政支援を行っている。
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【主な項目】
Ⅰ.火山災害の概況
・世界の災害に比較する日本の災害
・過去の主な火山噴火災害
・２０００年の有珠山噴火の特徴

Ⅱ.災害対策基本法
・災害対策基本法の基本スキーム
・災害対策基本法上の国と地方の権限

Ⅲ.消防庁の対応
・「火山噴火災害対策の強化について」防災課長通知
・「火山災害関係都道県連絡会議」の設置
・緊急消防援助隊について
（有珠山噴火災害時における活動状況）
・活動火山対策特別措置法による支援
（三宅島噴火災害における支援）
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火山砂防事業の現状について
Sabo strategy around volcanoes
国土交通省河川局砂防部砂防計画課
火山・土石流対策官

西本 晴男

Haruo Nishimoto,
Ministry of land Infrastructure and transportation
現在日本には 108 の活火山が分布しており、1990 年の雲仙・普賢岳、2000 年の有珠山や三宅
島など、近年火山噴火に伴う土砂災害が頻発している。これに対して、108 の活火山のうち周辺地
域の重要度や緊急性の高い 29 火山に対しては、火山泥流、土石流等による被害を防止するため
砂防設備の整備を行う火山砂防事業やハザードマップの作成・公表、監視カメラの設置等の警戒
避難体制の整備を行う火山噴火警戒避難対策事業により噴火災害を軽減するための対策が行わ
れている。
また、火山によっては噴火口の位置や溶岩流等の流下方向を事前に想定することが難しい場合
もあり、さらに、現在の厳しい財政状況や火山周辺の豊かな自然環境を考慮すると、平常時から大
規模な対策施設を山麓全域に配置することは現実的でない。一方、近年の噴火災害の経験から、
特に関係機関が連携した危機管理的なソフト対策や火山活動状況に応じた緊急対策工の施工が
重要であることが明らかになってきた。そのため、国土交通省は、関係機関と連携して「火山噴火
緊急減災対策」を行うこととしている。
本報告は、国土交通省における火山砂防事業を紹介するとともに、新たな取り組みである「火山
噴火緊急減災対策」を紹介する。
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我が国の火山防災へ向けた取り組み－火山監視と評価－
Approach to volcano disaster mitigation in Japan
- Surveillance and evaluation of volcanic activity 気象庁地震火山部火山課火山対策官

山里

平

Hitoshi YAMASATO, Japan Meteorological Agency
Abstract： Japan Meteorological Agency (JMA) has the responsibility to release
Volcano Information if distinctive volcanic activities are taken place in Japan. JMA is
continuously monitoring activity at about 30 volcanoes and issues Volcano Information
immediately when abnormal phenomena are detected. The Coordinating Committee
for Prediction of Volcanic Eruption (CCPVE), of which the secretariat is JMA,
examines various volcano observation data to evaluate volcanic activity. Its members
comprise experts of volcanologists and related organizations. Comments on volcanic
activity released by CCPVE are issued to the public as Volcano Information by JMA.
要旨：
火山の近傍に居住地や観光地が多く，高度に社会基盤の整備が進んでいる我が国におい
ては，火山活動に異常があった場合の火山噴火予知に対する期待は非常に大きい．国民の
生命・財産を守るための火山活動に関する情報発信は気象庁がその責任を負っている．2000
年の有珠山・三宅島の噴火を経て，気象庁（JMA）は，2002 年から 4 つの火山監視・情報
センター（札幌，仙台，東京，福岡）が 24 時間体制で火山活動を監視し，異常が発生した
場合には速やかに火山情報を発表する体制を構築した．また，火山活動に関する多方面に
わたる観測調査結果を評価するため，大学や研究機関等からなる火山噴火予知連絡会
（CCPVE；事務局：気象庁）が設置されており，その評価結果は気象庁が火山情報として
発表する．
2004 年に噴火した浅間山では，地震活動や噴煙活動の高まりに応じて，気象庁は噴火 1
ヶ月前に火山活動度レベルを 1 から 2 に引き上げるとともに，噴火当日（9 月 1 日）午前に
は「ごく小規模な噴火は発生する可能性がある」とする火山情報を発表した．その夜（20
時 02 分）に発生した噴火は予想を上回る爆発的な噴火であったが，高感度カメラや空振計
等で噴火を検知した気象庁は，噴火 7 分後には臨時火山情報を発表し，火山活動度レベル
を 2 から 3 に引き上げた．噴火直後から気象庁や大学等研究機関が観測を強化し，8 日後に
臨時に開催された火山噴火予知連絡会は，噴出物の分析等から「マグマが関与しており噴
火を繰り返す可能性がある」との見解を発表した．火山活動は火山噴火予知連絡会の予測
どおりに進み，火口底へのマグマ上昇，活発な爆発的噴火活動に移行した．その後も火山
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噴火予知連絡会は，定期的に浅間山の火山活動についての見解を発表した．気象庁は，2005
年 6 月に短期的には火山活動が低下したと判断しレベルを 2 に引き下げた．
このように，我が国での火山活動の評価は，気象庁及び火山噴火予知連絡会が連携して
行っており，短期的な異常現象等検知と情報発信は 24 時間体制を持つ気象庁が，そして中
長期的予測等の火山学的検討は合議体である火山噴火予知連絡会を中心に行っている．
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Q & A on Volcanic Crisis Management

火山噴火対応事例に関するアンケート回答集
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1. Name of volcano
Mount St. Helens
2. Time of eruption
1980-86, 2004-present
3. Style of eruption
Phreatic or phreatomagmatic, 3/27/80- mid May 1980; also, Oct 1, 2004.
Magmatic, 5/18/80- Oct 1986; also, Oct 2004-present.
Including:

Sector collapse and lateral blast (5/18/80), plinian (5/18/80),

subplinian (5/25/80, 6/12/80, 7/22/80, 8/7/80, 10/16-18/80.
Episodic Dome growth, summer 1980 and especially 10/80- 10/86.
Continuous (now slowing) dome growth, Oct 2004-present (Oct 2005)
Precursors to 1980 eruption = strong seismicity (VT’s, tremor, and some low freq
eqs; pronounced deformation (bulge) of the North flank due to cryptodome
intrusion.

Minimal thermal or SO2 manifestation, probably because hot gas

was being scrubbed into the hydrothermal system.
4. Casualty (main cause of death)
57 on 5/18/80, mostly from lateral blast.
Injury :

Several persons at the edge of the blast and/or briefly caught in the

mudflow.
5. Number of person evacuated
Roughly 500-1000, mostly loggers and Spirit Lake weekend cabin owners.
6. Affected population
>100,000, most affected by ashfall across eastern Washington and mudflows
down the Cowlitz and Columbia Rivers.

Indirect effects on many more, e.g.,

those in the shipping and trucking industries.
7. Sequence of eruption
Sudden collapse of unstable north flank of volcano, unroofing magma and
hydrothermal system that combined to generate a large laterally directed blast
that killed 57 and destroyed 600 km2 of forest.
5/18/80, plinian eruption.

Then, for the balance of

Subplinian eruptions on the dates noted above,
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followed by episodic dome growth once every few months until Oct 1986.
Renewed eruption (dominantly, extrusion of viscous lava dome, Oct 2004present (Oct 2005).
8. How the defense force responded to the eruption
Most official response was directed by the primary land manager, the U.S.
Forest Service, by the State of Washington’s Dept. of Emergency Services (civil
defense), and by sheriffs of three counties (Cowlitz, Skamania, and Lewis).

The

Forest Service was particularly well suited to coordinate response because it
was experienced in forest fire responses, and because it was relatively apolitical.
National and State level military forces were not used except during Search and
Rescue.
9. Responsible administration and personnel
Overall coordination by The Forest Supervisor, Gifford Pinchot National Forest,
and the director, State Dept. of Emergency Services.

Many concerned parties

(local government, private companies, utilities, etc) posted representatives to an
Emergency Coordination Center (ECC) that operated for two months before and
for about a year after the big 1980 eruption.
10. Responsible person of observation, surveillance, and advisory
US Geological Survey Mount St. Helens team, led at various times by Bob
Christiansen, Don Peterson, Bob Decker.
11. Collaborating organizations
The principal collaborating organization was the Univ. of Washington
Geophysics Program (Steve Malone and colleagues), who operated the
Washington seismic network and expanded it for Mount St. Helens.
12. Name of person entered into this questionnaire
(Your name)

Chris Newhall, hired into full-time status as a result of the

5/18/80 eruption.

I was not involved in decision making or warnings before

5/18; after joining the new CVO staff in early September 1980, I served for
several years as the liaison between scientists and public officials before moving
back into a research position.
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13. Process of decision making about official prediction of eruptive Sequence
Scientific team meetings most evenings, to review the day’s data and various
hypotheses about processes and possible outcomes.

Vigorous scientific debates

were common; what was presented was a consensus of most individuals but
sometimes not unanimous.

A Worst-case scenario (Bezymianny, similar to

what eventually occurred) was discussed privately but not mentioned publicly
because no one in the USGS really understood what had occurred at
Bezymianny, or was confident that it would occur at Mount St. Helens.

In

retrospect, the best analysis was made by a university colleague (Barry Voight)
who submitted his idea of possible events (a Bandai-san collapse scenario with
blast) to the USGS in early May.

One shortcoming of official predictions before

5/18/80 was that some of the scientists who could have contributed more were
based close to the volcano and thus could not participate in every nightly
meeting.

Logistical issues were partly responsible for this separation.

14. Process of incorporating scientific information into disaster mitigation process
The USGS advised the Forest Service and State DES (and, through DES, the
State Governor) of what it judged was the most likely activity (not really precise
enough to be called predictions).

The Forest Service, followed too-late by the

State, closed a “red zone” of 10 mile radius and restricted access to a blue zone of
20 mile radius#.

Zones of restricted access were gradually reduced over the

succeeding years of dome growth, and only slightly and briefly enlarged during
renewed dome growth of 2004-present.

During the pre-eruption period of

April-early May 1980, the Forest Service was very quick to respond to USGS
advice but others were more skeptical and slower to respond.

After events of

5/18/80, geoscientists’ estimates of danger decreased sharply while public
perceptions shot upward.

It took several years, including quantification of risk

using probabilities and comparisons to more familiar risks, to bring scientific
and public perceptions back together.
Most volcanoes in the Cascades now have hazard maps (see #17) and monitoring,
and this information would be fed (along with simplified alert levels) into
contingency plans that have been developed by officials in each volcanic area.
15. Pre-event disaster mitigation programs
Please see answer to #14.

The primary pre-event mitigation was by closure of

an area that, in retrospect, turned out to be too small.

- 389 -

The area had very few

permanent residents, and one (Harry Truman) perished in the blast.

Weekend

cabin owners were generally kept out, although a caravan of owners seeking to
recover their possessions narrowly missed disaster on the morning of 5/18/80;
the eruption occurred before their officially-sanctioned caravan entered the
danger zone.
16. Basis and rules of issuing warnings
USGS volcanologists who responded to Mount St. Helens had little experience in
issuing warnings, especially of explosive eruptions.

Although the USGS had

official rules by which warnings were to be approved by the Director of the
USGS before issuance, these rules were quickly set aside in favor of more direct
briefings, question-and-answer sessions, and other communication between
USGS scientists, Forest Service and other officials.

One USGS scientist

(rotating) was assigned to be the “hazard coordinator” and thus primary liaison
with the Forest Service and the ECC; the Scientist-in-Charge also assumed this
role as needed.
17. How the hazard maps were utilized
An excellent hazard map had been published in 1978, the result of detailed
stratigraphic studies and mapping over the preceding two decades.
an accompanying booklet that explained each hazard.
USGS Bulletin 1383-C.

There was

Together, these were

The 1978 hazard map formed the primary basis for

assessments of danger in April-May 1980.

Maps drawn in early 1980 included

hazard zones from the 1978 map, and “bulls-eye” circles of 10 and 20 mile radius
that became the “red” and “blue” zones of restricted access.

Few officials

understood the contents of Bulletin 1383-C, or even knew of its existence, before
the crisis began, so scientists who made the maps (Rocky Crandell, Don
Mullineaux and colleagues) had to become instant teachers as well.
18. How the information was disseminated
Through the Forest Service’s ECC, State DES, and news media.

The first

method was by telephone call-down from the Forest Service ECC personnel to
duty officers of other agencies (as well as through on-site briefings to
representatives of those agencies at the ECC), followed by faxes and/or by
teletype messages sent over the Law Enforcement Teletype System (LETS).
Civil Defense’s NAWAS system, intended for national security issues and
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utilizing dedicated speaker phones, was used only for the most urgent broadcast
messages.
19. Problems and difficulties
The biggest problem, as seen in retrospect, was that estimates of possible
landslide size and areas that could be swept by a blast or pyroclastic flow were
too small.

The official warning was for the scenario of a vertically directed

eruption, similar to many in Mount St. Helens’ past, although some scientists
argued at the time and all would agree now that more weight should have be
given to the bulge and the possibility of a major collapse and blast.
is always clearer than foresight.

Hindsight

A lesson for scientists in the future is that

warnings must always be based on BOTH geologic history AND current
monitoring information.
Other difficulties included reluctance of the State Governor to close areas under
her jurisdiction, including major private logging operations.

As a result, many

areas remained officially open west and northwest of the volcano, even << 10
miles from the summit.

The State (Highway) Patrol attempted to close those

areas but was unable to do so completely.

Many tourists wanted to get close to

the volcano and used logging backroads to elude the State Patrol.
Contrary to some reports, most deaths occurred outside officially restricted
zones, and many occurred in areas judged to be acceptably safe.
20. References
Lipman and Mullineaux, eds., 1981, USGS Professional Paper 1250, the main
scientific monograph on MSH eruption
Saarinen and Sell, ~1985, book re: official and public responses to warnings at
Mount St. Helens, SUNY Press
B. Foxworthy and others, USGS (Professional Paper?) with a day-by-day
chronology of “The First 100 Days”
21. Comments on attending the incident

The 1980 eruption of Mount St. Helens was a “landmark” event in volcanology.
From it, we learned that sector collapse is a normal part of volcanic evolution,
rather than a rare event.

Scientists should never again underestimate the

potential for sector collapse, and, in fact, still need to focus more research on
how to judge from monitoring data, especially pertaining to confined porewater
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pressures, whether such collapse is imminent.

Associated lateral blasts may

also be more common than previously suspected, since deposits of such blasts
are typically thin and ephemeral.

We were lucky that so few people lived in the

devastated area, that few loggers were at work on a Sunday morning, and that
most visitors had been keep at a safe distance by the Forest Service and State
Patrol.
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1. Name of volcano

Redoubt
2. Time of eruption
December 1989 – April 1990
3. Style of eruption
subplinian in late December and early January, followed by dome growth and
repeated dome collapse

4. Casualty (main cause of death)
none(?), though several hundred would have died had KLM flight 867 crashed after
encountering ash.

Injury :

few or none

5. Number of person evacuated
A small number from the Drift River oil terminal and surroundings.

The area

is very sparsely populated
6. Affected population
Residents of Anchorage experienced light ashfall.

The main effects of the

eruption were to curtail air traffic in and out of Anchorage for several days,
followed by reductions in service by some carriers.

Transpacific flights were

rerouted and, for reasons of the eruption and unrelated increases in aircraft
ranges and easing of flight restrictions over former USSR, most transpacific
passenger flights now bypass Anchorage.

It remains a major cargo hub.

7. Sequence of eruption
please see #3
8. How the defense force responded to the eruption
The Alaska Dept of Emergency Management and the State Patrol managed
most responses on the ground.

Air traffic controllers of the Federal Aviation

Administration managed flight permissions and routings.
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9. Responsible administration and personnel
Responsible administration and personnel :

Alaska State public safety officials

and the Federal Aviation Administration.
10. Responsible person of observation, surveillance, and advisory
Responsible person of observation, surveillance, and advisory :

Alaska Volcano

Observatory, a joint operation of USGS, the Univ. of Alaska Geophysical
Institute, and the Alaska State geologist’s office.

Of these, the USGS issues

official warnings.
11. Collaborating organizations
Collaborating organizations: Univ. of Alaska and Alaska State Division of
Geology and Mineral Resources (I forget the exact name; Chris Nye was the
main contact).
12. Name of person entered into this questionnaire
Name of person entered into this questionnaire: (Your name)

Chris Newhall.

At the time of this eruption, I was a bureaucrat in our USGS headquarters in
Reston, Virginia, so my duties included helping AVO to expand its scope and
raise new monies for the same.
13. Process of decision making about official prediction of eruptive Sequence
AVO already existed, albeit as a small group, before the Redoubt eruption.

To

my knowledge, they followed a process similar to that of other USGS
observatories, having frequent scientific meetings to discuss new data and, if
necessary, to revise forecasts.

Several seismologists from USGS Menlo Park

also participated, by phone and/or in person, and recognition of LP events by
Bernard Chouet helped in the forecast of explosive eruptions in December and
January.

In retrospect, LP earthquakes are not always diagnostic of explosive

eruptions, but the fact remains that they helped at Redoubt.
14. Process of incorporating scientific information into disaster mitigation process
I don’t know details of the early process, around the time of this eruption.
More recently, there is well-practiced coordination between volcanologists (AVO),
the National Weather Service (NWS) and the Federal Aviation Administration
(FAA), whereby forecasted and actual volcanic activity is reported to pilots and
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dispatchers through standard aviation meteorology products (e.g., SIGMETS)
and through air traffic controllers of the FAA.
15. Pre-event disaster mitigation programs
Some communication was already established between AVO, NWS, and FAA
before the eruption, so the pilot of the KLM plane was warned of ash before
approaching Anchorage.

Unfortunately, in cloudy weather and lacking

ground-based weather radar, AVO and the NWS were unable to tell exactly
where the ash had blown.
16. Basis and rules of issuing warnings
Warnings of significant weather hazards to aircraft (including ash clouds) are
made by very formal SIGMETs.

Warnings to people on the ground, e.g., at the

Drift River Oil Terminal, were made by phone calls and faxes from AVO to
concerned parties when eruptions were anticipated.

Color-coding of warnings

was adopted fairly late in the Redoubt eruption, after the most explosive events
but during the period when dome collapse still generated ash clouds.
17. How the hazard maps were utilized
Hazard maps for Redoubt were of two distinct kinds.

The first, more

traditional type delineated zones that would be subject to various scales of
lahars down the Drift River.

This identified danger to the Drift River Oil

Terminal, so on one or more occasions when an eruption and snowmelt lahar
were expected, personnel of the oil terminal were evacuated.

Less traditional

maps were prepared daily (sometimes, several times per day) to show probable
ash trajectories in the event of eruptions.

These utilized “winds aloft”

information from NWS and from NASA, coupled with ash fallout models.
Models used during the Redoubt eruption were fairly crude but effective; more
sophisticated models are now available.
18. How the information was disseminated
Formal notification was by broadcast fax from AVO and through the formal
warning systems for aviation weather hazards.
19. Problems and difficulties
The fundamental problem at Redoubt was knowing exactly where the ash was
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blowing, especially during nighttime or cloudy weather.
opted simply to suspend flights.

Some air carriers

Others, notably Alaska Airlines, developed a

protocol for knowing where ash COULD NOT BE, and thereby successfully
maintained operations.

Some additional tools for ash tracking were added

during the Redoubt eruption (e.g., location of lightning sources, correlated with
ash); other tools such as Doppler weather radar were not added until after the
Redoubt eruption.

Significant improvements in ash trajectory and diffusion

models, and in remote sensing detection of ash, came mostly after the Redoubt
eruption.
20. References
T. Miller and others, eds., Special issue of JVGR on Redoubt.
SR Brantley, USGS Circular re: Redoubt and response.
An indirect result of the Redoubt eruption was the First International
Symposium and Volcanic Ash and Aviation Safety, held in Seattle in 1991, the
results of which were published in USGS Bulletin 144#, T. Casadevall, editor.
21. Comments on attending the incident

The Redoubt eruption was noteworthy for really sharpening the way
volcanologists, meteorologists, aviation officials, and pilots deal with ash clouds.
The KLM incident, coupled with earlier encounters of BA and SQ planes with
ash from Galunggung, and a Qantas plane with ash from Soputan, were loud
wake-up calls.

