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火山防災先進地域をめざして

岩手山は、
1998年2月から火山性地震が増えはじめ、
同年6月には気象庁臨
時火山情報第2号により噴火の可能性があることが発表されました。
岩手山は、
1732年の焼走り溶岩の噴出以来270年もの間マグマが噴出した
ことはありませんので、
当時の岩手県の地域防災計画には噴火想定はありま
せんでしたし、
初めての噴火危機に直面し、
防災関係機関をはじめ県民に戸
惑いが広がったことは否めませんでした。
そこで岩手県は、
建設省東北地方建設局岩手工事事務所
（当時）
および岩手
山周辺6市町村と協力して、
急遽
「岩手山火山防災マップ」
と
「岩手山火山防災
ガイドライン」
を作成し、
関係機関の連携を強化するとともに岩手山噴火対
策防災訓練などを繰り返して、
万全の体制を敷き噴火に備えました。
この間、
1998年9月3日に震度6弱を記録した岩手山南西部を震源とする岩
手県内陸北部の地震が発生し、
県道等に被害が生じたため震災復旧に全力を
あげました。
その後、
岩手山の火山活動が低下したことから関係機関と協議
し、
安全対策を実施したうえで2004年7月1日から入山規制を解除しました。
幸いにして岩手山の噴火危機は遠ざかったものと考えております。
今回の岩手山の噴火危機は、
岩手県の安全をいかに守るかを考え直し、
実
践する機会となりました。
この貴重な経験を
「記録」
に残してさらに発展させ
ることが大切です。
「岩手山火山防災ガイドライン」
の基本理念は
『噴火はい
つか起こることを前提に、
たとえ起こっても被害を少なくするため、
必要な
こ
対策をできるところから実行し、
火山と共生する防災先進地域をめざす』
ととしており、
この基本理念に基づいて、
今後とも岩手県が火山防災先進地
域となるよう取り組んでいく所存です。

2005年2月

�岩手県知事 増田 寛也
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第1部 岩手山の火山活動の概要と火山防災対策の経緯
第1章 火山活動の概要
岩手山（2,038 ｍ）は盛岡市北西約 20 ㎞にある玄