Japanese airlines, led by JAL, played a leading role in

coordination following the Redoubt eruption.

If I recall, JAL volunteered to

funnel information from AVO to all international carriers, as did Mark Air (?) for
domestic U.S. carriers.

This was in addition to the formal warnings.
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1. Name of volcano
Long Valley caldera
2. Time of eruption
No eruption yet; only unrest, from 1978 to present.

The most intense unrest

occurred in May 1980 (four M=6 earthquakes) and in 1997 (an intense
earthquake swarm in the south moat of the caldera).

50-60 cm of uplift of the

caldera floor was first noted in 1981 and additional uplift has occurred
intermittently since then, roughly coincident with other seismic swarms.

One

particularly noteworthy seismic swarm, though not strong, was one of
low-frequency earthquakes beneath Mammoth Mountain in 1989, followed by
notable diffuse CO2 emission through the soil of Mammoth Mountain, killing
trees in some areas.

Mammoth Mountain is on the SW rim of the caldera, and

is also at the south end of and broadly associated with the N-S Mono-Inyo vents
that cut through the caldera.
3. Style of eruption
N/A
4. Casualty (main cause of death)
N/A, although there was one near-death when a Forest Service maintenance
worker nearly suffocated in a concentration of CO2 beneath winter snowpack.
The same CO2 killed trees in some areas surrounding Mammoth Mountain.
Injury :

None

5. Number of person evacuated
Number of person evacuated :

None, although evacuation plans were

formulated.
6. Affected population
Year-round population of roughly 10,000 (I don’t recall the exact number),
mostly in the tourist/ski resort business, supplemented by up to 50,000 visitors
on a busy winter ski weekend.
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7. Sequence of eruption
N/A.

See #2.

8. How the defense force responded to the eruption
First, town officials and local law enforcement were skeptical that there was
any volcanic threat at all.

Gradually, they understood that danger at the

present is still low but that unrest might eventually escalate and an eruption
could occur in the future.

Contingency plans were made in collaboration

between local law enforcement officials, officials of the town of Mammoth Lakes,
State Office of Emergency Services (OES) personnel, and U.S. Forest Service
personnel.
9. Responsible administration and personnel
see #8
10. Responsible person of observation, surveillance, and advisory
USGS’ Long Valley Observatory, led by Dave Hill and now, co-led by Maggie
Mangan.
11. Collaborating organizations
At various times, important contributions were made by scientists from Univ.
of Nevada, Reno; also by scientists from various Univ. of California campuses,
Duke University, and other universities.

Scientists from other USGS

observatories, especially CVO, and from the USGS’ Earthquake Hazards
Program, also contributed to the effort.

Indeed, the unrest was initially treated

as a strictly tectonic issue and it was not until uplift of the caldera floor was
found that volcanic hazards were also seriously considered.
12. Name of person entered into this questionnaire
Chris Newhall.

My contribution to Long Valley matters has been primarily to

put Long Valley unrest into context with unrest at other large calderas of the
world, and to point out that similar unrest is fairly common at large calderas.
Large magma/hydrothermal systems are easily disturbed by incoming magma
from depth, but they tend to buffer that magma and prevent it from erupting.
See USGS Bulletin 1855, CN with D. Dzurisin.
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I also assisted on the

bureaucratic side during my work in Reston VA from 1988-1991.
13. Process of decision making about official prediction of eruptive Sequence
Primary discussion is among members of the Long Valley scientific team, in
normal scientific meetings, in special Long Valley workshops, and in emergency
team meetings during intense unrest.

The leader of the team plays a major

role in integrating various lines of data.

The leader is aided by a small

advisory team of senior scientists who are free of day-to-day monitoring
responsibilities at Long Valley and thus able to stand back and look at the broad
picture, look for gaps in current monitoring or reasoning, etc.

Bob Tilling is a

member of this advisory team, along with several other senior scientists.
14. Process of incorporating scientific information into disaster mitigation process
Information from LVO would trigger responses in the Long Valley contingency
plans.

The level of concern (roughly, the threat/imminence of eruption) is

color-coded by LVO in a scheme similar to, but not quite identical to, that used
by AVO.

Actions of local officials (and the USGS team) will be keyed to the

color code.
15. Pre-event disaster mitigation programs
After the initial period of denial, the community of Mammoth Lakes has
allowed some public education re: tectonic and volcanic hazards of the area.
One concrete measure to lessen risk was construction of a “loop road” that
provided an alternative exit from the town of Mammoth Lakes in case an
eruption should cut off their main highway exit.

This road serves a double

purpose of opening access to additional tourist areas.
16. Basis and rules of issuing warnings
Warnings at Long Valley caldera are keyed quite explicitly to specified levels of
unrest, e.g., x earthquakes of M>4 within a specified time period.

This is the

most explicit linkage between levels of unrest and alert levels of any of the
USGS observatories.

Thresholds were based on interpretations of what each

level of activity might mean, and on comparisons with unrest at similar calderas
around the world.

The Long Valley alert scheme, described in a USGS

Circular#, allows the scientist-in-charge to override the formal scheme and
choose a different, more appropriate alert level if it appears that the explicit
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thresholds no longer reflect the real hazard.
17. How the hazard maps were utilized
The hazard map for Long Valley caldera emphasizes hazard from eruptions of
vents in the Mono-Inyo chain, such as those which occurred ~550 y ago.

It

does not give much weight to the worst-case scenario, a caldera-scale eruption.
This hazard map for moderate-scale Mono-Inyo (or Mammoth Mountain)
eruption was the basis for constructing the alternate “loop road” and for
development of contingency plans.
18. How the information was disseminated
Methods of info dissemination have changed through the course of the Long
Valley unrest.

Early dissemination was by fax, phone, and in-person briefings

(and, unfortunately, also via a premature press leak.
are added to the mix.

Now, email and the Web

Local officials can watch events develop on a USGS

website, lessening the need for factual statements but of course increasing the
need for interpretations of those data.
19. Problems and difficulties
Earliest announcement of the volcanic threat was by a story in the Los Angeles
Times.

This caught townspeople and officials by surprise and the resulting anger

took years to overcome.
relations.

It was an unfortunate mistake by USGS in public

Partly because of that early mistake, USGS scientists led by Dave Hill

have made an extra effort to meet frequently with local officials, to educate and keep
them informed of all activity.

One measure that the USGS used to overcome initial skepticism was to invite
(and pay for) town officials to visit Mount St. Helens where they met with their
counterparts, e.g., town manager with mayor, councilmember with
councilmember, fire chief with fire chief, police chief with police chief, city
engineer with city engineer, etc.

Together, they visited Mount St. Helens

where they could see the actual volcanic destruction.

This was very helpful to

officials from the Mammoth Lakes/ Long Valley area, and also for USGS.
Communication between direct counterparts is much easier and probably more
effective than communication from scientists to non-scientists.
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20. References
Many scientific papers on Long Valley, including special collections in JGR
USGS Circular # re: USGS warning scheme for Long Valley
G. Mader and Associates, “Living with a Restless Volcano” (approximate title), a
review of warnings and how they were received.
21. Comments on attending the incident
It’s hard to find the right level of warning to issue in the case of a very large
magmatic system like Long Valley that can equally well (or more likely) produce
small-moderate eruptions.

This difficulty is compounded by the potential of

such systems to remain restless for many years without eruption, and the
likelihood (law of averages) that any given episode of unrest will not lead to
eruption.

The difficulty is further compounded in a resort area where

residents are concerned that a volcanic scare would curtail their businesses.
Clearly, there has been some magma intrusion beneath the western part of the
caldera and Mammoth Mountain; as of this time of writing, unrest is at a low
level but looking at the decadal time scale it looks as if the unrest is still active.
Scientifically, unrest at Long Valley caldera has been an even more difficult
challenge than eruptive episodes at Mount St. Helens and Redoubt.
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1. Name of volcano
Soufriere Hills Volcano, Montserrat
2. Time of eruption
July 1995 - present (on-going)
3. Style of eruption
Andesitic dome-building eruption
4. Casualty (main cause of death)
21 dead (dome collapse pyroclastic flows and surges)
Injury : approx 20
5. Number of person evacuated
approx 11,000
6. Affected population
approx. 14,000 (whole island population)
7. Sequence of eruption
The Montserrat eruption started in July 1995 with earthquakes, steam venting
and cold base surges of ash; after about 4 months, fresh magma emerged at the
surface and dome building began; small dome-collapse pyroclastic flows started
occurring 5 months later; growth rates increased over the next 15 months, and
the sizes of pyroclastic flows increased; in June 1997, the largest collapse to that
time (~5 million cu m) claimed 19 lives and injured about 20 others; following
this there was a period of about 4 months of repeated vulcanian explosions with
a larger dome collapse (14 million cu m) in September 1997; on 26 December
1997 there was a major crater wall failure, debris flow and explosive lateral
blast from the dome, involving about 45 million cu m of material in total. Since
1998, activity at the volcano has been characterized by prolonged intervals of
extrusion of lava, notable large collapses, and long periods of quiescence at the
surface.

After the 26 December 1997 blast, a new dome grew rapidly (up to 6

cu m/sec) from January to March 1998, when growth ceased suddenly; lava
effusion restarted in late November 1999, and carried on until July 2003, with
two short pauses in March - May 2001 and June-July 2002. This phase of dome
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growth included a big collapse in July 2001 (~38 million cu m), and a
terminating collapse of the lava dome in July 2003, which was the largest such
event worldwide in the historical record (~210 million cu m).

It was followed by

24 months when there was no surface extrusion of lava, but moderately strong
de-gassing (~500 tonnes/ day SO2) and continued inflation from pressurisation
at depth.

The eruption to-date has resulted in ~0.5 km^3 of andesitic lava

being erupted, and just recently (Aug 2005) the volcano has entered another,
new phase of dome building.
8. How the defense force responded to the eruption
The initial scientific response was by regional scientists from the Seismic
Research Unit of The University of the West Indies (UWI), rapidly
supplemented by the USGS VDAP team and British-based scientists.

After a

few months, the main responsibility for providing monitoring was taken over by
the British Geological Survey (BGS), with continuing support from UWI, other
regional agencies and universities overseas. In response to major phreatic
explosions in August 1995, 6000 people were evacuated from areas close to the
volcano for a period of two weeks. A second precautionary evacuation of 6000
people, lasting 1 month, was called in December 1995,

after a sharp increase in

seismicity and the appearance of vigorous incandescent rockfalls on the growing
dome.

By March 1996, with escalating activity, about 4,000 people had

voluntarily left the island (to Britain, USA, and neighbouring islands), taking
the total population down to about 9,000.

In April 1996, a state of emergency

was declared, and the main town of Plymouth and the southern third of the
island were completely evacuated following the occurrence of the first major
pyroclastic flows. The first volcanic risk map was produced in May 1996, and
this was successively updated many times for hazard micro-management until
June 1997, when the fatalities occurred; after that, a simplified generic hazard
and risk map was produced.

This delineated an Exclusion Zone, enclosing the

volcano, a 'Buffer' zone, and a 'Safe' zone where people could live, the latter
comprising only the northern one-third of the island.

At this stage, the civilian

population on island continued to decline, reaching a low of about 3,000 people
in late 1997 (from an original pre-eruption population of about 14,000).

In

December 1997, a formal volcanic risk assessment was undertaken by the
scientific team for the British government, and similar dedicated assessments
have been repeated every six months since. In 1999 there was small recovery in
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the size of the population to about 4,500 (not all returning Montserratians).
Since 2003 there has been another influx of people, mostly non-Montserratians,
and the population now stands at about 5000.
9. Responsible administration and personnel
Montserrat is a British Overseas Territory (formerly a Colony), with dual tiers
of government - the Governor (representing the British government) is
responsible for security (including natural disasters) and international relations,
and works jointly with the Chief Minister of the elected Government of
Montserrat (responsible for internal affairs).
10. Responsible person of observation, surveillance, and advisory
initially, the Head of the regional monitoring organisation (Seismic Research
Unit, UWI); then, after establishment of an on-island monitoring group the
Chief Scientist/Director of the Montserrat Volcano Observatory (MVO).
11. Collaborating organizations
UWI / British Geological Survey / USGS / IPGP France, and several
universities and individual scientists in Britain, France and USA.
After the first few months of the crisis, monitoring and data collection has been
the responsibility of the MVO, supplemented by data acquired by university and
other groups undertaking special studies in collaboration with MVO.
12. Name of person entered into this questionnaire
Dr. Willy Aspinall

(volcanological adviser to British government and onetime

Chief Scientist, MVO).
13. Process of decision making about official prediction of eruptive Sequence
Internal review meetings are undertaken by the MVO monitoring team weekly
or as conditions dictate.

In addition, the Scientific Advisory Committee on

Montserrat Volcanic Activity (SAC) - an independent group of scientists works with MVO and meets and reports every 6 months. The SAC carries out
regular hazard and risk assessments of the volcano in co-operation with MVO
and reports its findings to the British Government and Government of
Montserrat.

It also provides strategic scientific advice to MVO.

When

appropriate, structured procedures for the elicitation of expert opinion are
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utilised by the MVO or the SAC to obtain a 'rational consensus' decision in a
timely manner for urgent or difficult questions posed by Government or for
tricky issues, such as changing alert levels, moving exclusion zone boundaries
and parameterising risk models.

These procedures de-personalise the task of

providing advice, promote a collective consensus across a diverse team of
specialists while encouraging the expression of true individual scientific belief,
and provide an auditable trail for the way scientific decisions have been made.
14. Process of incorporating scientific information into disaster mitigation process
Day-to-day scientific advice from the MVO and the SAC reports are
communicated to the Governor, relevant government ministers, officials
(Disaster Management Co-ordination Agency) and committees (e.g. the
Government of Montserrat Volcanic Emergency Group).
15. Pre-event disaster mitigation programs
A comprehensive state-of-the-art volcanic risk assessment had been conducted
by UWI for the Government of Montserrat in 1987 (Wadge & Isaacs report), and
this report foresaw, in very accurate detail, the course and effects of the eruption
which actually ensued in 1995.

Unfortunately the content and

recommendations of that report were not acted upon officially, and in the 1990's
Montserrat's financial support for the UWI work on volcano monitoring also fell
into arrears.

Notwithstanding, the UWI group undertook outreach activities in

Montserrat (workshops, public lectures, exhibitions, radio interviews, etc) in
attempts to raise public awareness.

In 1989, Montserrat was devastated by a

major hurricane (typhoon) and, in response, a government-run Emergency
Operation Centre was established; their remit, however, focussed on hurricane
threats, and did not seem to encompass the possibility of a volcanic disaster.
There was, therefore, no direct mitigation capability in place when the eruption
started.
16. Basis and rules of issuing warnings
In Montserrat, scientific advice is the basis for preparing warnings, but the
responsibility for issuing warnings is with the Governor and the Government.
However, while most of the population is now well-removed from the volcano’s
flanks there is some occupied housing alongside distal parts of one drainage.
One situation in which the Governor/Government would be bypassed on

- 405 -

warnings is in the case of a sudden, major, life-threatening event (very low
probability) with little or no precursory activity which sends pyroclastic flows
into this drainage.

In this case, the MVO would call the Police directly and

advise them to sound the sirens (although ultimate responsibility would still
rest with the Governor).

There is growing pressure to micro-manage again,

due to development and tourism in the former Exclusion Zone and in Plymouth;
life-threatening events during such operations would also result in direct
warning calls from MVO to the Police.
17. How the hazard maps were utilized
During the first 2 years of the crisis, hazard/risk maps were frequently updated
in response to micro-management requirements of the government; after June
1997, more generic hazard maps were prepared.

Research (Haynes et al.,

2005a) has revealed however that the general public had the greatest difficulty
using and understanding basic plan view maps, problems were encountered in
orientation, basic map skills and interpreting the volcanic hazard information.
3D maps offered some improvement, especially topographic recognition, but the
most striking increase in effectiveness was found with perspective photographs,
where people were able to orientate and identify features much more readily.
18. How the information was disseminated
Throughout the eruption, information has been furnished through official
statements and radio announcements; radio and TV interviews of scientists,
public meetings and extensive outreach efforts of scientists.

There is currently

no dedicated outreach officer at the MVO – the Director takes this role alongside
other commitments. but the need is really for a full-time position.

Repetition of

weekly radio interviews ensures daily coverage on the news. Live interviews
take place during heightened activity and the advice given to the public is
always to tune to local radio for information.

The local radio station takes local

and regional enquiries, and the MVO Director addresses these on a weekly basis.
In the past, a successful outreach officer was based at DMCA (formerly
Emergency Dept) but he moved on and was not replaced.

An outreach officer

was then employed at MVO but despite several appointments, none had the
necessary skills, and the post no longer exists.

In discussion with Governor

and Disaster Management and Coordination Agency it has been agreed that
DMCA should coordinate an outreach group comprising MVO Director and key
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members of private enterprise, media, disaster management, community, health
and education to ensure that outreach efforts reach all sectors of the community.
A dedicated and skilled Outreach Officer at DMCA would be the ideal solution,
as we had in the past, but the officer must be a good communicator and
understand all aspects of volcanic hazard and risk, otherwise their effect can be
detrimental.
19. Problems and difficulties
One of our major difficulties has been in communicating the limitations of
scientific certainty to civil authorities and the public. For example, scientists
recognised several potential hazards in Montserrat, which eventually
materialised, but were not always able to convince sceptical people about the
scale of threat nor were we able to put a precise enough timescale to it (this was
particularly true of the potential for a sudden increase in the size of pyroclastic
flows in June 1997, which tragically caught many people by surprise, despite
repeated warnings). Moreover, and despite major efforts in information outreach,
politically-motivated circumstances occasionally arise in which the role and
credibility of scientific contributions were questioned or challenged.
Nevertheless, scientists have a high level of trust and respect in the community
– more so than politicians and officials (Haynes et al. 2005b).
A large influx of immigrants (about 1500) means that large sectors of the
present community have no experience of volcanic activity because most have
arrived during the most recent quiescent period. This includes teachers, pastors
and other critical members of the Community, so currently scientific outreach is
having to ‘start from scratch’, again.

There is still a sense on island that local

disaster management officials deal mainly with hurricanes (as they do) and,
despite the longevity of the eruption, many officials still see the volcano as
something that will eventually go away.

Politicians have persistently looked to

the ‘end of the eruption’ in order to plan the future of Montserrat and this has
meant an avoidance of dealing with current issues such as tourist visits and
official work in the exclusion zone during periods of relative quiescence.

There

is now the beginning of a recognition that if the Montserrat community wants to
be more successful it will have to function alongside the volcano and that
development cannot wait for the total end of the eruption.

That said, there are

also cultural difficulties in finding a way ahead – for example, influential
expatriate property owners are keen to have regular siren tests, while local
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disaster management officials don’t want to audibly test the sirens in case they
alarm people.
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21. Comments on attending the incident

The major challenges for scientists in the Montserrat eruption have been the
very protracted duration of the crisis (10 years +), and the desire of the people
and government to continue to live with an erupting volcano on a small island.
Initially, because the likely duration of the crisis was unpredictable and because
there was no established capability on Montserrat itself for volcanic monitoring
and scientific advice, these capabilities were brought in on an improvised basis,
and it took a long time to establish sufficient resources to ensure full and
comprehensive scientific coherence and continuity.

That said, the

volcanologists were the only people present at the start with any experience of
volcanic crisis management and knowledge of appropriate mitigation measures.
This inevitably drew senior members of the scientific team into being actively
involved in day-to-day micro-management decisions and, as the volcanic activity
escalated over the months, their role became increasingly crucial for allowing
life to continue on island (politically, mass evacuation was only ever an option of
ultimate resort).

During this period of the crisis, a series of hazard/risk maps

were prepared with inputs from the scientists, but as these became increasingly
detailed and changed frequently, their value and meaningfulness became
discredited as far as the public were concerned.

Later, we found out that

ordinary people have great difficulties with even quite simple maps (Haynes et
al, 2005a).

The important implications of the direct participation of the

scientists in crisis management were exemplified by the critical situation in
June 1997, when it was desired to keep the sole airport open: this was the only
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travel point of normal entry and exit from the island, and is sited about 5km
from the volcano on old pyroclastic flow deposits.

The local airline would not

continue to operate without the presence of a scientist on duty there, and
elaborate plans were drawn up and practised for rapid evacuation of the airport
in an emergency which, in turn, depended upon immediate and decisive
intervention by the scientific monitoring team.

When the major collapse of 25

June 1997 occurred, and pyroclastic flows descended to within a few hundred
meetings of the terminal building, everyone at the airport was able to get away
to safety. (The casualties in nearby villages were people who were all inside the
Exclusion Zone unofficially, and somewhat closer to the volcano).

After that

incident, demands for margins of safety and constraints on life to be limited as
much as possible were replaced with a more precautionary approach, and
greater emphasis was placed on ensuring public safety.

This, to some extent,

then relieved the onus on scientists to provide crucial advice on safety-critical
issues with small margins for error

However, with the passage of the

intervening years and an apparently more subdued volcano, certain facets of
micro-management are again becoming an issue around the boundaries of
former Exclusion Zone: although administering the civil population is going
reasonably well, regulating and controlling tourist-related and other enterprises
is a growing major challenge and, once again, involving the scientists directly in
risk management decisions.

Also, in the recent years, the long episodes of

quiescence between lava dome building episodes have engendered an acute loss
of interest in volcanic matters on the part of authorities and public alike, most of
whom live and work out of sight of the mountain itself.

Yet pressure is growing

to redevelop infrastructure and facilities closer to the volcano, notwithstanding
the fact it continues in eruption, and again the scientists are being drawn into
critical decision issues.
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1. Name of volcano
Pinatubo
2. Time of eruption
April 2, 1991 to early September, 1991;

July to October, 1992

3. Style of eruption
Phreatic, Dome Formation, Plinian, Intermittent Ash eruptions (1991); Dome
formation (1992)
4. Casualty (main cause of death)
<300 (281) deaths mainly due to roof collapses as a result of heavy wet-tephra
fall (typhoon coincident with climactic phase of eruption on June 15
353 died from exposure to diseases at the evacuation centers
~ 200 injured
5. Number of person evacuated
More than 60,000 people evacuated; of these more than 20,000 people living on
slopes of the volcano escaped certain death
6. Affected population
276,000 families or 1.25 million inhabitants
7. Sequence of eruption
Pinatubo Volcano unrest and eruptions in 1991 evolved in several stages:
●Mid-March
●June

to May- felt earthquakes and phreatic explosions (April 2)

1 to 7- localization of shallow earthquakes in a narrow pipeline

zone near

the volcano’s summit

●June

7 to 12- lava dome growth, accompanied by increasing ash

emission and seismic energy release, including significant episodes of volcanic
tremor
●June

12 to 14- series of four brief vertical eruptions accompanied by a

profound buildup of long period earthquakes
●June

14 to 15- thirteen brief surge-producing eruptions that became

progressively more closely
●June

15- climactic eruption with caldera collapse
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●June

15 to July – decline and termination of continuous emission of a

tephra plume from vents within the caldera and steady decline of
volcano-tectonic earthquakes
●Intermittent
●July

ash eruptions occurred until early September

to October, 2002 – extrusion of a lava dome within the caldera

8. How the defense force responded to the eruption
Disaster Management in the Philippines is handled through Disaster
Coordinating Councils at various levels. The National Disaster Coordinating
Council (NDCC) is an umbrella organization of national agencies and
representative NGO that is headed by the Secretary of National Defense, with
the Office of Civil Defense (OCD) as its administrative arm. Its members are
agencies and organizations responsible for warning, rescue, relief and
reconstruction. Parallel bodies exist at the regional (Regional Disaster
Coordinating Council – RDCC, headed by the Regional commander of the
Philippine National Police ), provicincial (Provincial Disaster Coordinating
Council – PDCC, headed by the Governor), municipal or city (MDCC or CDCC,
headed by the mayor) and barangay or village (BDCC, headed by the village
captain) levels.
As Pinatubo was at the apex of three provinces, the RDCC, with assistance from
the NDCC was actively involved in many aspects of warning dissemination,
public education and information of hazards, evacuation, relief and
rehabilitation, in coordination with the various disaster coordinating councils in
the provincial, municipal and city, and village levels.
Military assistance (both from the Philippine and the United States sides) were
valuable in monitoring of the volcano and relaying the information to their
appropriate stakeholders.
9. Responsible administration and personnel
(not answered)
10. Responsible person of observation, surveillance, and advisory
Philippine Institute of Volcanology and Seismology (PHIVOLCS), headed by
the then Director, Dr. Raymundo S. Punongbayan
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11. Collaborating organizations
PHIVOLCS, United States Geological Survey (USGS), National Disaster
Coordinating Council (NDCC), Regional Disaster Coordinating Council (RDCC)
Region III, Local government units of the provinces of Pampanga, Tarlac and
Zambales (through various disaster coordinating councils)
12. Name of person entered into this questionnaire
Renato U. Solidum, Jr., current Director, PHIVOLCS.
13. Process of decision making about official prediction of eruptive Sequence
In the case of the 1991 Pinatubo eruption, warning messages were formulated
by PHIVOLCS based on the monitoring and discussions with PHIVOLCS
monitoring teams based at the western side of the volcano (Zambales) and the
eastern side (at Clark Air Base, with USGS). The PHIVOLCS Director issued
the warning
14. Process of incorporating scientific information into disaster mitigation process
Volcano advisories were communicated by PHIVOLCS to appropriate disaster
coordinating councils and military organizations through written bulletins,
telephone calls, and to the public through the the tri-media (radio, TV and print).
There were many briefings by PHIVOLCS with the disaster coordinating
councils at various levels.
15. Pre-event disaster mitigation programs
●Quick

response team deployment to monitor reported unrest

●Deployment
●Rapid

of telemetered seismic monitoring system

geologic reconnaissance to determine the style and magnitude of past

eruptions, and determination of areas likely to be affected by volcanic hazards
●Acquaint

civil-defense officials and military commanders with the potential

eruptive hazards
●Intensive

public information campaign

16. Basis and rules of issuing warnings
During the 1991 eruption of Pinatubo, a numerical volcano alert system (from 0
to 5) was created

to inform disaster response agencies and the general public

on the volcano's status and activities and to advise them on the appropriate
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precautionary actions.

This system was based on the anticipated behavior of

the volcano. (Please see the attached table (Pinatubo Volcano Alert Signals).
Danger zones were also delineated based on hazard mapping.

The scheme

provided a simple set of steps for which the Office of Civil Defense and the
Regional and Provincial Disaster Coordinating Councils, and the Philippine and
US military prepared contingency plans which were tied to the alert levels.
PHIVOLCS provided the information on the volcano status but the appropriate
disaster coordinating councils issued the evacuation orders.
When Pinatubo started showing signs of abnormality till the week before Alert
Level 5 was raised, a ten-km radius from the volcano's summit was designated
as High Danger Zone, which need to be evacuated.

The danger zone was

expanded to 20-km radius as soon as Alert Level 5 was raised.

During the

calderagenic explosion, the danger zone was further expanded to 40 km.

PINATUBO VOLCANO ALERT SIGNALS

0

Criteria
Background, quiet

1

Low level seismic, fumarolic, other Magmatic, tectonic or hydrothermal

Alert Level

Interpretation
No eruption in foreseeable future

unrest.
2

disturbance; no eruption imminent.

Low to moderate level of seismic, Probable magmatic intrusion; could
other unrest with positive evidence eventually lead to an eruption.
for involvement of magma

3

Relatively

high

and

increasing Increasing likelihood of an eruption,

unrest, including numerous b-type possibly within days to weeks.

4

earthquakes,

accelerating

deformation,

increased

ground

vigor

of

Intense unrest, including harmonic Magma close to or at earth’s surface.
tremor and/or may “long period” Hazardous explosive eruption likely
(=low

frequency)

earthquakes

or

quiet lava emissions and/or dome , possible within hours to days
growth and/or small explosions
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5

Hazardous
progress,

explosive
with

eruption

pyroclastic

in Explosive

eruption

in

progress.

flows Hazards in valleys and downwind

and/or eruption column rising at
least

6 km or 20,000 feet above sea

STAND-DOWN PROCEDURES:
In order to protect against “lull before the storm” phenomena, alert levels will be maintained for the
following periods AFTER activity decreases to the next lower level:
From level 5 to level 4:

Wait 12 hours after level 5 activity stops

From level 4 to level 3 to 2:

Wait 2 weeks after activity drops below level 4

From level 3 to level 2:

Wait 2 weeks after activity drops below level 3

17. How the hazard maps were utilized
●Danger

zones that were delineated in the hazard maps served as basis for the

Disaster Coordinating Council’s contingency plans and

issuance of evacuation

orders●Hazard maps were used to acquaint civil-defense officials and military
commanders with the potential eruptive hazards and impacts.
18. How the information was disseminated
PHIVOLCS was the source of Pinatubo warnings. OCD, RDCC, the PDCCs and
the Philippine Air Force’s Clark Air Base Command (CABCOM) were the first
level recipients of warnings. They, in turn, were charged with relaying messages
to towns and various Philippine military groups and the corresponding MDCC’s
were to pass warnings to barangays (villages) and to evacuation camps.
Informally, the USGS team conveyed the same warnings to US military
commanders and the US Embassy.
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Flowchart for communicating warnings of Pinatubo Hazard, May 1991
Warnings were also issued by PHIVOLCS directly to the public via the tri-media
(radio, TV and print).
19. Problems and difficulties
(not answered)
20. References
Newhall, C.G. and Punongbayan, R.S. 1996. Fire and mud: eruptions and
lahars of Mount Pinatubo, Philippines.
21. Comments on attending the incident

(not answered)
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1.

Name of volcano
Mayon

2. Time of eruption
Feb. 24 - March 1, 2000
3. Style of eruption
Strombolian-vulcanian
4. Casualty (main cause of death)
None
5. Number of person evacuated
24,000 were evacuated out of the danger zones. The number of evacuees
ballooned to about 66,000 persons after local governments of Albay evacuated
residents out of the ash fall-hit areas beyond and outside the danger zones.
6. Affected population
66,000
7. Sequence of eruption
●January

7: brief period of intense glow of the crater was observed indicating

magma ascent
●January

12: Lava dome was observed growing on the summit

●February

23: avalanche of incandescent rock falls into the Bonga Gully

followed by continuous lava flows and lava fountaining
●February

24: ash explosions and small pyroclastic flows descended Bonga

Gully
●February

24- March 1: eruptions generally alternated between highly

explosive discharge of pyroclastic materials and gentle emission of lava flows
from the summit crater.
●After

the explosive activities, eruptions continued in the form of gentle lava

emission until March 7, 2000.
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8. How the defense force responded to the eruption

9. Responsible administration and personnel
The Provincial Disaster Coordinating Council of the province of Albay which
hosts Mayon Volcano coordinated the evacuation of people in the designated
danger zones.
10. Responsible person of observation, surveillance, and advisory
Philippine Institute of Volcanology and Seismology (PHIVOLCS), headed by
then Director, Dr. Raymundo S. Punongbayan.
11. Collaborating organizations
PHIVOLCS, National Disaster Coordinating Council, Regional Coordinating
Council – Region V,

Albay Provincial Disaster Coordinating Council, Municipal

and City Disaster Coordinating Councils in Albay
12. Name of person entered into this questionnaire
Renato U. Solidum Jr., current Director of PHIVOLCS
13. Process of decision making about official prediction of eruptive Sequence
From discussions with the staff of PHIVOLCS at the Mayon Volcano
Observatory and the Main Office in Quezon City, with warning approved by the
Director of PHIVOLCS.
14. Process of incorporating scientific information into disaster mitigation process
Volcano advisories were communicated by PHIVOLCS to appropriate disaster
coordinating councils (the National Disaster Coordinating Council and the
Provincial Disaster Coordinating Council of

Albay through written bulletins,

telephone calls, and to the public through the the tri-media (radio, TV and print).
There were briefings by PHIVOLCS with the disaster coordinating councils at
various levels.
15. Pre-event disaster mitigation programs
augmentation of monitoring instruments around the volcano, intensified public
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information campaigns and updating of hazard maps
16. Basis and rules of issuing warnings
A numerical volcano Alert Level Scheme (0 to 5) was designed for use in
information dissemination regarding the condition of Mayon Volcano.

The

alert status is included in volcano updates or bulletins issued to inform not only
the disaster coordinating agencies but also the public.
delineated, which served as basis for evacuation.

Danger zones were also

The area surrounding the

volcano within 6-km radius from the summit is regarded as Permanent Danger

Zone (PDZ), where danger is present at all times and hazard involved is high,
during eruption.
limits.

Once eruption becomes imminent, the PDZ is declared off

With the current morphology of Mayon, the danger zone can be

extended to 8 to 10 km particularly in the southeast as the activity intensifies.
The Provincial Disaster Coordinating Council of Albay has prepared a
contingency plan that is tied to the PHIVOLCS Alert Level Scheme for Mayon
Volcano.
17. How the hazard maps were utilized
Hazard maps became the basis for contingency planning, information
campaigns and evacuation orders
18. How the information was disseminated
PHIVOLCS was the source of warning with written volcano advisories
provided to the National Disaster Coordinating Council and the Provincial
Disaster Coordinating Council of Albay, augmented with telephone
communication. Evacuation orders were given by the appropriate disaster
coordinating council at provincial, municipal and village level.
19. Problems and difficulties
(not answered)
20. References
PHIVOLCS Reports
21. Comments on attending the incident

(not answered)
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1. Name of volcano
Mayon

2. Time of eruption
January 8- July 27, 2001

3. Style of eruption
Strombolian-vulcanian

4. Casualty (main cause of death)
None
5. Number of person evacuated
46,000

6. Affected population
46,000

7. Sequence of eruption
●On

9 January, PHIVOLCS reported that activity at the Mayon Volcano was

rapidly progressing beyond the usual background conditions. Lava dome growth
was occurring at the volcano's summit that coincided with a slight ground tilt.
PHIVOLCS issued an Alert Level 2 for the volcano and maintained the 6-km radius
Permanent Danger Zone.
●On

25 January, the Alert level was raised to 3. An Alert Level 3 means that there

is an increased tendency towards eruption. Magmatic outbursts are possible within
the coming weeks
●Five

ash ejections occurred on 28 January and coincided with earthquakes that

originated beneath the lava dome. Two more ash ejections were observed on 29
January. The ash ash plumes rose up to 500 meters above the crater. The lava dome
is highly active, and tilt measurements support observations of lava dome growth.
●On

1 February, residents within the 6 km radius Permanent Danger Zone were

advised to evacuate the area. Residents just outside the zone were alerted for
potential hazardous volcanic flows. During the week of 31 January-6 February,
numerous shallow earthquakes, high S02 emission rates, and sustained inflation
were recorded and are associated with the growing summit lava dome
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●On

12 May, seismographs recorded a series of explosions at the summit crater, and

on 13 May, the lava dome collapsed. A small lava avalanche resulted which ran 300
m down the Bonga Gully. Incandescence was observed at the dome. On 14 May,
rockfalls dominated the seismicity.
●On

16 May, incandescent lava fragements detached from the summit dome.

Sections of the dome glowed at Intensity II as the detached lava fragments exposed
the hot lava dome interior. The dome vented gas profusely and lava fragments are
still being shed from the lava dome
●On

19 June, a glow appeared at Mayon's summit dome and lava began to extend

down the dome, accompanied by tremor.
●On

20 June, the lava was 500 m below the dome. Tiltmeters also reported

accelerating ground deformation towards additional inflation or swelling of the
volcano edifice.
●On

24 June, an eruption began and an ash plume 14 km a.s.l. developed. Multiple

pyroclastic flows occurred on the SE flank with moderate to heavy ashfalls to the
NE. An Alert Level 5 (Hazardous Eruption in Progress) was declared. The
pyroclastic flows passed through the major river channels within the 6-kilometer
radius Permanent Danger Zone. PHIVOLCS expects similar explosive activity in
the following days
●On

26 July, a strong eruption occurred at the Mayon volcano. Lava fountaining

and pyroclastic flows began, and the Alert Level was raised to 5. Villagers living
arond the volcano were evacuated. An ash cloud rose 10 km above the volcano. Rain
mixed with ash, generated lahars that flowed along river channels.
●Eruptions

also occurred on 27 July, and life-threatening pyroclastic flows swept

mainly through the Bonga Gully and the Basud Gully to the East. Smaller
pyroclastic flows ran through Miisi and Anoling Gullies in the south. The ash
column from this explosion was also estimated at 10 km in height. Mayon has
entered an eruptive phase and lava is flowing in the Bonga Gully

8. How the defense force responded to the eruption
(not answered)
9. Responsible administration and personnel
The Provincial Disaster Coordinating Council of the province of Albay which hosts
Mayon Volcano coordinated the evacuation of people in the designated danger zones.

- 421 -

10. Responsible person of observation, surveillance, and advisory
Philippine Institute of Volcanology and Seismology (PHIVOLCS), headed by then
Director, Dr. Raymundo S. Punongbayan

11. Collaborating organizations
PHIVOLCS, National Disaster Coordinating Council, Regional Coordinating
Council – Region V,

Albay Provincial Disaster Coordinating Council, Municipal

and City Disaster Coordinating Councils in Albay

12. Name of person entered into this questionnaire
Renato U. Solidum, Jr., current Director, PHIVOLCS

13. Process of decision making about official prediction of eruptive Sequence
From discussions with the staff of PHIVOLCS at the Mayon Volcano Observatory
and the Main Office in Quezon City, with warning approved by the Director of
PHIVOLCS.

14. Process of incorporating scientific information into disaster mitigation process
Volcano advisories were communicated by PHIVOLCS to appropriate disaster
coordinating councils (the National Disaster Coordinating Council and the
Provincial Disaster Coordinating Council of

Albay through written bulletins,

telephone calls, and to the public through the the tri-media (radio, TV and print).
There were briefings by PHIVOLCS with the disaster coordinating councils at
various levels.

15. Pre-event disaster mitigation programs
intensified public information campaigns

16. Basis and rules of issuing warnings
A volcano Alert Level Scheme was designed for use in information dissemination
regarding the condition of Mayon Volcano. The alert status is included in volcano
updates or bulletins issued to inform not only the disaster coordinating agencies but
also the public.

Danger zones were also delineated, which served as basis for

evacuation. The area surrounding the volcano within 6-km radius from the
summit is regarded as Permanent Danger Zone (PDZ), where danger is present at
all times and hazard involved is high, during eruption.
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Once eruption becomes

imminent, the PDZ is declared off limits.

With the current morphology of Mayon,

the danger zone can be extended to 8 to 10 km particularly in the southeast as the
activity intensifies.

17. How the hazard maps were utilized
Hazard maps became the basis for contingency planning, information campaigns
and evacuation orders

18. How the information was disseminated
PHIVOLCS was the source of warning with written volcano advisories provided to
the National Disaster Coordinating Council and the Provincial Disaster
Coordinating Council of Albay, augmented with telephone communication.
Evacuation orders were given by the appropriate disaster coordinating council at
provincial, municipal and village level.
PHIVOLCS also provided information to the public through the tri-media (radio, TV
and print).