震活動と地殻変動が活発化しはじめると、国土交通省

武岩〜安山岩質の大型の成層火山である。岩手山は

国土地理院、大学、経済産業省産業技術総合研究所

地質時代に玄武岩質火山としては爆発的な噴火を繰り

等の機関により観測機器が設置されて詳細な観測が実

返しており、山体の大規模な崩壊も7 回発生している。

施された。

また、有史時代にも1686 年、1732 年、1919 年に噴火

今回の岩手山の火山観測についてみると、坑井内に

しているが、昭和期には噴気活動が活発化した時期が

設置した地震計・傾斜計・体積歪計による高精度・高

あるのみで噴火には至っていない。

密度の観測、衛星を利用した合成開口レーダー（SAR）

こうした岩手山が活発化したきっかけは 1994 年 12 月

による解析、稠密 GPS など最新技術を用いた観測が実

28 日に発生した「平成 6 年三陸はるか沖地震」（マグ

施されたことに特徴がある。また、2000 年 10 月には第

ニチュード M7.5）で、この地震により岩手山を含む北

6 次火山噴火予知計画にもとづく岩手山人工地震構造

東北地域が東に移動して地殻に変化がもたらされた。

探査が実施されて岩手山の速度構造が明らかになり、

そして 1995 年 9 月 15日、岩手山の火山活動の前兆現

これにもとづいて震源再決定が行われた。これらの観

象が観測された。これは東岩手山の地下 8 ㎞付近を震

測によると1995 年以降の火山活動は前兆現象、マグ

源とした火山性微動である。この火山性微動は無感で

マの浅所への貫入に関係する現象、マグマの定置と脱

はあるが 45 分間継続した。この微動の観測以来、東

ガス、ならびにマグマの熱で励起された熱水貯留層の

北大学地震・噴火予知研究観測センターにより観測体

活発化による表面現象の出現が認められる（図 1）。

制が強化され、仙台管区気象台・盛岡地方気象台に

各時期の現象は次のとおりである（岩手山の地震活動

より監視体制が整備された。さらに 1998 年 2 月から地

資料を P.506 〜 510 に示す）。

1

1. 前兆期（1995年9月15日〜1997年12月）
火山活動の前兆は、1995 年 9 月15日、東岩手山山
頂の地下約 8 ㎞を震源とする火山性微動・低周波地
震の発生である（植木ほか、1996）。その後 1995 年
9 月〜 1996 年 5 月、東岩手山の東山腹下の地下 8 ㎞
付近で低周波地震が、1996 年 6 月〜 1997 年 12 月、
東岩手山山頂直下の浅部（海面下 6 ㎞以浅）で高周
波地震が発生するようになった。1997 年 12 月下旬、
高周波地震は突然西岩手山浅部（海面下 4 ㎞以浅）
で発生するようになった（田中ほか、2002 英）。
2. マグマ浅所貫入期（1997年12月〜1998年9月2日）
この時期はマグマが浅所に貫入し活発な地震活動と
地殻変動が現れた時期である。西岩手山浅部の地震
活動は、1998 年 2 月から活発化して 7 月には西方三ツ
石山までの東西約 10 ㎞の山頂火口列の下方で多発す
るようになった（図 2）。臨時火山情報は 4 月 29 日第 1
号（1日で 285 回の地震発生時）
、6 月24日第 2 号（低
周波地震と微動の発生時）、7 月 10 日第 3 号（振幅の
解析によると1998 年 4 月〜 7 月、三ツ石山付近を中心

大きい火山性微動の発生時）が発表された。
7月上旬、地震回数は 1日100 回を越えて有感地震（最

に同心円状に最大約 10 ㎝隆起し、球状圧力源の膨張

大 M3.8）をともない、振幅の大きい微動も発生するなど、

を裏付けている（藤原ほか、2000 英）。三ツ石山付近

岩手山の火山活動はもっとも活発な状態となった。高周

の隆起は、この地域に伏在し高温を示す第四紀葛根

波地震の震源は西岩手山で 0 〜 4 ㎞弱、東岩手山で

田花崗岩の岩体深部に火山性流体が供給されたことに

0 〜 6 ㎞であり、地下温度が高い西岩手山で浅くなって

よると考えられる（土井ほか、2000 英）
。一方、体積歪・

いる。

傾斜計とGPS の観測結果を併合解析した佐藤・浜口

同年 3 月、大松倉山では山頂南の地下数㎞を震源と

（2001）は、地殻変動が東岩手山の山頂下から西岩

する長周期地震（周波数約 0.1 Ｈｚ）が活発化し、4

手山下におよぶ東西性割れ目の開口と三ツ石山付近の

月中旬、6 月下旬〜 7 月上旬に活発化した（西村太ほ

球状圧力源の膨張による2 源モデルで説明できるとして、

か、2000 英）。

1998 年 2 月〜 4 月に東岩手山の下へマグマが 2 回貫

こうした浅部の地震活動に先行して、地下 30 ㎞付

入して西方へ移動、8 月には東岩手山の直下へ 1 回貫

近のモホ面近傍を震源とするマグマの活動によるとみら

入したとしている。

れる低周波地震が岩手山南麓（小岩井農場）と北東
麓（大更）で活発化している（中道ほか、2003 英）。
地殻変動では、1998 年 2 月〜 4 月、山体北側の
GPS 観測点は北東方向へ、山体南側の観測点は南東
方向へ 1 〜 2 ㎝変位した。これは西岩手山付近の東
西性割れ目の開口モデルで説明される。4 月〜 8 月、
北側と南側の観測点はともに 6 〜 7 ㎝変位し、東方向
の変位が増加した。この変位は三ツ石山付近の球状
圧力源の膨張で説明される。地殻変動をもたらす力源は、
地震活動をともないながら西方へ移動したと考えられて
いる（三浦ほか、2000 英）。合成開口レーダーによる
2