19. Problems and difficulties
(not answered)
20. References
PHIVOLCS Reports
21. Comments on attending the incident

(not answered)
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1.火山名
伊豆大島
2.噴火時期
1986 年 11 月 15 日～23 日，12 月 18 日，1987 年 11 月 16，18 日など．小規模な噴火
は 1990 年まで．
3.噴火スタイル
マグマ噴火（溶岩噴泉，ストロンボリ式噴火，サブプリニー式噴火）
，爆発的噴火．溶岩
流，火山岩塊，スコリア，火山灰を噴出，風下にスコリア降下，軽度の地殻変動（地盤
隆起，陥没，断層），地下水，温泉異常．
4.犠牲者数（主な死因）
死者、負傷者ともなし
5.避難者数(経緯・最大)
21 日山腹割れ目噴火により島民約１万人が約 1 ヶ月島外へ避難．
6.影響圏人口
約１万人（伊豆大島島内人口）
7.噴火現象推移の概要
7 月から火山性微動．11 月 15 日三原山中央火口（A 火口）から噴火開始．初期には 500
ｍの高さの溶岩噴泉，ストロンボリ式噴火．A 火口は溶岩により埋まり，溶岩がカルデ
ラ床へ流下．21 日 16 時過ぎ，カルデラ内部を横切って噴火割れ目が生じ，高さ最高
1500m 以上の溶岩噴泉が 2～3 時間継続．準プリニー式の降下スコリア堆積物を生じた．
その後外輪山北側斜面にまで割れ目伸張し，22 時頃まで噴泉活動．溶岩流が流下．12
月 18 日にもストロンボリ式噴火．1987 年 11 月 16，18 日に山頂噴火，火口に溜まった
溶岩が地下にドレインバックした．
8.防災対応の概要
割れ目噴火開始とともに，カルデラ縁の御神火茶屋地域から警察官の誘導で，観光客と
報道陣が急遽避難．夜に入り，噴火活動と溶岩流下が継続，北西－南東に伸びる震源域
で活発な地震活動があったため，マグマ水蒸気爆発の危険性も指摘され，全島に避難勧
告を発令．主として元町と岡田港から緊急離島．島内は東海バスにて輸送．地域消防を
含めて防災担当者の協力が顕著であった．約 6 時間以内に全島民が島を脱出した．離島
した島民は東京都区内に避難し，避難解除は 1 ヶ月後であった．
9.防災機関・責任者
東京都大島町・東京都・政府非常災害対策本部
10.現象観測ならびに科学的アドバイスの責任者
気象庁，東京大学地震研究所伊豆大島火山観測所，国立防災科学技術センターが噴火前
から常時観測。科学的アドバイスの責任者・機関は火山噴火予知連絡会，気象庁。
11.協力機関
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多数
12.回答者名およびその立場
（無回答）
13.公表する噴火推移予測の決定プロセス
主として火山噴火予知連絡会の会議を通じて議論され，気象庁から公表．
14.科学的情報を防災対策に組み込むプロセス
火山噴火予知連絡会による評価・議論を通して気象庁から各防災機関へ伝達．割れ目噴
火に際しては現地滞在中の火山噴火予知連絡会関係者が助言．
15.事前の防災対応計画
（無回答）
16.警報発令の指針
（無回答）
17.ハザードマップの活用法
（無回答）
18. 住民向けの情報公開手法・担当者
（無回答）
19.問題となった事項
体育館など緊急の施設での長期の避難生活による住民のストレス．気象庁大島測候所が
噴火割れ目の拡大域に相当したため一時避難（翌日帰還）
．
20.参考文献・記事
（無回答）
21.その他，噴火に立ち会った感想など
（無回答）
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1.火山名
岩手山
2.噴火時期
1998 年 2 月中旬～2004 年 6 月
3.噴火スタイル
噴気活動、地震活動（噴火はなし）
4.犠牲者数（主な死因）
死者、負傷者ともなし
5.避難者数(経緯・最大)
なし
6.影響圏人口
約 40 万人（岩手山山麓の６市町村住民数；市町村合併により現在４市町村）
7.噴火現象推移の概要
1998 年 2 月中旬火山性地震活動開始、6 月地震活動活発化（月 1806 回）
、9 月 3 日 M6.2
地震（負傷者：9 人）
・地震断層出現、1999 年 3 月噴気活動はじまり 2000 年にピークに
達す。2001 年 7 月頃から噴気の減衰はじまる。
8.防災対応の概要
1998 年 5～7 月火山防災体制確立、1998 年 10 月火山防災マップ公表、2000 年 3 月「岩
手山火山防災ガイドライン」公表、2001 年 12 月「岩手県地域防災計画火山対策編」策
定。その後、山麓の町村は地域防災計画に火山対策編を策定。
9.防災責任者・機関
岩手山関係６市町村長および岩手県知事（岩手山では岩手県知事が判断して６市町村長
に助言し、６市町村長が判断する連携の体制が構築されている。）
10.現象観測ならびに科学的アドバイス責任者・機関
現象観測責任者は気象庁火山噴火予知連絡会（会長：井田喜明東京大学教授）・東北大学
地震・噴火予知研究観測センター（浜口博之教授）、科学的アドバイス責任者は岩手県設
置の「岩手山の火山活動に関する検討会」（座長：斎藤徳美岩手大学教授）。
11.協力機関
多数
12.回答者名およびその立場
土井宣夫（岩手県総務部総合防災室）
13.公表する噴火推移予測の決定プロセス
気象庁火山噴火予知連絡会が統一見解を公表、これをうけて岩手県設置「岩手山の火山
活動に関する検討会」が予知連見解を補足しつつ分かりやすく行政・報道機関に解説し、
火山活動対応の方向性を提示した。
14.科学的情報を防災対策に組み込むプロセス
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岩手県設置の「岩手山の火山活動に関する検討会」による火山活動評価の方向性をうけ
て、岩手県設置の「岩手山火山災害対策検討委員会」（委員長：斎藤徳美教授）が具体的
な防災対策案を作成する。この対策案は、委員会に引続いて開催される「岩手県と岩手
山関係６市町村長との協議」で行政判断され、行政プロセスに組み込まれる。防災対策
の具体案は山麓の町村で構成する協議会で検討し実施したものもある。
15.事前の防災対応計画
なし
16.警報発令の指針（活動レベルの定義など）
なし。岩手県設置「岩手山の火山活動に関する検討会」が火山活動を評価し、必要に応
じて岩手県（知事）に助言する。岩手県（知事）は助言をうけて判断し、市町村長に助
言する。この体制の中で個々の決定を下すこととしている。
17.ハザードマップの活用法
住民・行政用の２種（異なるスケール）のハザードマップを作成（1998 年 10 月と 2000
年 4 月）し、全ての火山対策の基本とした。マップの内容は住民（生徒・学生を含む）
への周知事項として火山防災訓練、火山防災シンポジウム、研修会、講習会など全ての
機会に説明。被災が予想される地域住民には地区毎に説明会を開催。
18.住民向けの情報公開手法・担当者
火山の観測（活動）情報は「岩手山の火山活動に関する検討会」後の記者レクで報道機
関へ説明し報道（ＴＶと新聞）し、
「検討会」委員は現地観測を実施した後には努めて報
道機関の取材に応じるようにした。火山対策情報は①「岩手山火山災害対策検討委員会」
とその後の「岩手県と岩手山関係６市町村長との協議」を公開して報道に載せた、②市
町村広報に掲載、③住民説明会、④会社・学校・団体・市民講座等全ての集会を利用し
て説明、⑤「岩手山火山災害対策検討委員会」委員長がラジオ（約 30 回）、ＴＶ（約 20
回）、新聞（12 回）で解説。等
19.問題となった事項
（１）初動体制：行政と防災機関において岩手山の火山噴火は想定外であり、未経験の
ため当初は困惑し縦割りによる行動が目立った。報道機関においては、火山に関わる知
識は皆無の状態であり、科学者からの情報伝達と基礎知識の習得を望んだ。科学者（地
球科学者）においては、噴火対応は未経験であるため困惑したが、先駆けて行政・防災
機関・報道機関等を集めての情報交換、勉強会を立ち上げ、以降中心的な役割を果たし
た。
（２）火山活動の低下に伴う入山規制の解除
20.参考文献・記事
斎藤徳美（監修）
・土井宣夫・菊地真司・吉田桂治（編集）
（2005）1998 年岩手山噴火危
機対応の記録．国土交通省東北地方整備局岩手河川国道事務所・岩手県刊，525p．
岩手山火山災害対策検討委員会監修（2000）岩手山火山防災ガイドラインおよび同別冊．
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建設省東北地方建設局岩手工事事務所・岩手県・盛岡市・雫石町・西根町・滝沢村・松
尾村・玉山村発行，110p．および 52p．
21.その他、噴火に立ち会った感想など
岩手山火山防災では、岩手大学を中心とする産・学・官・民のボランティア連携組織で
ある岩手ネットワークシステム（ＩＮＳ）の「岩手山火山防災検討会」（代表幹事：斎藤
徳美工学部教授）に各機関の防災対策の中核担当者が参加して実務的な自由討論を行い、
機関に持ち帰って事業に反映させる実質的に防災対策の企画・調整・先導・研修・情報
交換などを行うゆるやかな組織が機能した。同時にＩＮＳの活動の中で関係者相互の信
頼にもとづく連携が果たされたことが特筆される。
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1.火山名
有珠山
2.噴火時期
2000 年 3 月 31 日～2001 年 9 月
3.噴火スタイル
マグマ水蒸気噴火～水蒸気噴火，火山岩塊，火山礫，火山灰を噴出，風下に火山礫降下，
泥流，地震，地殻変動（地盤隆起，潜在ドーム，陥没，断層）
4.犠牲者数（主な死因）
死者、負傷者ともなし
5.避難者数(経緯・最大)
噴火前の地震活動により最大数 1 万 5000 名が避難．
6.影響圏人口
1 万 5000 名（2000 年噴火の最大避難者数）
7.噴火現象推移の概要
2000 年 3 月 27 日から地震多発．地震活動は次第に活発化，地殻変動も観測された．31
日西麓でマグマ水蒸気爆発，その後多数の火口を形成しながら弱いマグマ水蒸気爆発～
水蒸気爆発が継続した．潜在ドームが形成され，成長続く．夏には隆起はほぼ止まり，
その後は小規模な噴出が 2001 年 9 月まで継続．
8.防災対応の概要
地震活動の活発化，気象庁からの火山情報や専門家の助言等によって自主避難，避難指
示が行われた．噴火後は，政府の現地対策本部で防災対応が決定される仕組みができ，
活動の推移を見ながら，一時帰宅，避難指示の順次解除等が行われた．
9.防災責任者・機関
有珠山周辺の地方自治体（町村）
・その首長．噴火後は政府及び各地方自治体の現地災害
対策本部等からなる現地対策本部合同会議が最高意思決定機関となった．
10.現象観測ならびに科学的アドバイスの責任者
気象庁，北海道大学が噴火前から常時観測．噴火後は研究機関等から構成される有珠山
総合観測班が観測。科学的アドバイスの責任者・機関は火山噴火予知連絡会及び同有珠
山部会とそれに所属する火山学者・気象庁。
11.協力機関
多数
12.回答者名およびその立場
（無回答）
13.公表する噴火推移予測の決定プロセス
火山噴火予知連絡会・気象庁が活動判断．
14.科学的情報を防災対策に組み込むプロセス
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火山噴火予知連絡会による評価・議論を通してその結果を気象庁が火山情報等で公表す
るとともに，火山噴火予知連絡会有珠山部会に所属する火山学者と気象庁が現地対策本
部に対して助言．
15.事前の防災対応計画
災害対策基本法に基づく地域防災計画．火山防災マップ．
16.警報発令の指針
（無回答）
17.ハザードマップの活用法
火山防災マップに基づき避難指示区域が決定された．
18.住民向けの情報公開手法・担当者
（無回答）
19.問題となった事項
（無回答）
20.参考文献・記事
（無回答）
21.その他，噴火に立ち会った感想など
（無回答）

- 430 -

1.火山名
三宅島
2.噴火時期
2000 年 6 月 26 日～継続中
3.噴火スタイル
海底噴火，陥没カルデラ形成，山頂噴火，マグマ水蒸気爆発，多量の火山ガス放出．
4.犠牲者数（主な死因）
死者、負傷者ともなし
5.避難者数(経緯・最大)
全島民約 4000 名が避難（一部は避難指示前に自主避難），避難指示期間は 4 年 5 ヶ月．
6.影響圏人口
約４千人（三宅島島内人口）
7.噴火現象推移の概要
2000 年 6 月 26 日から地震多発，地殻変動．震源は，当初，島の南西部，その後西沖に
次第に震源が移動．翌 27 日海底噴火を確認．7 月 4 日から山頂部で地震多発，8 日山頂
の陥没とともに噴火．14～15 日にも噴火．8 月 10，18，29 日に大規模な噴火，8 千～
１万 4 千 m の噴煙，投出岩塊，低温の火砕流．降水による泥流が頻発．噴火活動は 9 月
には峠を越えたが，火山ガスの多量の放出活動が続く．二酸化硫黄放出量は一時日量 5
万トンを超える．現在も 2 千～5 千トン／日の二酸化硫黄放出が継続している．ごく小
規模な噴火（火山灰噴出）は時々発生．
8.防災対応の概要
2000 年 6 月 26 日から地震多発を受けて島内の避難施設に島民が避難．数日後避難指示
は解除．山頂噴火開始前に山頂直下地震多発により山頂部の立ち入り規制．8 月に入っ
てからの大規模噴火，火砕流発生を受けて全島避難．その後は防災関係者による応急復
旧活動．インフラの復旧，火山ガス放出量の減少を受けて 2005 年 2 月に避難指示解除．
ただし，現在も火山ガス濃度の高い地域の規制，高濃度時の規制ルールがある．
9.防災責任者・機関
東京都，三宅村，政府災害対策本部
10.現象観測ならびに科学的アドバイスの責任者
気象庁，防災科学技術研究所，東京都，国土地理院などが噴火前から常時観測．噴火後，
大学研究機関等からなる三宅島総合観測班が火山噴火予知連絡会のもとに設置されて観
測。科学的アドバイスの責任者・機関は火山噴火予知連絡会と気象庁。
11.協力機関
多数
12.回答者名およびその立場
（無回答）
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13.公表する噴火推移予測の決定プロセス
火山噴火予知連絡会及びそのもとに設置され伊豆部会が活動を評価診断．
14.科学的情報を防災対策に組み込むプロセス
火山噴火予知連絡会の評価結果は火山情報として気象庁が発表，関係機関に伝達される．
それに加え，三宅村や東京都は気象庁や火山噴火予知連絡会の専門家と個別に協議を行
うこともある．火山ガスに関しては東京都等が各分野の専門家からなる検討会を設置し
て規制ルール等を定めた．
15.事前の防災対応計画
地域防災計画，火山防災マップ
16.警報発令の指針（活動レベルの定義など）
17.ハザードマップの活用法
（無回答）
18.住民向けの情報公開手法・担当者
（無回答）
19.問題となった事項
活動開始当初は事前の想定通りに防災対応が執られ，概ね良好であったが，有史以来の
山頂陥没，カルデラ形成に際して，明確な見通しが得られなかった．噴火現象把握に時
間を要するなどの問題もあった．また，現段階でも火山ガスの将来にわたる見通しにつ
いて明確になっていない．
20.参考文献・記事
（無回答）
21.その他，噴火に立ち会った感想など
（無回答）
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1.火山名
浅間山
2.噴火時期
2004 年 9 月 1 日～12 月 9 日
3.噴火スタイル
爆発的噴火（ブルカノ式噴火など）
，火山岩塊を投出，風下に火山礫降下，空振，火映
4.犠牲者数（主な死因）
死者、負傷者ともなし
5.避難者数(経緯・最大)
なし（噴火直後一部が一時自主避難）
6.影響圏人口
約 10 万人弱（防災マップを公表している周辺市町村の人口合計，ただし佐久市を除く）
7.噴火現象推移の概要
2000 年頃から微小地震多発や白色噴煙増加などの火山活動の高まりあり．2004 年 9 月
1 日爆発的噴火，投出岩塊，火山礫．9 月中旬にマグマが火口底まで上昇し連続的噴火．
その後爆発的噴火を繰り返す．
8.防災対応の概要
火山活動の高まり，低下に応じて気象庁が発表する火山活動度レベルに対応して登山規
制及び解除等がなされた．
9.防災責任者・機関
浅間山麓の地方自治体（市町村）
10.現象観測機関
気象庁，東京大学地震研究所などが噴火前から常時観測．
10.2 科学的アドバイス責任者・機関
気象庁．火山学者と気象庁軽井沢測候所が住民への啓発活動．
11. 10 への協力機関
多数
12.回答者名およびその立場
（無回答）
13.公表する噴火推移予測の決定プロセス
噴火前は気象庁で独自に火山活動度レベルを判断して公表．噴火活動時には火山噴火予
知連絡会が総合評価し，気象庁が公表．
14.科学的情報を防災対策に組み込むプロセス
火山噴火予知連絡会による評価・議論を通して，気象庁が火山情報として防災機関等に
伝達．登山規制等は事前に火山活動度レベルに応じたルールを確立していた．
15.事前の防災対応計画
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災害対策基本法に基づく地域防災計画，火山防災マップ
16.警報発令の指針（活動レベルの定義など）
火山活動度レベルに応じた登山規制ルールが作られていた（2004 年）．
17.ハザードマップはどのように活用されたか
今回のような噴火（レベル３）に伴う危険区域，災害を明記した火山防災マップが公表
されており，防災機関の住民等への解説に用いられた．
18. 住民向けの情報公開手法・担当者
（無回答）
19.問題となった事項
大規模な噴火に向かう際の詳細な防災計画はなく，レベル４以上になった場合の防災対
応が不明確．自治体が複数にわたるため意思疎通に課題．火山防災マップの規制区域に
不備．
20.参考文献・記事
（無回答）
21.その他，噴火に立ち会った感想など
（無回答）
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1. 火山名
セントへレンズ山
2. 噴火時期
1980 年-86 年, 2004 年-現在
3. 噴火スタイル
水蒸気爆発もしくはマグマ水蒸気爆発（1980 年 3 月 27 日-1980 年 5 月中旬、2004 年
10 月 1 日）
マグマ爆発（1980 年 5 月 18 日-1986 年 10 月、2004 年 10 月-現在）
付随現象として、馬蹄形崩壊と横なぐりのブラスト（爆風）
（1980 年 5 月 18 日）、プリ
ニー式噴火（1980 年 5 月 18 日）、サブプリニー式噴火（1980 年 5 月 25 日、1980 年 6
月 12 日、1980 年 7 月 22 日、1980 年 8 月 7 日、1980 年 10 月 16-18 日、）、断続的な
ドームの成長（1980 年夏、特に 80 年 10 月-86 年 10 月）、継続的なドームの成長（現
在は鈍化）（2004 年 10 月-現在（2005 年 10 月）
）
1980 年噴火の予兆：強い地震（構造性地震、火山微動、低周波地震）
、潜在円頂丘の間
乳による北側斜面の顕著な地殻変動（膨張）、高温ガスと熱水系の接触によると思われ
る小規模な噴気（SO2 の噴出）
4. 犠牲者数（主な死因）
死者 57 人（1980 年 5 月 18 日）、ほとんどが横なぐりの爆風による。
負傷者数人、横なぐりの爆風の末端部もしくは泥流に巻き込まれたため。
5. 避難者数
約 500－1000 人。多くは、林業関係者とスピリット湖の別荘所有者
6. 影響圏人口
10 万人以上。多くはワシントン西部を覆った降灰やカウリッツ川ならびにコロンビア
川を流れ下った泥流の影響を受けたもの。交通機関の乱れなどによる間接的な影響はさ
らに多数。
7. 噴火の推移
1980 年 5 月 18 日に不安定な火山の北側斜面が突然崩壊。マグマと熱水系の両方が地表
に露出する形になり、これが、大規模な横なぐりの爆風（ブラスト）を引き起こした。
これにより、57 人が死亡、600 km2 の森林が破壊された。その後、1980 年 5 月 18 日
の間は、プリニー式噴火。引き続いて、上に示した期間はサブプリニー式噴火。数ヶ月
おきの断続的なドームの成長が 1986 年 10 月まで続く。2004 年 10 月に噴火が再開。
主に、粘性の高い溶岩ドームの成長が現在（2005 年 10 月）まで続く。
8. 防災対応の概要
ほとんどの公的な対応は、基本的な土地の管理者である米国森林管理局、危機管理局の
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ワシントン州支部（防災担当）、３つの郡（カウリッツ、スカマニア、ルイス）の郡保
安官が指揮を執った。森林管理局は、森林火災への対応経験があり、政治的に中立だっ
たため、噴火対応の調整役として特に適していた。国及び州レベルの軍隊は、捜索と救
助以外には利用されなかった。
9. 防災責任者・機関
全体の調整は、Gifford Pinchot 国有林の森林管理局長官と、危機管理局のワシントン
州支局の支局長が行った。多くの関係団体（地方自治体、民間会社、公益事業団など）
が防災対策センター（Emergency Coordination Center：ECC）に代表者を派遣して、
1980 年の噴火 2 ヶ月前から 1 年後まで活動した。
10. 調査観測ならびに科学的アドバイスの責任者
米国地質調査所セントヘレンズ火山調査班。責任者は、Bob Christiansen, Don Peterson,
Bob Decker。
11. 協力機関
噴火の観測に貢献した機関：最も協力的だった機関は、ワシントン大学の地球物理プロ
グラム（Steve Malone ならびにその共同研究者）。ワシントンの地震計ネットワークを
管理し、それを、セントヘレンズにまで拡張した。
12. 回答者の立場
回答者（Chris Newhall）は、1980 年 5 月 18 日に噴火が起こったため、常勤職として
雇われた。5 月 18 日以前には、防災対応の決定や警報発令には関与していない。カス
ケード火山観測所（CVO）に新しいスタッフとして加わった 1980 年の 9 月初旬以降の
数年間、科学者と公的機関の間のつなぎ役を担った。研究する立場に戻るまで続いた。
13. 公表する噴火推移予測の決定プロセス
調査班は、ほぼ毎晩、ミーティングを開き、噴火プロセスや起こりうる現象について、
その日得られたデータや様々な仮説を点検した。科学的な議論が活発に繰り広げられる
ことが多かった。発表されるものは、ほとんどの個々人の意見の集約であったが、皆が
同意見ではないということもあった。最悪のシナリオ（もしかしたら起こるかも知れな
いものと類似したベズイミアニ火山の噴火）は、個人的には議論されたが、公の場では
触れられなかった。これは、ベズイミアニ火山で何が起こったのかを本当に理解してい
る者、または、セントヘレンズ火山で起こるだろうという確信ある者が、米国地質調査
所には誰もいなかったからである。振り返って考えると、最善の分析は、大学の研究者
（Barry Voight）が行っていた。彼は、起こりうる現象（爆風を伴う磐梯山タイプの崩
壊シナリオ）に関するアイディアを 5 月初めに米国地質調査所に提出していた。1980
年 5 月 18 日以前の公的な予測の欠点の一つは、その予測にもっと貢献できただろうと
思われる研究者らが火山近くに滞在していて、毎晩開かれるミーティングに参加できな
かった存在したことである。この分離された状況は、人員配置に問題があった。
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14. 科学的情報を防災対策に組み込むプロセス
米国地質調査所は、森林管理局と州の危機管理局（そして、危機管理局を通して州政府
へ）に最も起こりそうな現象について、（予測と呼ぶにはあまりに正確性に欠ける）助
言を行った。森林管理局は、半径 10 マイルの「レッドゾーン」を閉鎖し、半径２０マ
イルのブルーゾーンへの立ち入りを規制した。州も遅すぎはしたがそれに従った。立ち
入り制限地域は、ドームが成長する年月が進むにしたがって、次第に少なくされた。こ
の地域は、2004 年から現在にいたるドーム成長の再開にあたって、わずかだけ拡大さ
れた。1980 年の 4 月から 5 月初めの噴火開始前の期間には、森林管理局は地質調査所
の助言に非常に迅速に対応したが、他の組織は懐疑的な傾向が強く対応が遅かった。
1980 年 5 月 18 日の噴火以降は、危険性に関する専門家の見積もりは、顕著に小さくな
ったが、市民の認識としては大きくなった。確率や、他のなじみの深いリスクとの比較
を用いて、リスクを定量化することを通して、専門家と市民の認識を一致させるには、
数年かかった。
カスケード山脈の多くの火山は、現在、ハザードマップが整備されていて（問１７参照）、
火山活動監視も行われている。この情報は、それぞれの火山地域の行政機関が立案する
防災対策に（単純化した警戒レベルという形で）組み込むことができる。
15. 事前の防災対応計画
問１４参照。主な事前の防災対策は、地域の閉鎖という形で行われたが、振り返って考
えてみると、これは、範囲が狭すぎた。この地域には、定住者が非常に少なく、一人
（Harry Truman）が爆風の犠牲になった。週末だけ利用する別荘の所有者は、大概、
閉鎖範囲外に留まっていた。1980 年 5 月 18 日朝の災害で失われそうになっている彼ら
の財産を取り戻そうとする所有者のキャラバンがいたが、公的に認可されたキャラバン
が危険地域に入る前に噴火が起こった。
16. 警報発令の指針
セントヘレンズ山を担当する米国地質調査所の火山学者は、警報、特に火山爆発に関す
るものを発令する経験がほとんどなかった。米国地質調査所には、警報は発令前に所長
の承認を得るという公式な規則があったが、この規則は早い段階で無視され、米国地質
調査所の科学者と森林管理局などの行政官との間の、より直接的な解説、質疑応答その
他の情報交換にとって代わられた。米国地質調査所の科学者の一人が（交代制で）、
「災
害コーディネーター」に指名され、森林管理局や防災対策センターとの主なつなぎ役を
担った。指名された科学者も、この役割が必要なものだと認識していた。
17. ハザードマップの活用法
素晴らしいハザードマップが 1978 年に公表されていた。これは、詳細な地質調査と過
去 20 年間のマッピングの成果である。噴火で引き起こされる様々な現象それぞれにつ
いて説明した副読本もあった。これらは、あわせて米国地質調査所報告 1383-C となっ
ていた。1980 年 4 月-５月の危険評価では、この 1978 年のハザードマップが基礎とな
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った。1980 年の初めに作成された地図には、1978 年の地図に基づいた危険地域と、立
ち入り規制を行った「レッドゾーン」と「ブルーゾーン」になった半径 10 マイルと 20
マイルの目玉状の円が含まれていた。噴火の危機が生じる前は、1383-C 報告の内容を
理解している行政官はわずかで、その上、その存在を知っているものも少なかった。そ
のため、その地図を作成した科学者 (Rocky Crandell, Don Mullineaux とその同僚)は、
即席の教師となる必要があった。
18. 情報の公開手法
森林管理局の災害対策センターを通して、州の危機管理局や報道メディアに発表された。
最初は、森林管理局の災害対策センターのスタッフから、他の行政機関の役人に電話で
連絡するという方法が（災害対策センターでの各機関の代表者への直接解説と併せて）
取られた。その後、ファクス、Law Enforcement Teletype System (LETS) を介した電
報へと変更された。安全保障問題のために開発され、スピーカホーン専用に使われるよ
うになった防災担当の NAWAS システムが、最も緊急性の高い公表文にだけ利用された。
19. 問題となった事項
振り返って考えてみると、最大の問題は、爆風もしくは火砕流で押し流される可能性が
ある崩壊部分の規模や面積の見積もりが小さすぎたことである。行政の警報は、当時す
でに山体膨張と大規模な崩壊・爆風の発生の可能性を議論する科学者がいたにも関わら
ず、セントヘレンズにおける多くの過去の事例に類似した真上に噴出する噴火のシナリ
オについてのものであった。今となっては、山体膨張が引き起こす現象にもっと比重を
大きくすべきだったことに全員が賛成するであろう。反省は、常に、前途の見通しより
クリアなものである。将来の科学者への教訓は、警報は常に地学的な歴史と現在の観測
情報の両方に基づいて行われるべきであるということである。
他の問題点としては、州知事が、大規模な民間造林地を含む彼の管轄地に立ち入り制限
を行うのをためらうことが挙げられる。その結果、火山の西部ならびに北西部の多くの
地域が、頂上から 10 マイル以内にあるにも関わらず、公的な規制がかけられないまま
放置された。州の（道路）パトロールが、その地域を閉鎖しようと試みたが、完全に閉
鎖することはできなかった。多くの観光客が火山に近づこうとして、パトロールをすり
抜けるために林業用の裏道を利用した。
いくつかの報告書に掲載されているものに反して、ほとんどの犠牲者は、公的に規制さ
れた地域の外側で死亡した。その多くは、十分に安全であると判断された地域だった。
20. 参考文献
Lipman and Mullineaux, eds., 1981, USGS Professional Paper 1250, the main
scientific monograph on MSH eruption
Saarinen and Sell, ~1985, book re: official and public responses to warnings at
Mount St. Helens, SUNY Press
B. Foxworthy and others, USGS (Professional Paper?) with a day-by-day chronology
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of “The First 100 Days”
21. その他、噴火に立ち合った感想など
1980 年のセントヘレンズ山の噴火は、火山学における「ランドマーク」的な現象であ
る。この噴火で、馬蹄形崩壊が稀な現象ではなく、火山の成長における一般的な一部分
であることを学んだ。科学者は、二度と馬蹄形崩壊の可能性を過小評価してはならない。
そして、実際に、観測データ、特に密封された間隙水圧に関するデータから、崩壊が切
迫したものかをどのように判断するかに関する研究にさらに注意を払う必要がある。崩
壊に伴って発生する横なぐりの爆風もまた、これまで考えられてきたよりも一般的であ
る可能性がある。それは、そのような爆風の典型的な堆積物が薄く、短期間に失われて
しまうものだからである。荒廃地域にあまり人が住んでいなかったこと、日曜の朝で林
業関係者があまり作業をしていなかったこと、森林管理局と州のパトロールが多くの訪
問者を安全な距離へ留まらせることができたことが幸いだった。
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1. 火山名
リダウト火山
2. 噴火時期
1989 年 12 月-1990 年 4 月
3. 噴火スタイル
１２月後半と１月前半はサブプリニー式。その後は、ドームの成長と崩壊の繰り返し
4. 犠牲者数（主な死因）
死者ゼロ（？）、ただし、KLM867 便が火山灰に遭遇、故障し、数百人が死ぬ危険性が
あった。
負傷者も少数もしくはゼロ。
5. 避難者数
ドリフト川の石油ターミナルとその周辺から少数。人がほとんど住んでいない地域。
6. 影響圏人口
アンカレッジの住民が弱い降灰を体験。噴火の主な影響は、数日間に及ぶアンカレッジ
発着便の乱れ。航空会社の中には、この噴火以降、便を減らすところもあった。太平洋
横断航路はルートの変更が行われ、噴火ならびに航空機の種類の増加、旧ソ連上空の飛
行規制の緩和という噴火に無関係な理由により、現在は、ほとんどの旅客機はアンカレ
ッジを経由しない。ただし、貨物については、アンカレッジは現在でも主要ハブ空港で
ある。
7. 噴火の推移
問３参照
8. 防災対応の概要
危機管理局のアラスカ支局と、州のパトロールが地上における対応のほとんどを担った。
連邦航空局の航空管制官が飛行許可と経路の管理を行った。
9. 防災責任者・機関
アラスカ州公共安全局ならびに連邦航空局
10. 調査観測ならびに科学的アドバイスの責任者
アラスカ火山観測所（AVO ：Alaska Volcano Observatory）ならびに米国地質調査所、
アラスカ大学地球物理学研究所、アラスカ州地質学協会の共同観測。公的な警報は米国
地質調査所が発表。
11. 協力機関
アラスカ大学、地質鉱物資源局アラスカ州支部（正確な名称は忘れました。Chris Nye
が主な主な情報提供者です）
12. 回答者の立場
この噴火当時、私（Chris Newhall）は、バージニア州レストンにある米国地質調査所
本部の事務担当だったため、私の任務は AVO がその観測体制を拡張できるように資金
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を集めるのを手助けすることだった。
13. 公表する噴火推移予測の決定プロセス
AVO は小さなグループではあったが、リダウト火山の噴火以前から存在していた。私
の知る限り、彼らは他の米国地質調査所の観測所と同様のプロセスにしたがっていた。
頻繁に科学的な会合を開き、新しいデータについて議論した。必要があれば、予測を変
更した。米国地質調査所メンロパークの地震学者数人も電話、もしくは、直接に会合に
加わった。Bernard Chouet が LP イベントに気づいたことで、12 月と 1 月の爆発的な
噴火の予測に役立った。振り返って考えると、LP 地震は爆発的噴火の兆候だとは限ら
ないが、リダウト火山では役立ったことも事実である。
14. 科学的情報を防災対策に組み込むプロセス
この噴火時の初期の詳細は分からない。最近では、AVO の火山学者と国立気象サービ
ス（NWS：National Weather Service）、連邦航空局（FAA：Federal Aviation
Administration：）の間で、非常に訓練を積んだ共同作業が行われている。これを通し
て、噴火に関する予報と実際の活動が標準的な航空気象情報（SIGMETS など）や連邦
航空局の航空管制官を通して、パイロットと離着陸管理官に報告される。
15. 事前の防災対応計画
AVO の火山学者と NWS、FAA の間には、噴火前からなんらかの情報交換体制は確立
されていたので、KLM 機のパイロットはアンカレッジに近づく前に火山灰について警
告を受けていた。不幸にして、曇り空の上、地上の気象レーダーがなかったことから、
AVO と NWS は火山灰がどこを浮遊しているか正確には伝えることができなかった。
16. 警報発令の指針
（火山噴煙を含む）航空機に関する顕著な気象災害の警報は、SIGMETs によって非常
に整った体制で発令される。例えばドリフト川の石油ターミナルなどの、地上の人々に
対する警報は AVO から関係機関へ、噴火が予想されるときに、電話とファクスによっ
て行われる。警報の色分けは、リダウト火山噴火のかなり遅い時期になって採用された。
この採用時期は、ほとんどの爆発的噴火の後だが、ドームの崩壊による噴煙はまだ発生
していた期間にあたる。
17. ハザードマップの活用法
リダウト火山のハザードマップは２種類ある。一つ目は、より伝統的なタイプのもので
あり、様々なスケールでドリフト川を流れ下る泥流の被害を受ける可能性がある地域を
線引きしてある。これは、ドリフト川石油ターミナルの危険を理解するためのものであ
り、噴火と融雪による泥流が予想されるときに、石油ターミナルの職員が避難した。新
しいタイプの地図は毎日（ときには、一日に数度）用意された。これには、噴火イベン
ト中に火山灰がたどる可能性がある軌跡が示されている。これには、NWS 及び NASA
から与えられた風に流された火山灰の情報が、降灰モデルと組み合わされて利用されて
いる。リダウト噴火の際に使われたモデルは、かなり大雑把なものであったが、効果的
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であった。現在ではより洗練されたモデルが利用可能となっている。
18. 情報の公開手法
正式な通知は、AVO からのファクスと、形式の整った航空気象災害の警報システムを
通して伝達された。
19. 問題となった事項
リダウト火山における基本的な問題は、火山灰がいつ放出されるのかを正確に知ること
だった。特に、夜間と曇りの日が問題となった。航空会社の中には、単純にフライトを
取りやめるという選択をしたところもあった。ほかの会社、特に、アラスカ航空では、
火山灰がある可能性がない地域を見出す手法を開発して、運行を継続することに成功し
た。リダウト火山の噴火の間には、その他の火山灰追跡のツール（火山灰に関連して雷
が発生する場所など）がいくつか追加された。ドップラー気象レーダーなどの他のツー
ルは、リダウト噴火の後に追加された。火山灰の移流拡散モデルや火山灰追跡のリモー
トセンシングのほとんどはリダウト噴火以降に顕著な進展があった。
20. 参考文献
T. Miller and others, eds., Special issue of JVGR on Redoubt.
SR Brantley, USGS Circular re: Redoubt and response.
リダウト火山の噴火の間接的な結果として、火山灰と航空機の安全確保に関する第一回
の国際シンポジウムが 1991 年にシアトルで開かれたことが挙げられる。この結果は、
USGS Bulletin 144#, （T. Casadevall 編集）として出版された。
21. その他、噴火に立ち合った感想など
リダウト火山の噴火は、火山学者、気象学者、航空行政とパイロットが火山灰に対応す
る手法を非常に進展させた点で特筆すべきである。KLM の事件は、これに先立つ BA
や SQ の飛行機がガルングン火山で火山灰に遭遇した事件、カンタス機のソプタン火山
の事件とあわせて、大きな警鐘となった。JAL をはじめとする日本の航空会社は、リダ
ウト火山の噴火以降の組織作りで指導的な役割を担った。私の記憶が正しければ、JAL
が AVO からの情報の各国の全航空会社への伝達を自発的に行った。米国内の各航空会
社へは、マーク航空（？）が連絡した。これが、正式な警報の補足となった。
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1. 火山名
ロングバレーカルデラ
2. 噴火時期
噴火なし。1978 年から現在まで、火山活動に関連すると考えられる異常のみ。最も顕
著な異常は、1980 年 5 月（M６の地震）と、１９９７年（南側カルデラ壁で強い群発
地震）に発生した。カルデラ底の 50-60cm の隆起が 1981 年に初めて観測され、それ以
降、さらなる隆起が断続的に発生。隆起とほぼ同時期に群発地震も発生している。強く
はないけれども、特筆すべき群発地震として、マンモス山直下における 1989 年の低周
波地震がある。この地震に引き続いて、顕著なマンモス山地表からの二酸化炭素の拡散
的な放出があり、かなりの地域の樹木が枯れた。マンモス山はカルデラの南西の縁にあ
る。この山は、カルデラを南北に横切るモノ-インヨ火山体の南端で、この火山体とも
関連がある。
3. 噴火スタイル
なし
4. 犠牲者数（主な死因）
死傷者なし。ただし、森林管理局の作業員が、冬の雪に覆われた平原の二酸化炭素高濃
度地域で窒息死しかけたことがある。この二酸化炭素によって、マンモス山周辺の地域
の樹木も枯れた。
5. 避難者数
なし。公式な避難計画あり。
6. 影響圏人口
周年の人口は約 1 万人（正確な数値は不明）。ほとんどは、観光・スキーリゾート業者。
スキーができる冬の週末の繁忙期は、最大 5 万人のビジター。
7. 噴火の推移
なし。問２参照。
8. 防災対応の概要
最初、町役場と地方警察は、火山噴火の危険性があることに懐疑的だった。次第に、そ
の時点での危険性は低いものの、火山性の異常が急に増大して、将来、噴火が起こりう
るということを理解した。地方警察とマンモス湖町役場、州危機管理局（OES： Office
of Emergency Services ）
、米国森林管理局の職員が協力して避難計画が作成された。
9. 防災責任者・機関
問８参照
10. 調査観測ならびに科学的アドバイスの責任者
米国地質調査所（USGS）ロングバレー観測所。所長は、Dave Hill であり、現在は、
Maggie Mangan が協力している。
11. 協力機関
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ネバダ大学レノ校の科学者らが何度も重要な貢献をしている。また、カリフォルニアに
キャンパスを持つ様々な大学やドューク大学の他、USGS の他の観測所特にカスケード
火山観測所、USGS 地震災害プログラムの科学者も協力している。異常現象は、初めは、
厳密にテクトニックなものだとみなされており、カルデラ底の隆起が見つかるまでは、
火山災害については真剣には検討されていなかった。
12. 回答者の立場
私（Chris Newhall）のロングバレーの件での役割は、主に、ロングバレーにおける火
山現象を、世界中の他の大規模カルデラでの現象と比較して、大規模カルデラでは同様
の活動は極めて一般的だるということを指摘することだった。大きなマグマ・熱水系は、
深部からのマグマの上昇によって容易に擾乱を起こすが、このことが、マグマが噴火に
至ることを妨げる緩衝作用をする傾向がある。USGS Bulletin 1855, CN with D.
Dzurisin