1998 年には西岩手山大地獄谷の主噴気孔から噴出

期（1998 年 9 月 4 日〜 2001 年 7 月頃）と、熱水貯留

する火山ガス組成にマグマの寄与が増加した（平林ほ

層の活動が衰えて噴気活動も低下した後半の時期（2001

か、1999）。また、1998 年と1999 年の 5 月、御苗代

年 7 月頃〜 2004 年 7 月現在）に分けられる（図 1）。

湖の北半分（水深が浅い場所）の結氷が融解して生

境界となる2001 年 7 月頃は、継続していた東岩手山の

じるき裂を中心に結氷に鉄さび色の着色が生じた（図 3）
。

地震活動が明瞭に低下した時期にあたり、熱活動は低

これは湖底堆積物が火山ガスにより攪拌し上昇して生じ

下し、地殻変動も鈍化していた時期である。

たと考えられている（浜口・田中、2001）
。

「岩手県内陸北部の地震」の発生後、西岩手山の
浅部地震活動は急激に低下する一方、鬼ヶ城付近を
震源とする浅部地震が活発化した。1998 年 11 月、西

3.「岩手県内陸北部の地震」
（1998年9月3日）
1998 年 9 月3日16：58、岩手山南西方の深さ9.6 ㎞

岩手山の浅部地震活動は再び活発化するが、1999 年

を震源とする「1998（平成 10）年岩手県内陸北部の

5 月 22 日の西岩手山の地震（M4.0）を境に急減する。

地震」（Ｍ 6.1；2003 年 9 月気象庁はＭ 6.2 に変更）

1999 年 11 月 12日には西岩手山に振り切れ微動が発生

が発生、地元雫石町長山で震度 6 弱を記録し、岩手

して「あわや噴火か？」と緊張が走ったが、噴火はなかっ

山南西に南北走向の地震断層 2 本が生じた。東側の

た。地震活動は 2001 年 1 月頃まで同様な増減を繰り

篠崎断層は長さ約 800m の西上がりの逆断層である（越

返したが、その後は数と規模とも小さくなった（P.510 参

谷ほか、1998；図 4）。この地震は三ツ石山付近の地

照）。噴気活動が活発化していた 2000 年 8 月から西

下 7.9km 付近の火山性流体の膨張による応力が南側

岩手山を震源とする単色地震が発生したが、2002 年 1

の西根活断層群に働き、地震を引き起こしたもので（西

月には発生しなくなった（P.509 参照）。

村卓ほか、2001 英）、発震機構は北東−南西走向の

一方、東岩手山の山腹下 8 ㎞付近を震源とする低

逆断層型である（海野ほか、1998）。この地震で県道

周波地震と山頂下 0 〜 6 ㎞を震源とする高周波地震は、

西山−生保内線が多数の土砂崩れで長期にわたって通

数と規模が次第に小さくなり、2001 年 7 月を境にさらに

行止めとなるなど被害が生じた（資料 4）
。

小さくなった。

また、地震からちょうど 1 年後の 1999 年 9 月 3日に震

顕著な隆起を続けていた三ツ石山付近は、隆起速度

源地付近の天然記念物「葛根田の大岩屋（通称、

が次第に低下して 2000 年後半には沈降に転じた。こ

玄武洞）」が崩落した。

の沈降も2004 年 5 月頃には停止した。
西岩手山の黒倉山山頂は APS 観測を開始した 1999
年 6 月には北西の下倉山からの距離が伸びる変動がは
じまっていた。黒倉山山頂付近に APS 観測点を増設
した結果、地殻変動は山頂付近の局所的な範囲が南
に移動する変動であることが判明した。伸長速度は
1999 〜 2000 年が 8.0 ㎝ / 年であるが次第に低下して
2004 年 5 月頃にはほぼ停止した。黒倉山山頂は観測
期間内に南に 30 ㎝以上移動している。この変動の力
源は地下浅所にあるとみられるが、黒倉山東断崖の地
形効果の可能性もあり明らかでない。
1999 年 3 月頃、西岩手山の姥倉山稜線に新たに噴
気孔が出現し、植物が枯死していることが確認された（図
5）。同年 5 月以降噴気活動は急激に強まり、西小沢
から黒倉山、姥倉山稜線にいたる東西約 2.0 ㎞、南北

4. 余効期（1998年9月4日〜2004年7月1日現在）
この時期はマグマの定置と脱ガス、ならびにマグマの

約 0.7 ㎞の範囲に枯死が広がった。このような広域の

熱で励起された熱水貯留層の沸騰にともなう水蒸気の

表面現象の出現は日本の火山では例をみないものである。

分離と上昇により表面現象が出現した余効期である。

表面現象の拡大は地殻変動で開口した東西性断層群

この時期は熱水貯留層の活動が活発化した前半の時

の一部区間を通路として上昇する水蒸気の量が増加し
3

たことによる（土井ほか、2002）。2000 年春、笹の枯

岩手山山頂の北北東約 10 ㎞、深さ9 ㎞を震源とする「岩

死は姥倉山南斜面、大松倉山北東火口縁、三ツ石山

手県内陸北部の地震」（M4.4；西根町・松尾村で最

東斜面にも発生したが、地温の上昇はなかった。

大震度 4）が発生し、住民を驚かせた。この地震の発
震機構は北北東−南南西走向の逆断層型である。

2000 年 1 月頃から西岩手山の噴気活動はもっとも活
発な時期に入り、しばしば噴気は高さ300 〜 500 ｍまで
上昇した（図 6）。こうした噴気活動も2001 年後半か
ら減衰しはじめ、2004 年 7 月からは顕著に低下した。
これに対応して 2004 年には植生が回復しはじめた。
大地獄谷主噴気孔（図 7）の噴気温度は、2000 年
に最高温度の 149℃に達した後低下しはじめ、2004 年
には 96℃（沸騰温度）になっている（図 1）。火山ガ
ス組成は 2000 年まで高温化を示したが、その後は低下
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第2章 火山防災対策の経緯
をおこなったこと