参照。 1988 年から 1991 年にレストンで働いていた間は、事務方としての

手助けも行った。
13. 公表する噴火推移予測の決定プロセス
主要な議論は、通常の研究打ち合わせ、特別なロングバレーに関するワークショップ、
そして、異常現象が顕著な間には危機管理チームの会合において、ロングバレー調査班
のメンバー間でなされた。様々なデータを集約するに当たっては、調査班のリーダーが
中心的な役割を担った。リーダーは、ロングバレーにおける日常観測の義務を課されな
いシニア研究者の少人数の助言チームの助けを受けた。そのため、高所から広い視野で
全体を眺めることができ、現状での観測や理由付けなどの不十分な点を検証することが
できた。Bob Tilling は、ほかの数人のシニア研究者とともに、この助言チームのメン
バーだった。
14. 科学的情報を防災対策に組み込むプロセス
LVO からの情報によって、ロングバレー避難計画の対応が開始される。危険度（噴火
の兆候あり、恐れあり、差し迫った状況）が LVO によってカラーコードで色分けされ
た。この手法は、AVO が使ったものと似ているが、厳密に同じではない。地方自治体
（と USGS チーム）の行動がカラーコードに応じて決められている。
15. 事前の防災対応計画
初期の拒否反応の時期の後、マンモス湖地域では、この地域の地質構造と火山災害に関
する啓発活動を市民向けに行うことができた。被害を小さくする具体的な方策は、「環
状道路」を作ることであり、これによって、主要な道路が噴火で切断された場合に、マ
ンモス湖町から避難する別のルートが確保できる。この道路は、アクセスを良くして新
しい観光地を生み出すというもう一つの目的もあった。
16. 警報発令の指針
ロングバレーカルデラの警報は、（例えば、ある時間間隔の間に M４以上の地震が何回
というような）異常現象の特定のレベルに極めてはっきりと関連付けられている。これ
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は、USGS の観測所の異常レベルと警報レベルの関連付けの中でも、最も明確なもので
ある。警報のしきい値は、活動のそれぞれのレベルが何を意味しているのかの解釈と、
世界中の類似のカルデラにおける異常現象に基づいている。USGS Circular#に述べら
れているロングバレーの警報計画は、明確化した警報しきい値が現実の災害にもはや対
応しないことが明らかになった場合には、担当の科学者が公式な計画を無視して、別の
より適切な警報レベルを選択することを許容している。
17. ハザードマップの活用法
ロングバレーカルデラのハザードマップは、約 550 年前に起きたような、モノ-インヨ
火山列の火山からの噴火による災害を強調したものとなっている。これは、カルデラ規
模の噴火という最悪のシナリオにはあまり比重を置いていない。この中規模のモノ-イ
ンヨ火山列（もしくは、マンモス山）噴火についてのハザードマップは、代替の「環状
道路」を建設し、避難計画を作成する基礎となった。
18. 情報の公開手法
情報伝達手法は、ロングバレーにおける火山性異常現象の経過とともに変化した。初期
の伝達は、ファクス、電話ならびに対面での説明（それと、不幸なことながら、早すぎ
る報道のリーク）によってなされた。現在では、電子メイルとインターネットが付け加
えられている。地方行政は USGS のウェブサイト上で現象を見ることができるので、
事実に関する説明をする必要性は軽減されたが、当然ながら、それらのデータを解釈す
る必要性は増大した。
19. 問題となった事項
火山活動に関する最初の情報は、ロサンゼルスタイムスの記事だった。この記事は、町
の住民と行政を驚かせ、結果として怒らせることになった。これを克服するには数年を
要した。一般市民との関係における USGS の不幸な失敗だった。部分的には、この初
期の失敗が原因で、Dave Hill 率いる USGS の科学者らは、地域行政と頻繁に会って、
すべての火山活動について啓発活動を行い、情報を与え続けることに、余分な努力をす
ることとなった。
初期の懐疑的な姿勢を克服するために USGS が用いた手法の一つは、町の行政官をセ
ントヘレンズ火山に（経費を負担して）招待し、彼らと同等の立場の人々、例えば、町
長には市長、議員には議員、消防局長には消防局長、警察署長には警察署長、土木業者
には土木業者などと具合に、引き合わせたことである。それと同時に、セントヘレンズ
火山を訪問させて、実際の火山による破壊を見せた。このことは、マンモス湖とロング
バレー地域の行政ならびに USGS にとって非常に有益だった。同等の立場にある人々
との直接的なコミュニケーションは、科学者から科学者でない人々に伝えるよりもはる
かに容易であり、そして、おそらくより効果的である。
20. 参考文献
Many scientific papers on Long Valley, including special collections in JGR
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USGS Circular # re: USGS warning scheme for Long Valley
G. Mader and Associates, “Living with a Restless Volcano” (approximate title), a
review of warnings and how they were received.
21. その他、噴火に立ち合った感想など
ロングバレーのように非常に大規模で、しかも、小中規模の噴火も同様に（そしてより
多く）引き起こすマグマシステムでは、発令すべき警報の適切なレベルを見出すことは
困難である。この困難さが、このような系では噴火なしに何年間も不穏な状態を続ける
可能性があることと、不穏な現象が噴火に至らないという見込み（平均化の法則）と組
み合わされる。さらに、この困難さは、住民が火山の脅威は仕事に悪影響を与えると心
配するリゾート地であることとも組み合わされる。明らかに、カルデラの西側部分とマ
ンモス山の地下にマグマが貫入した。これを書いている時点では、異常現象は低レベル
だが、10 年程度の時間スケールで見ると異常現象はまだ活発であるように見える。科
学的には、ロングバレーカルデラでの異常現象は、セントヘレンズ火山やリダウト火山
の噴火エピソードよりも解決困難な問題である。
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1. 火山名
モンセラー島スーフリエール火山
2. 噴火時期
1995 年 7 月―現在（継続中）
3. 噴火スタイル
安山岩質ドーム形成噴火
4. 犠牲者数（主な死因）
死者 21 人（ドーム崩壊による火砕流・火砕サージ）
負傷者約 20 人
5. 避難者数
約 1 万 1000 人
6. 影響圏人口
約 1 万 4000 人（全島人口）
7. 噴火の推移
モンセラー島での噴火は、1995 年 7 月に地震、水蒸気の噴出、低温のベースサージで始
まった。4 カ月後、新鮮なマグマが表面に現れ、ドームの成長が始まった。５ヵ月後か
ら、小規模なドーム崩壊型の火砕流が始まった。その後１５ヵ月間にわたり成長速度が
増加し、火砕流の規模も大きくなった。1997 年６月には、それまでで最大規模の崩壊（約
500 万立方メートル）で 19 人が犠牲になり、その他、約 20 人が怪我をした。その後約
4 ヵ月間、ブルカノ式の爆発を繰り返し、1997 年 9 月に、さらに大きなドーム崩壊（1400
万立方メートル）があった。1997 年 12 月 26 日には、大規模な火口壁の崩落があり、総
量で 4500 万立方メートルの物質に達するドームからの土石流と爆発的な横なぐりの爆
風が起こった。1998 年以降、火山での活動は溶岩の流出にかかる長い時間と非常に大き
な崩壊、そして表面が静穏な長い時間で特徴付けられるようになった。1997 年 12 月 26
日の爆風以後、1998 年 1 月から 3 月まで新しいドームが急速に（最大で６立方メートル
毎秒）成長した。成長は 3 月で突然止まった。溶岩の流出は 1999 年 11 月後半に再開し、
2001 年 3 月から 5 月と 2002 年 6 月から 7 月の 2 回の小休止をはさんで、2003 年 7 月ま
で続いた。ドーム成長のこの時期に、2001 年 7 月の大崩壊（約 3800 万立方メートル）
と 2003 年 7 月の溶岩ドームの末端での崩壊が起こった。後者の崩壊は、このような現
象としては、歴史記録上世界最大（約 2 億 1000 万立方メートル）のものであった。そ
の後２４ヵ月は、溶岩の表面流出はなく、中規模程度の強さの脱ガス（一日約５００ト
ンの SO2）と深部からの圧力増加による継続的な膨張があった。これまでの噴火で約
0.5km3 の安山岩質の溶岩が噴出し、最近（2005 年 8 月）、この火山は、ドーム形成の別
の新しいフェーズに入った。
8. 防災対応の概要
最初の科学的な対応は、西インド大学（UWI）の地震研究ユニットに属する現地の科学
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者らが行った。速やかに、USGS-VDAP チームと英国に拠点を置く科学者らの応援があっ
た。数ヵ月後には、UWI や他の現地機関、海外の大学が支援を続ける中で、観測の代表
責任を英国地質調査所（BGS ：British Geological Survey）が引き継いだ。1995 年 8
月の大規模な水蒸気爆発への対応として、6000 人が火山近傍の地域から二週間、避難し
た。1995 年 12 月には地震の急増と成長中のドームからの赤熱した落石の激化が見られ
たことから、2 回目の予防的な避難がその 6000 人に呼びかけられ、１ヵ月続いた。1996
年 3 月までには、火山活動の活発化に伴い、約 4000 人が自主的に島を離れ（英国、米
国ならびに近隣の島々へ向かっ）た。そのため、全人口が 9000 人に減少した。1996 年
4 月には、非常事態宣言が出され、最初の大規模な火砕流の発生を受けて、主要都市で
あるプリマウスと島の南側 3 分の１からは完全に避難した。最初の火山リスク地図が
1996 年 5 月に作成され、災害の細部にわたる調整のため、死亡事故が発生する 1997 年
7 月まで継続的に何度も更新された。それ以降、簡素化された一般的な災害リスク地図
が作成された。この地図では、火山を取り囲む立ち入り禁止地域、
“緩衝”地域と、人々
が居住できる“安全”地域が線引きされた。“安全”地域には、島の北側 3 分の１だけ
が含まれている。この段階では、島にいる市民の人口は減少を続けており、1997 年後半
には（噴火前の元の人口約 1 万 4000 人から）3000 人弱になった。1997 年１２月には、
公式な火山リスク評価は、英国政府の調査班に引き継がれた、それ以降も、同様のリス
ク評価が半年ごとに繰り返された。1999 年には、人口が約 4500 人へと若干回復した（た
だし、全員が帰島したモンセラー住民ではない）。2003 年からは、さらなる人々の流入
があったが、これは、ほとんど元々のモンセラー島民ではない人々である。この結果、
現在の人口は、約 5000 人となっている。
9. 防災責任者・機関
モンセラーは、英国の海外領（以前の植民地）であり、政府には二人の長がいる。一人
は、知事（英国政府の代表）で、（自然災害を含む）安全保障と外交を担当し、もう一
人のモンセラーの選挙で選ばれた政府の首相（内政担当）と共同して職務を行う。
10. 調査観測ならびに科学的アドバイスの責任者
最初は、現地の観測機関（UWI の地震研究ユニット）の長であり、その後、現地観測グ
ループが組織化されてからは、モンセラー火山観測所（MVO）の主席科学者／所長。
11. 協力機関
UWI / 英国地質調査所 / USGS / フランスの IPGP, 及び大学数校と英国、フランス、米
国の個々の科学者。火山活動開始後、最初の数ヵ月は、観測とデータ収集は MVO の責任
で行われた。これに、MVO と共同して特殊な調査をしている大学その他のグループが得
たデータが加えられた。
12. 回答者の立場
英国政府の火山学アドバイザーおよび MVO の主席科学者
13. 公表する噴火推移予測の決定プロセス
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毎週、もしくは、必要な状況のときに、MVO 観測班で内輪の検討会議を開いた。さらに、
科学者の自立的なグループである、モンセラーの火山活動に関する科学助言委員会
（SAC）が MVO とともに作業を行い、６ヵ月ごとに会合を開いて報告書を作った。SAC
は、MVO と協力して定期的に火山の災害・リスク評価を行い、英国政府とモンセラー政
府にその結果を報告した。SAC はまた MVO に調査の運営に関する助言も行った。MVO ま
たは SAC は、適切である場合には、専門家の意見を引き出すために階層化された手順を
利用して、政府から出された緊急もしくは困難な問題もしくは、警報レベルを変更する、
立ち入り禁止地域の境界を移動する、リスクモデルのパラメータを設定する、といった
ような扱いにくい問題に対して“合理的な総意に基づく”決定を時宜を得た形式で行っ
た。このような手法によって、助言を行うという任務を個々人にゆだねることをなくし、
専門家からなる多様なチーム全体から集約された総意の形成を促すことができる。また、
この手法は、個々人の本当の科学的な信念を発言することを助長し、科学的な決定がな
される道筋を再検討することを可能にする。
14. 科学的情報を防災対策に組み込むプロセス
MVO と SAC 報告書による日々の科学的な助言が、知事や関連大臣、役所（災害対応調整
局）、委員会（モンセラー政府火山災害グループなど）に伝えられる。
15. 事前の防災対応計画
1987 年に UWI によって総合的な最新の火山危機評価がモンセラー政府のために行われ
た (Wadge & Isaacs report)。この報告書は、１９９５年に実際に始まった噴火の経緯
と影響を、細部まで非常に正確に予見していた。残念ながら、この報告書の内容と助言
は公式には機能しなかった。MVO の火山観測に関する業務への 1990 年代のモンセラーの
財政援助もまた滞っていた。にもかかわらず、UWI グループはモンセラー島で啓発活動
（ワークショップ、公開講座、展示、ラジオインタビュー）を行い、市民の認識を高め
ようと試みた。1989 年に、モンセラー島は大規模なハリケーン（台風）の被害を受け、
その結果、政府が運営する危機管理センターが設立された。しかしながら、その業務は、
ハリケーン災害に焦点が当てられており、火山災害の可能性を包含するものではないよ
うに思われた。したがって、噴火が始まったとき、きちんとした直接的な災害軽減能力
は存在しなかった。
16. 警報発令の指針
モンセラー島においては、科学的なアドバイスが警報を準備する基礎となるが、警報発
令の責任は知事ならびに政府にある。しかしながら、ほとんどの人々は現在、火山山麓
からは十分に離れている一方で、流域の遠隔地に沿って居住中の家々もある。知事／政
府が警報を発令しないかも知れない状況として、突然に大規模な、人々に危険が及ぶ（非
常に確率が低い）現象が、前兆的な活動がほとんどない、もしくは全くないまま起こり、
この流域に火砕流が流れ込むという場合がある。この場合、（究極的な責任は、やはり
知事にあるのであるが、
）MVO は警察に直接電話をかけ、サイレンを鳴らすように助言を
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するだろう。以前の立ち入り禁止地域とプリマウスでの開発と観光のため、現在、再び、
きめ細かい調整をする必要性が高まっている。このような作業中での人命に危険が及ぶ
減少があれば、この場合も、MVO から警察へ直接連絡することになるだろう。
17. ハザードマップの活用法
噴火の最初の２年間は、災害・リスク地図は、細かい調整をするよう政府から要請があ
ったために頻繁に更新された。1997 年以後、より一般向けのハザードマップが準備され
た。しかしながら、調査（Haynes et al., 2005a）によると、一般向けの地図は、基本
計画を示した地図を理解して利用するのが非常に難しいものだった。問題になったのは、
方角、地図の基本的な見方、火山災害情報の解釈である。３D 地図によって、特に地形
を理解する点については、いくらかの改善が見られたが、最も効果的だったのは、全体
が見渡せる写真であることが分かった。この写真を使うことで、人々は、方角や内容を
はるかに容易に理解することができた。
18. 情報の公開手法
噴火を通して、情報は、政府発表とラジオ放送、科学者らへのラジオ・テレビのインタ
ビュー、公開ミーティング、科学者の啓発活動への懸命の努力を通して供給された。現
在、MVO には啓発活動専任の職員はいない。所長がほかの業務とともに、この役割を担
っているが、常勤職員の必要性は非常に高い。週ごとのラジオインタビューの繰り返し
が、必ず毎日のニュースで放送される。火山活動が活発なときは、生インタビューがあ
り、一般向けのアドバイスはつねに情報として現地のラジオから流れている。現地ラジ
オ局は地域、地区の調査を行い、MVO 所長は毎週のようにこれに対処することになる。
以前は、DMCA(前の危機管理部署)には要領の良い広報担当者がいたが、彼が異動になっ
て、代わりは入っていない。そこで MVO が広報担当を雇ったが、数人を採用したにも関
わらず、だれも必要な技能を持っていなかったため、今ではその役職はなくなっている。
知事や危機管理局との議論において、DMCA は MVO 所長、民間企業、報道、災害対応、地
域コミュニティ、医療それに教育のキーパーソンで構成される啓発活動のグループを組
織して、啓発活動の努力が地域のすみずみまで確実に行きわたるようにするべきだとい
うことで意見が一致した。過去にそうしていたように、専門技術を持った専任の DMCA
の広報担当を配置することが理想的な解決策であるが、担当者は、コミュニケーション
能力が高い上に、火山災害やその危険性のすべての面について理解していなければなら
ない。そうでなければ、効果はない。
19. 問題となった事項
我々の大きな問題の一つは、科学的な確実性の限界を行政当局や一般市民に伝えること
にあった。例えば、科学者はモンセラー島におけるいくつかの災害の可能性を認識して
いて、それが結局、発生してしまったのだが、その災害の規模を疑い深い人々に納得さ
せることにいつも失敗していたし、また、どのくらいの時間で起きるのかを十分に正確
には言うことができなかった（このことは、１９９７年６月の火砕流の規模が突然に増
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加したことに関する可能性については、特に当てはまる。警報が繰り返されたにも関わ
らず、この火砕流は多くの人々に突然襲いかかって悲劇的な結果となった）。さらに、
情報公開に大きな努力を払ったにも関わらず、科学的な貢献の役割と信頼性に疑問が投
げかけられ、異議を申し立てられるという政治的な思惑のからんだ状況が生じたことが
あった。にも関わらず、地域社会において、科学者は、政治家や役人よりも高いレベル
の信頼性と敬意を保ちつづけた (Haynes et al. 2005b)。
大量の移民（約１５００人）は、そのほとんどがごく最近の静穏機に島に来たので、現
在の地域社会のかなりの割合の人が火山活動を経験していないことを意味している。彼
らの中には、教師や牧師など地域社会で重要な役割を担う人々も含まれているので、科
学的な啓発活動は今から再びゼロからの出発をしなければならない。
現地の災害対策行政が（これまで同様に）主にハリケーンに対処している印象が島では
今でも感じられる。噴火が継続しているにも関わらず、多くの行政官は今でもやはり火
山はいつかはどこかへ行ってしまうようなものだとみなしている。政治家は、モンセラ
ー島の将来計画を立てるために、頑なまでに「噴火の終わり」を待ち望んでいる。この
ことは、比較的静穏な時期における立ち入り禁止地域への観光や公共事業のようの現在
の課題に対処することを避けていることを意味している。
モンセラー島の地域社会が少しでもうまくやっていこうとするならば、火山があること
を前提にものごとを進めていかなければならず、開発をするには噴火の完全な終息は待
っていられないということことを、現在、認識し始めたところである。このことは、進
むべき道を見出すには文化的な障壁があることも意味している。例えば、影響力の大き
い海外の資産所有者は定期的なサイレンのテストが行われることを強く望んでいるが、
現地の災害対策機関は、人々を心配させるような周囲に聞こえるサイレンのテストを行
いたがらない。
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21.その他、噴火に立ち合った感想など
モンセラー島の噴火での科学者にとっての大きな難問は、
（１０年以上という）非常に長
い期間にわたったということと、人々や行政の人々が小さな島で噴火する火山とともに
生活を続けたいと希望しているということだった。最初は、噴火が続くと考えられる期
間が予測できなかったことと、モンセラー島で火山観測と科学的なアドバイスを行うこ
とが可能な体制が確立されていなかったことから、その体制は、即席のものをベースに
作られ、首尾一貫した継続的な調査をすべてにわたって総合的に行うことが確かになる
ような十分な設備を確立するのに長い時間を要した。このことから、噴火開始時期にそ
の場にいた人々の中で火山災害対応の経験と適切な災害軽減手法の知識を持っているの
は火山学者だけであるということが分かった。しがたって、調査班の年配のメンバーが
日々の細々とした対応の決定に大きな役割を果たす形で巻き込まれるという事態が避け
られなかった。月を追うごとに火山活動が活発化するにしたがって、彼らの役割は、人々
を島にとどめ続けるに当たって、ますます重大さを増していった（政治的に、全島避難
はずっと究極的な切り札としての選択肢でしかなかった）
。この噴火の期間中、科学者の
情報を基に災害・リスク地図が準備されたが、次第に詳細になっていき、また、頻繁に
変更がされたので、一般住民に関する限り、その価値や意味は信用されなくなった。後
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になって、一般の人々にはごく簡単な地図でさえ理解するのが非常に難しいということ
が分かった (Haynes et al, 2005a)。科学者が災害対応に直接立ち会ったことによる重
要な示唆は、1997 年 6 月の危機的な状況が具体例を示した。このとき、唯一の空港を利
用できるようにし続けることが求められた。この空港は島の出入り口として通常利用す
るの唯一の場所であり、火山から約 5 キロの火砕流堆積物の上に位置していた。現地の
航空会社は、現場に科学者が勤務として立ち会わなければ、運航を続けないと主張し、
念入りな計画が作られ、危険が迫ったときに空港から迅速に避難するように訓練が行わ
れた。これは、結局のところ、迅速かつ決然とした科学観測チームの介入に依存してい
た。1997 年 6 月 25 日に大きな崩壊が起きたとき、空港ビルの数百（ミーティング？）に
まで火砕流が流れ下ってきたとき、空港にいた全員が安全に逃げることができた（近く
の村の犠牲者は、立ち入り禁止地域の内側に非公式にいた人々であり、火山にも幾分近
かった）。この出来事以降、安全を確保する余地への要請と、可能な限り制限がかけられ
る人命への強制がより予防的な手法へと切り替えられた。公共の安全性を確保するもの
へ非常に大きな重点が置かれた。このことによって、科学者が、安全と危険に関する問
題への決定的な助言を小さな誤差範囲でしなければならないという非難をある程度、緩
和することができた。しかしながら、干渉を続ける年月が経るにつれて、そして、明ら
かに火山活動が穏やかになるにつれて、以前の立ち入り禁止地域の付近において、きめ
細かい対応のある側面が再び問題となってきた。市民の居住に関する管理はかなりうま
く行っていたが、観光関連などの企業の規制、管理が大きな問題になっていき、再び、
科学者がリスク管理の決定に直接巻き込まれることになった。また、近年では、溶岩ド
ーム形成期間どうしの間の静穏期が長いために、火山そのものに関係ない場所で生活ま
たは仕事をしている人がほとんどの行政機関の一部と一般市民の間で、火山問題に関す
る関心が急速に失われているということが生じている。それでも、噴火が続いていると
いう事実にも関わらず、施設や設備を火山の近くに再建するようにという圧力が高まっ
ており、科学者は再び、微妙な決定問題に引き込まれている。
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1. 火山名
ピナツボ
2. 噴火時期
1991 年 4 月 2 日－1991 年 9 月初旬。1992 年 7 月－10 月
3. 噴火スタイル
水蒸気爆発、ドーム形成、プリニー式、間欠的な火山灰放出噴火（1991 年）、ドーム形
成（1992）
4. 犠牲者数（主な死因）
300 人以下（281 人）主な死因は、湿った降下火山灰の重みで屋根が崩落したため（6
月 15 日の噴火のピーク時には台風も同時に襲来していた）
。353 人が避難所で病死。負
傷者は約 200 人
5. 避難者数
6 万人以上。火山斜面に住む 2 万人以上は避難しなければ確実に死亡していた。
6. 影響圏人口
27 万 6000 世帯 125 万人。
7. 噴火の推移
1991 年のピナツボ火山の火山活動ならびに噴火は、いくつかのステージに分けられる。
●3

月中旬-5 月

有感地震、水蒸気爆発（4 月 2 日）

●6

月 1 日-7 日

浅い地震が火山頂上付近のパイプ上の狭い地域へ局在化

●6

月 7 日-12 日

火山灰の放出と地震によるエネルギー放出を伴う溶岩ドームの成

長、火山性微動が顕著な時期もあり。
●6

月 12 日-14 日

長周期地震の顕著な増大を伴う 4 回の短い鉛直噴火。

●6

月 1４日-1５日 サージ発生させる噴火が 13 回。次第に間隔が短くなる。

●6

月 1５日 噴火のピーク。カルデラが崩壊。

●6

月 1５日-7 月 カルデラ内部における連続的な火山灰噴出の減少、収束。火山構

造性地震の継続的な減少。
●間欠的な火山灰噴火が
●2002

年 7 月-10 月

9 月初めまで発生。

カルデラ内での溶岩ドームの成長

8. 防災対応の概要
フィリピンの災害対策は、災害検討評議会が様々なレベルにおいて指揮を執る。国の災
害検討評議会（NDCC）は、国立機関と代表的な NGO を束ねる組織であり、国防長官
が会長を務めている。災害対策事務所(OCD：Office of Civil Defense)が実務的な役割を
担っている。評議会委員は、警報、救助、援助、復興などの責任を負う機関や組織であ
る。並列的な組織が、地域（フィリピン国家警察の地方司令官が率いる地方災害対策評
議会：RDCC：Regional Disaster Coordinating Council）、省（知事が率いる省災害対
策評議会：PDCC：Provincial Disaster Coordinating Council）、各市、地方自治体（市
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長が率いる MDCC または CDCC）、村（村長が率いる BDCC）それぞれのレベルにあ
る。
ピナツボ火山は 3 つの省の接点にあるので、NDCC の援助を受けた RDCC が、州、市、
村レベルの災害検討委員会と調整を図りながら、警報の伝達や、一般市民の啓発、災害
情報広報活動、非難、救援、移住など様々な場面に積極的に関与した。
（フィリピンと米国両方からの）軍の支援が、火山観測と、適切な関係者への情報伝達
で価値を発揮した。
9. 防災責任者・機関
問 8 参照。
10.調査観測ならびに科学的アドバイスの責任者
フィリピン火山地震研究所（PHIVOLCS：Philippine Institute of Volcanology and
Seismology）
。当時の所長は Raymundo S. Punongbayan 博士。
11.協力機関
米国地質調査所（USGS）、地方災害検討委員会（RDCC）、Region III（様々な災害検討
評議会を介した Pampanga, Tarlac ならびに Zambales 省の地方行政ユニット）
12.回答者の立場
PHIVOLCS の現所長
13.公表する噴火推移予測の決定プロセス
1991 年のピナツボ噴火の場合、警報は PHIVOLCS によって作成された。この警報は、
火山の西側（ザンベール）と東側（クラーク空軍基地。USGS と共同）の観測班の観測・
議論に基づいたものだった。PHIVOLCS 所長が発令した。
14.科学的情報を防災対策に組み込むプロセス
火山に関する助言は、PHIVOLCS から文書、電話で該当する災害検討評議会と軍へ、3
つのメディア（ラジオ、テレビ、出版物）で一般へ伝達された。PHIVOLCS と様々なレ
ベルでの災害検討評議会による説明会が数多く開かれた。
15.事前の防災対応計画
●報告された火山以上を観測するための調査班の迅速な立ち上げ。
●テレメータ化した地震観測網の設置。
● 過去の噴火における噴火スタイルと規模ならびに火山災害で影響を受けると考えられ

る地域を特定するための迅速な地質調査。
●防災行政と軍司令官への可能性がある噴火災害の示唆。
●強力な一般への情報発信活動。

16.警報発令の指針
1991 年のピナツボ噴火では、災害対応機関や一般市民へ火山の状況・活動度に関する情
報を提供し、適切な事前対策の助言をするために数値化した警報レベル（5 段階）が作ら
れた。このシステムは、火山で予測される現象に基づいている（ピナツボ火山警戒シグ
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ナル：表参照）。危険区域はハザードマップに基づいて設定された。このような手順によ
って、警報レベルに基づいた簡単な何段階かのステップに応じて、防災機関や地域・省
の災害検討評議会、フィリピンと米国の軍が避難計画を準備することができる。PHIVOLCS
が火山の状況に関する情報は提供するが、適切な災害検討評議会が避難指示は発令する。
ピナツボが異常な兆候を示してから、警報レベルが５に引き上げられるまでのその週の
間は、火山山頂から半径 10 キロが避難が必要な高危険区域に指定された。警報レベルが
５に引き上げられるとすぐに、危険区域は半径 20 キロに広げられた。カルデラ形成を伴
う爆発の間は、危険区域はさらに 40 キロまで広げられた。
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ピナツボ火山警戒シグナル
警報レベル l

判断基準

解釈

0

バックグラウンドレベル。静穏

予見可能な将来には噴火なし

1

低レベルの地震。噴気などの異常

マグマ性、テクトニック、もしくは熱水
系の擾乱あり。差し迫った噴火はなし

2

マグマの関与に関する積極的な証拠を マグマ貫入の可能性大。噴火を引き起こ
含む低レベル－中規模レベルの地震な す可能性あり
どの異常
B タイプ地震の頻発、地殻変動の加速、数日から数週間以内に噴火をする確率が

3

激しい噴気、ガス放出の増加を含む比 増加
較的高い異常ならびにその増加
4

ハーモニック微動、長周期（＝低周波）マグマが地長近くまで上昇。災害を引き
地震、穏やかな溶岩流出、ドーム成長、起こす爆発的噴火が数時間から数日で起
小規模噴火などの顕著な異常

5

きる可能性あり

災害を引き起こす爆発的な噴火が進行 爆発的噴火が発生中。谷や風下側で災害
中の場合。火砕流または最低で６キロ 発生
の標高に達する噴煙

警報引き下げの手順：
“嵐の前の静けさ”に相当する現象に対応するために、活動活発化以降に一つ低いレベルに下げ
るには、警報レベルは下に示した期間だけ維持される。
レベル５から４へ

レベル５の活動が停止した後、12 時間待機。

レベル４から３へ

活動がレベル４に下がってから 2 週間待機。

レベル３から２へ

活動がレベル３に下がってから 2 週間待機。

17.ハザードマップの活用法
●ハザードマップで設定された危険区域が、災害検討委員会の避難計画ならびに避難指示
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発令の基礎付けとなった。
● 防災機関と軍司令官へ噴火で起こる可能性がある災害と影響を知らせるために使われ

た。
18.情報の公開手法
PHIVOLCS の情報をもとにピナツボでの警報が出された。OCD, RDCC, 各 PDCC、な
らびにフィリピン空軍クラーク空軍基地司令官 (CABCOM)が警報に関する情報を最初
に受け取った。彼らは、そのメッセージを町や様々なフィリピン軍組織へ伝えることと
なっていた。該当する MDCC は、警報をバランゲイ（村）や避難キャンプへ伝達するこ
ととなっていた。非公式に、USGS 調査班が米国軍司令官と US 大使に同じ警報を伝え
た。

1991 年 5 月のピナツボ噴火の警報伝達の流れ図
また、警報は、PHIVOLCS から直接、３つのメディア（ラジオ、テレビ、出版物）を通し
て一般にも伝えられた。
19.問題となった事項
（回答なし）
20.参考文献
Newhall, C.G. and Punongbayan, R.S. 1996. Fire and mud: eruptions and lahars of
Mount Pinatubo, Philippines
21.その他、噴火に立ち合った感想など
（回答なし）
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1. 火山名
マヨン
2. 噴火時期
2000 年 2 月 24 日－3 月１日
3. 噴火スタイル
ストロンボリアン－ブルカニアン噴火
4. 犠牲者数（主な死因）
なし
5. 避難者数
2 万 4000 人が危険区域から避難。アルベイ地方行政が危険区域外にある降灰地域の住
民を避難させたため、避難者数は約 6 万 6000 人に膨れ上がった。
6. 影響圏人口
6 万 6000 人
7. 噴火の推移
●1

月 7 日：マグマの上昇を示す強い火映が火口で短期間、観測された。

●1

月 12 日：山頂での溶岩ドームの成長が観測された

●2

月 23 日：ボンガ渓谷への赤熱した岩石の落下による岩なだれと、それに引き続く継

続的な溶岩流と溶岩噴泉。
●2

月 24 日：火山灰噴火とボンガ渓谷を流れ下る小規模な火砕流。

●2

月 24 日－3 月 1 日：非常に爆発的な火砕物の放出と山頂火口からの溶岩流の穏やか

な流出を交互に行う噴火が一般的。
●爆発的な活動の後、2000

年 3 月 7 日まで穏やかな溶岩流を流出する噴火が続いた。

8. 防災対応の概要
マヨン火山が位置するアルベイ省の災害検討評議会が、危険区域に指定された地域の
人々の避難を指揮した。
9. 防災責任者・機関
問８参照。
10.調査観測ならびに科学的アドバイスの責任者
フ ィ リ ピ ン火 山 地 震 研究 所 (PHIVOLCS ： Philippine Institute of Volcanology and
Seismology), Raymundo S. Punongbayan 所長が指揮を執った
11.協力機関
国の災害検討評議会、第５地域災害検討評議会、アルベイ省災害検討評議会、アルベイ
内の市町村災害検討評議会
12.回答者の立場
PHIVOLCS 現所長。
13.公表する噴火推移予測の決定プロセス
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PHIVOLCS マヨン火山観測所とクエゾン市にある本所のスタッフが議論をして、
PHIVOLCS 所長が承認した警報を発令
14.科学的情報を防災対策に組み込むプロセス
火山活動に関する助言は、PHIVOLCS から適切な災害検討評議会（国の災害検討評議会、
アルベイ省の災害検討評議会へ書類、電話により伝達された。一般市民には、3 つのメデ
ィア（ラジオ、テレビ、出版物）で伝えられた。PHIVOLCS と様々なレベルの災害検討
評議会による説明会が数多く開かれた。
15.事前の防災対応計画
火山周辺への観測機器の拡充。一般市民への広報活動の強化。ハザードマップの更新。
16.警報発令の指針
数値化された火山警報レベル（5 段階）の枠組みが作られ、マヨン火山の状況に応じた情
報発信に利用された。警報の状態は火山の更新報告所に加えられて、防災機関だけでな
く一般市民にも伝えられた。
危険区域が指定され、これに基づいて避難が行われた。山頂から半径 6 キロの火山周辺
地域は、常に危険で、噴火の際には災害に巻き込まれる可能性が高いということで、永
続的危険地域(Permanent Danger Zone :PDZ)とみなされた。噴火が差し迫ってくると、
PDZ は立ち入り禁止となった。現在のマヨン山の形状から判断すると、活動が活発化し
た際には、危険地域は特に南東側では 8 キロから 10 キロにまで拡大される可能性がある。
アルベイ省の災害検討評議会は、HIVOLCS のマヨン火山用の警報レベルの枠組みに対
応した避難計画を準備した。
17.ハザードマップの活用法
ハザードマップは、避難計画、広報活動、避難指示の基本として利用された。
18.情報の公開手法
PHIVOLCS の文書化された火山助言をもとに国の災害検討評議会、アルベイ省の災害検
討評議会へ電話で伝えられた。該当する省や市町村レベルの災害検討評議会が避難指示
を与えた。PHIVOLCS が 3 つのメディア（ラジオ、テレビ、出版物）を利用して、一般
市民に情報を伝えた。
19.問題となった事項
（回答なし）
20.参考文献
PHIVOLCS Reports
21.その他、噴火に立ち合った感想など
（回答なし）
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1. 火山名
マヨン
2. 噴火時期
2001 年 1 月 8 日－7 月 27 日
3. 噴火スタイル
ストロンボリアン－ブルカニアン噴火
4. 犠牲者数（主な死因）
なし
5. 避難者数
4 万 6000 人
6. 影響圏人口
4 万 6000 人
7. 噴火の推移
●1

月 9 日：PHIVOLCS がマヨン火山の活動が通常のバックグラウンドレベルの状態

から急速に進展していることを報告。わずかな傾斜変動とともに火山山頂で溶岩ドーム
が成長。PHIVOLCS がマヨン火山でレベル２の警報発令。半径６キロの永続的危険区
域を維持。
●1

月 25 日：警報レベルを３に引き上げ。これは、噴火の恐れが増加したことを意味し

ている。マグマの噴出が数週間以内に起こる可能性あり。
●1

月 28 日に火山灰の噴出が 5 回発生。これと同時に溶岩ドーム直下を震源とした地震

が発生。1 月 29 日にされに 2 回の火山灰噴出が観測される。火山灰の噴煙が火口の上、
500 メートルまで上昇。溶岩ドームが非常に活動的。傾斜計によって、溶岩ドーム成長
の観測をサポート。
●２月

1 日に、半径 6 キロの永続的危険区域の住民へ避難を助言。危険区域外の住民に

は、災害を引き起こすような火山活動が起きる可能性があることについて警報を出した。
1 月 31 日から 2 月 6 日の 1 週間に、浅い地震が頻発、高い SO2 放出率、継続的な膨張
が記録され、これと対応する形で、山頂の溶岩ドームが成長した。
●5

月 12 日に、地震計が山頂火口での数回に及ぶ爆発を記録。5 月 13 日に溶岩ドーム

が崩壊。小規模な溶岩の岩なだれがボンガ渓谷を 300 メートル流下。溶岩ドームの赤熱
現象観測。5 月 14 日に、岩なだれによる地震が大量に発生。
●5

月 16 日、赤熱した溶岩の破片が山頂ドームから崩落。溶岩の破片崩落により、溶岩

ドーム内部の高温部分が表面に現れたため、ドーム部分の赤熱が強度 II に上昇。ドー
ムから激しいガス噴出。溶岩ドームからの岩片の崩落が継続。
●6

月 19 日、マヨン山山頂ドームで赤熱現象。微動を伴って、溶岩がドームを山麓側へ

拡大。
●6

月 20 日、溶岩がドームの下方 500 メートルに達する。傾斜計が、さらなる火山体
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の膨張を示唆する地形変動の加速を記録。
●6

月 24 日、噴火開始。噴煙が標高 14 キロに達する。複数の火砕流が南東斜面で発生。

北東側に中規模もしくは激しい降灰。警報レベル５（災害を引き起こす噴火が発生中）
が宣言される。火砕流が半径６キロの永続的危険区域内の主な河川に沿って流下。
PHIVOLCS は、引き続く数日に同様の爆発的な活動があると予測。
●7

月 26 日、マヨン火山で大噴火発生。溶岩噴泉と火砕流が発生。警報レベルが５に引

き上げられる。火山周辺の住民が避難する。噴煙は火山上空 10 キロまで上昇。火山灰
混じりの雨が降り、川に沿って流れる泥流を発生させる。
●噴火は

7 月 27 日にも発生。生命を危険にさらす火砕流が主にボンガ渓谷とバスド渓

谷に沿って東へ流れた。小さめの火砕流が南側のミイシ渓谷とアノリング渓谷に沿って
流れた。この爆発による噴煙柱も高さ 10 キロに達したと推定された。マヨンが活動期
に入り、ボンガ渓谷を溶岩流が流れた
8. 防災対応の概要
マヨン火山が位置するアルベイ省の災害検討評議会が、危険区域に指定された地域の
人々の避難を指揮した。
9. 防災責任者・機関
問８参照。
10.ならびに科学的アドバイスの責任者
フ ィ リ ピ ン火 山 地 震 研究 所 (PHIVOLCS ： Philippine Institute of Volcanology and
Seismology), Raymundo S. Punongbayan 所長が指揮を執った。
11.協力機関
国の災害検討評議会、第５地域災害検討評議会、アルベイ省災害検討評議会、アルベイ
内の市町村災害検討評議会
12.回答者の立場
PHIVOLCS 現所長。
13.公表する噴火推移予測の決定プロセス
PHIVOLCS マヨン火山観測所とクエゾン市にある本所のスタッフが議論をして、
PHIVOLCS 所長が承認した警報を発令
14.科学的情報を防災対策に組み込むプロセス
火山活動に関する助言は、PHIVOLCS から適切な災害検討評議会（国の災害検討評議会、
アルベイ省の災害検討評議会へ書類、電話により伝達された。一般市民には、3 つのメデ
ィア（ラジオ、テレビ、出版物）で伝えられた。PHIVOLCS と様々なレベルの災害検討
評議会による説明会が数多く開かれた。
15.事前の防災対応計画
一般市民への広報活動の強化。
16.警報発令の指針
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数値化された火山警報レベル（5 段階）の枠組みが作られ、マヨン火山の状況に応じた情
報発信に利用された。警報の状態は火山の更新報告所に加えられて、防災機関だけでな
く一般市民にも伝えられた。
危険区域が指定され、これに基づいて避難が行われた。山頂から半径 6 キロの火山周辺
地域は、常に危険で、噴火の際には災害に巻き込まれる可能性が高いということで、永
続的危険地域(Permanent Danger Zone :PDZ)とみなされた。噴火が差し迫ってくると、
PDZ は立ち入り禁止となった。現在のマヨン山の形状から判断すると、活動が活発化し
た際には、危険地域は特に南東側では 8 キロから 10 キロにまで拡大される可能性がある。
アルベイ省の災害検討評議会は、HIVOLCS のマヨン火山用の警報レベルの枠組みに対
応した避難計画を準備した。
17.ハザードマップの活用法
ハザードマップは、避難計画、広報活動、避難指示の基本として利用された。
18.情報の公開手法
PHIVOLCS の文書化された火山助言をもとに国の災害検討評議会、アルベイ省の災害検
討評議会へ電話で伝えられた。該当する省や市町村レベルの災害検討評議会が避難指示
を与えた。PHIVOLCS が 3 つのメディア（ラジオ、テレビ、出版物）を利用して、一般
市民に情報を伝えた。
19.問題となった事項
（回答なし）
20.参考文献
PHIVOLCS Reports
21.その他、噴火に立ち合った感想など
（回答なし）
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Volcanoes in Japan

1
2
3

A
Volcano name
Location

B
Izu-Oshima
Japan

C
Iwate
Japan

D
Usu
Japan

Date

November 1986-1990

February 1998-June 2004

March 2001- September 2001

Eruption type
4
5
6
7

fire fountain, lava flow, no eruption (gas emission,
etc.
earthquakes)

phreatic and
phreatomagmatic

phreatomagmatic
eruptions and SO2
emission

12

Vulcanian eruptions

10,000

400,000

15,000

4,000

100,000

10,000 (all the island
residents for a month)

none

15,000

4,000

none (some by their own
will)

none

none

none

Casualties (main cause)

none

none

Organization responsible
for crisis management

Oshima town office, Tokyo Mayors of six cities and Mayors of towns around Mt.
metropolitan government, towns around Mt. Iwate and Usu. The headquarters for
major disaster management
the governer of Iwate
Headquarters for major
handled during eruptions
prefecture
disaster management

Miyake villege office,
Tokyo metropolitan
government, Headquarters
for major disaster
management

Town offices around the
volcano

Organization responsible
for scientific research
and observation

JMA, Observatory of Tokyo
University, NIED

CCPVE, Observatory of
Tohoku University

JMA, Hokkaido University.
A joint scientific team
was organized during
eruptions

JAM, NIED, Tokyo
metropolitan government,
Geographical Survey
Institute, etc. A joint

Japan Meteorological
Agency, Observatory of
Tokyo University

Organization responsible
for scientific advice

CCPVE, JMA

Coordinating Committee for
Volcanic Activity of Mt.
Iwate

CCPVE and its Usu
subcommittee, JMA,

CCPVE and JMA

JAM. Volcanologists and
the of JMA's Karuizawa
Observatory personnel made
outreach effort.

Collaborating
organizations

many

many

many

many

Procedures developing
consensus about scientific Discussions among members
of CCPVE
speculations to be
published

Policy for incorporating
scientific information
into crisis management

The report of CCPVE is
communicated through JMA
to relevant officials.
Some members of CCPVE at
the site advised directly
during the fissure
eruptions.

Pre-event disaster
mitigation programs

(not answered)

Guideline for issuing
warnings

(not answered)

13

14

15

Discussions among members
of CCPVE

Discussions among members
of CCPVE and JMA

Discussions among members
of CCPVE and its Miyake
subcommittee

The report of CCPVE is
communicated through JMA
to relevant officials. The
officials of Miyake
Coordinating Committee for The report of CCPVE is
villege and Tokyo
communicated through JMA
Iwate volcano disaster
metropolitan government
to relevant officials.
management makes a basic
discussed with
Some members of CCPVE at
plan for #8 on the basis
volcanologist directly.
the site advised directly
of the report of the
Tokyo metropolitan
during the eruptions.
committee of #10.
government organized an
expert committee to
develop a guideline for
volcanic gas emissions.
Regional contingency plans Regional contingency plans
and volcano hazard map
and volcano hazard map
based on the disaster
based on the disaster
Not available
countermeasures basic act countermeasures basic act
were prepared.
were prepared.
Not available. The
committee of #10 advises
(not answered)
(not answered)
the Iwate governer when
needed.

Effect of hazard map

(not answered)

16

Procedure of public
statement dissemination

JMA publish the unified
statement of CCPVE

17

18

September- December 2004

Evacuated number

10
11

F
Asama
Japan

Affected population

8

9

E
Miyake
Japan
June 2000-present (ongoing)

High stress among the
island residents due to
long evacuation.
Difficulties and problems
Observatory of JMA was
included in exclusion
zone.

CCPVE = Coordinating Committee for Prediction of Volcanic Eruption
JMA = Japan Meteorological Agency

Two kinds for officials
and for the general public Exclusion zone is assigned
(not answered)
based on the map.
were prepared. All plans
were based on the map.
①publishment of the
reports of meetings②
information on papers③
public meetings④outreach
(not answered)
effort in schools and
other organizations⑤media
interviews of the
committee director
The lack of establised
capability of the
emergency management at
(not answered)
the initial stage.
Difficulties of the
management of reducing the
exclusion zone following

many
JMA assigned the activity
level before the
eruptions. CCPVE assessed
the activity during the
eruptions.

The report of CCPVE is
communicated through JMA
to relevant officials. The
guideline linked to the
activity level was
developed to restrict the
access to the volcano.

Regional contingency plans
and volcano hazard map
based on the disaster
countermeasures basic act
were prepared.
The guideline linked to
the activity level was
developed in 2004.
Disaster management
officials used the map for
outreach activities.

(not answered)

(not answered)

Difficulties in the
prediction of caldera
formation and gas
emissions. It took long
time to recognize the
phenomena.

Disaster management plan
for large eruption is not
available. There are
difficulties in
communications among many
town officials. Exclusion
zone include some issues

A
1 火山名
2 場所
3

時期
噴火スタイル

4
5

B

C
岩手山
日本
1998年2月-2004年6
1986年11月-1990年
月

D
E
有珠山
三宅島
日本
日本
2000年3月-2001年9
2000年6月-継続中
月

溶岩噴泉，溶岩流
など

マグマ水蒸気爆発, 山頂噴火，火山ガ
水蒸気爆発
ス放出

伊豆大島
日本

噴火なし（噴気活
動、地震活動）

F
浅間山
日本
2004年9月-12月
ブルカノ式噴火

G
セントへレンズ山
米国
1980年-86年, 2004
年-現在
プリニー式噴火、
山体崩壊、爆風、
マグマ水蒸気爆発

H
リダウト火山
米国
1989年12月-1990年
4月
サブプリニー式噴
火と溶岩ドームの
成長・崩壊
アンカレッジ市全
員

I
ロングバレー
米国

J
スーフリエール火
英国

1978年-現在

1995年7月―現在

噴火なし(地震、カ
ドーム形成とその
ルデラ底の隆起、
崩壊に伴う火砕流
ガス放出)

K
L
ピナツボ火山
マヨン火山
フィリピン
フィリピン
1991年4月2日-9月 2000年2月-3月、
初旬 1992年7月-10 2001年1月-7月
ドーム形成、プリ
ニー式噴火

ストロンボリ-ブル
カニアン噴火
6万6000人(2000
年),4万6000人
6万6000人(2000
年),4万6000人

約１万人

約40万人

約1万5000人

約4000人

約10万人弱

10万人以上

約1万人

約1万4000人

125万人

約１万人（全島民
1ヵ月）

なし

約1万5000人

約4000人（全島
民）

なし（噴火直後一
部が自主避難）

500－1000人

少数

なし

約1万1000人

犠牲者数（主な死因）

なし

なし

なし

なし

なし

死者57人（ほとん
どが爆風で）、負
傷者数人

なし

なし

死者21人（主に火
砕流で）、負傷者
約20人

防災責任者・機関

大島町,東京都,政
府非常災害対策本
部

岩手山周辺６市町
村長および岩手県
知事

6万人以上
死者300人未満（火
山灰の荷重による
屋根の崩落）。避
難所での病死353
人。負傷者約200
人
災害検討評議会
（DCC:Disaster
Coordinating
Council)

観測機関

気象庁，東大地震
研豆大島火山観測
所，国立防災科学
技術センター

科学アドバイス責任者・機関

火山噴火予知連絡
会，気象庁

影響圏人口

6 避難者数

7

8

9

10

協力機関

多数

有珠山周辺の市町
村長,噴火後は現地
三宅村，東京都，
対策本部合同会議
政府災害対策本部
が最高意思決定機
関
気象庁，防災科学
火山噴火予知連絡
気象庁，北海道大 技術研究所，東京
会,東北大学地震・
学。噴火後は有珠 都，国土地理院な
噴火予知研究観測
山総合観測班
ど。噴火後は三宅
センター
島総合観測班

岩手山の火山活動 火山噴火予知連絡
に関する検討会(岩 会及びその有珠山
手県設置)
部会,気象庁

火山噴火予知連絡
会と気象庁

浅間山麓の市町村

気象庁，東京大学
地震研究所など
気象庁。火山学者
と気象庁軽井沢測
候所が住民への啓
発活動

多数

防災対策センター
（ECC）。全体の調 アラスカ州公共安
整は森林管理局長 全局ならびに連邦
官と危機管理局ワ 航空局
シントン州支局長
アラスカ火山観測
所,米国地質調査
米国地質調査所
所,アラスカ大学地
（USGS）セントヘ
球物理学研究所,ア
レンズ火山調査班
ラスカ州地質学協
会

地方警察,マンモス
知事（英国政府代
湖町役場,州危機管
表）と首相（地元
理局、米国森林管
での公選）
理局

米国地質調査所ロ
ングバレー観測所

USGSセントヘレン
ズ火山調査班

米国地質調査所

米国地質調査所ロ
ングバレー観測所

ワシントン大学地
球物理プログラム

ネバダ大学レノ校,
カリフォルニアの
様々な大学,ドュー
アラスカ大学,地質
ク大学の他、カス
鉱物資源局アラス
ケード火山観測所
カ州支部
などUSGSの他の観
測所,USGS地震災害
プログラム

USGSセントヘレン
ズ火山調査班内で
議論。

アラスカ火山観測
所と米国地質調査
所の所員による話
し合い

カスケード火山観
測所内での話し合
い（シニアメン
バーの助言を含
む）

USGSが森林管理局
と州危機管理局へ
情報提供

噴火当初の詳細は
不明。現在は、AVO
と国立気象サービ
ス（NWS)、連邦航
空局（FAA）が共同
で航空機事故防止
のための気象情報
を提供

ロングバレー観測
所が決めたカラー
コードに従って、
地方自治体が行動

ハザードマップ

AVO,NWS,FAAの情報
避難道路の建設
交換体制

現地観測グループ

フィリピン火山地
震研究所
（PHIVOLCS）

初期はUWI地震研究
フィリピン火山地
ユニット長、その
震研究所
後MVOの主席科学者
（PHIVOLCS）
／所長に交代
米国地質調査所
（USGS）, 地方災
UWI / 英国地質調 害検討評議会
査所 / USGS / フ (Region III), 様々な
ランスのIPGP, 及
災害検討評議会を
び大学数校と英
介したPampanga,
国、フランス、米
国の個々の科学者 Tarlac ならびに
Zambales省の地方
行政ユニット）
MVOと科学助言委員
会が会合を開き報 PHIVOLCSとUSGSの
告書を作成（６ヵ 観測に基づき
月ごと）。専門家 PHIVOLCS内で議
の意見を抽出する 論。PHIVOLCS所長
階層化された手順 が公表。
を採用
MVOとSAC報告書に
基づく助言を知事
や関連大臣、役所
PHIVOLCSが助言を
（災害対応調整
該当する災害検討
局）、委員会（モ
評議会と軍へ伝達
ンセラー政府火山
災害グループな
ど）に伝達
UWIによる火山危機
予兆発見後に、観
評価（1987年）。
測チームの立ち上
実際の噴火を的確
げ。スタイルや規
に予測していたが
模、影響範囲の評
機能せず。政府が
価。防災機関や軍
運営する危機管理
への連絡。市民へ
センターはハリ
の啓発。
ケーン対策がメイ
警報発令の責任は 災害対応機関や一
知事／政府にある 般市民への情報提
が、実質的には、 供のために警報レ
MVOから警報へ直接 ベルを数値化（5段
連絡
階）。
最初の2年間は何度 ハザードマップに
も更新。1997年以 基づき危険地域を
降は一般向けを作 設定し、避難計画
成。３D地図や写真 を立てた。防災機
を用いて分かりや 関、軍の啓発にも

なし

災害検討評議会
（DCC:Disaster
Coordinating
Council)
フィリピン火山地
震研究所
（PHIVOLCS）
フィリピン火山地
震研究所
（PHIVOLCS）

国災害検討評議会,
地方災害検討評議
会(Region V), 様々
なレベルでの災害
検討評議会

多数

多数

多数

火山噴火予知連絡
公表する噴火推移予測の決定プロセス
会で議論

火山噴火予知連の
見解を気象庁が公
表、岩手山火山活
動検討会が行政・
報道機関に解説

火山噴火予知連絡
会、気象庁が活動
判断

火山噴火予知連絡
会及びその伊豆部
会が評価診断

火山噴火予知連の
見解を気象庁から
各防災機関へ伝
科学的情報を防災対策に組み込むプロ 達．割れ目噴火に
セス
際しては現地滞在
中の火山噴火予知
連関係者が直接助
13
言

岩手山火山活動検
討会の評価をもと
に「岩手山火山災
害対策検討委員
会」が防災対策案
を作成。「岩手県
と岩手山関係６市
町村長との協議」

火山噴火予知連の
見解を気象庁が公
表。有珠山部会に
所属する火山学者
と気象庁が現地対
策本部に助言

火山噴火予知連絡
会の見解を気象庁
が関係機関に伝
達。三宅村や東京
都は専門家との個
別協議も。火山ガ
スは東京都等が専
門家の検討会を設

噴火前は気象庁が
火山活動度レベル
を判断。噴火活動
時は火山噴火予知
連が総合評価し
て、気象庁が公表
火山噴火予知連絡
会の見解を気象庁
が防災機関等に伝
達。登山規制等に
関しては事前に火
山活動度レベルに
応じたルールを確
立

なし

災害対策基本法に
基づく地域防災計
画．火山防災マッ
プ

地域防災計画，火
山防災マップ

地域防災計画，火
山防災マップ

（回答なし）

（回答なし）

火山活動度レベル
に応じた登山規制
ルール（2004年作
成）

避難指示区域の決
定に利用。

（回答なし）

防災機関が住民等
への解説に利用

火山噴火予知連の
見解を気象庁が公
表

火山噴火予知連の
見解を気象庁が公
表

噴火前は気象庁が
火山活動度レベル
を判断して公表．
噴火活動時は火山
噴火予知連が総合
評価し，気象庁が
公表

森林管理局の災害
対策センターから
州の危機管理局や
報道メディアに発
表。最も緊急性の
高い公表文書のみ
NAWASシステムを利
用。

AVOからファクス。
航空気象災害に関
する警報システム
あり。

ロングバレー観測
所から地方行政へ
連絡。現在は、ロ
ングバレー観測所
が観測結果をイン
ターネット上に掲
示、その解釈を説
明。

政府発表、ラジオ
放送、科学者らへ
のラジオ・テレビ
のインタビュー、
公開ミーティン
グ、科学者の啓発
活動

PHIVOLCSが作成し
た火山情報に基づ
き評議会が避難指
示を発令。

PHIVOLCSが作成し
た火山情報に基づ
き評議会が避難指
示を発令。

（回答なし）

有史以来のカルデ
ラ形成、火山ガス
放出の見通し示せ
ず。噴火現象把握
にも時間がかか
る。

レベル４以上の大
規模噴火への防災
対応が不明確。自
治体間の意思疎通
に課題。火山防災
マップの規制区域
にも不備

爆風の可能性の過
小評価。避難地域
の過小設定。立ち
入り規制の不徹底

夜間と曇りの日の
火山灰分布の把握
が困難。

最初の火山活動情
報がメディアの
リークで広がり、
住民に不信感。低
頻度のカルデラ噴
火と中小規模噴火
の評価のバランス
見極めが困難

不確実な火山情報
への市民の不信
感。適切な広報担
当の不在。噴火後
の入植者への啓発
活動。長期化する
噴火への不適切な
対応

（回答なし）

（回答なし）

11

12

事前の防災対応計画

（回答なし）

警報発令の指針

（回答なし）

ハザードマップの活用法

（回答なし）

情報公開手法・担当者

火山噴火予知連の
見解を気象庁が公
表

問題となった事項

避難生活による住
民のストレス。気
象庁大島測候所が
避難地区に相当し
一時避難。

14

15

16

17

18

なし。岩手山火山
活動検討会が必要
時に岩手県知事に
助言。知事から各
市町村長へ助言。
住民用と行政用の
ハザードマップを
作成。全ての火山
対策の基本として
活用
①「岩手山火山災
害対策検討委員
会」と「岩手県と
岩手山関係６市町
村長との協議」を
公開、報道②市町
村広報誌に情報掲
載、③住民説明
会、④会社・学
校・団体・市民講
座等での説明、⑤
火山災害対策検討
委員会の委員長の
体制立ち上げに混
乱、縦割り行政の
弊害。火山活動の
低下に伴う入山規
制解除の判断が困
難

発令前にUSGS所長
の承認が必要とい
う規則があった
が、実際には無
視。
危険地域、立ち入
り禁止地域の設定
に利用。地図を利
用した解説。

噴火後期に警報の
カラーコード化を
採用
泥流危険地域を示
した伝統的な地図
と、航空機用の降
灰分布地図の併用

異常現象の特定の
レベルに対応した
厳格なカラーコー
ド化。ただし、責
任者の判断が優
中規模噴火を想定
した地図を基に、
避難道路を建設。
カルデラ噴火を想
定した記述は少な

PHIVOLCSマヨン火
山観測所と本所ス
タッフで議論し、
PHIVOLCS所長が公
表。

PHIVOLCSが助言を
該当する災害検討
評議会へ伝達

火山周辺の観測機
器の拡充、一般向
け情報提供の増
強、ハザードマッ
プの更新
災害対応機関や一
般市民への情報提
供のために警報レ
ベルを数値化（5段
階）。
避難計画、情報提
供、避難指示に利
用。