1. はじめに
岩手山（標高 2,038 ｍ）は南部富士とも呼ばれ、北

（6）火山活動が低下しながらも継続する岩手山に緊

上川とともに岩手県のシンボルである。夏は登山に、冬

急通報装置の設置などの安全対策を施したうえ

はスキーに訪れる観光客も多く、また、山麓では小岩井

で岩手山東側の入山規制を一時緩和したこと

農場をはじめ畜産、農業が営まれている。岩手山の周

（7）岩手県内の産官学連携の研究交流組織であり

辺の 6 市町村には約 40 万人（約 15 万世帯）の住民

多数の機関からの参加者がある岩手ネットワーク

が生活している。県都盛岡市も山頂から約 20 ㎞の至

システム（ＩＮＳ）の「岩手山火山防災検討会」

近距離に位置する。

が、個人の立場で参加し自由に討論した結果を

岩手山は江戸時代の 1686 年（山頂のマグマ噴火）

各機関に持ち帰り実務に反映させる信頼と連携

と1732 年（山腹の焼走り溶岩噴出）に大きな噴火があっ

の場を提供し、行政の委員会の支援や防災対

て以来、1919 年にごく小規模な水蒸気噴火があった以

策の調整や先導をおこなったこと

外 270 年以上大きな噴火を起こしていない。このため

などがある。ここでは防災対応の経緯の概要をのべる（図

住民は火山の認識が薄く、火山防災の意識も培われて

1、表 1）。

いなかった。「岩手県地域防災計画」には噴火想定
がなく、火山防災マップの作成などの具体的な対策もほ

2. 火山活動と防災対策の経緯
（1）岩手山忘れた頃に活火山〜活動のスタ−ト

とんど行われていなかった。その岩手山で、1998 年春
から火山性地震が頻発し噴火の可能性も指摘されて、

岩手山周辺は通常時地震の発生が極めて少ないが、

7 月 1 日から入山禁止の措置がとられた。関係機関は

1995 年 9 月 15 日マグマの活動に係わるとされる火山性

火山活動が急速に進行するなかで防災対策をすすめ、

微動が約 45 分間観測された。そのため、東北大学大

噴火前の防災体制としては高い水準に達していると評

学院理学研究科地震・噴火予知研究観測センター（以

価されるまでに構築された。

下東北大学観測センターと略）
、気象庁などが、地震計、

岩手山の防災対策の基本は住民の理解を得つつ住

傾斜計、体積歪み計、GPS（人工衛星による測量）、

民の安全を優先させて慎重な対応を図ることである。

磁力計などを増設して、観測の強化にのりだした。東

岩手山噴火危機対応の経緯のなかで主な点はつぎのと

北大学観測センターの観測機器は、坑井内設置されて

おりである。

高精度の観測が可能な体制となっていた。火山活動が

（1）火山対応にとまどう行政・防災機関・報道関係

活発化する前から監視・観測体制の整備が図られてい

者に対して研究者がいちはやく行動を起こして

たことは、岩手山防災に大変有用で基本的な安心条件

研修の場を提供し、防災の方向性を示したこと

となった。

（2）地域の安全を守るために研究者・行政・報道
（2）火山性地震の頻発と臨時火山情報の発表

機関が連携してそれぞれの役割を果たしたこと。
また、さらに住民との連携を重視した火山防災

1998 年 2 月迄は多くとも月 20 回程度であった火山性

訓練、火山防災シンポジウム、セミナー、小研

地震は、2 月に 68 回、3 月には 19日に 1日で 90 回を記

修会を開催し、生徒・学生を対象に啓発活動

録、月間でも424 回と急増し始めた。報道機関はこれ

が多数実践されたこと

を頻繁にニュースに取り上げ、盛岡地方気象台も3 月

（3）
「岩手山火山防災マップ」を住民避難の視点で

20 日に火山観測情報第 2 号を発表し、県民の関心を

研究者と行政・防災機関担当者が一緒に緊急

高めることとなった。その後も火山性地震は増加の傾向

に作成し、報道機関との信頼関係をもとに報道

を示し、4 月 29日には 1日に 285 回を記録し、同日気象

して住民周知を実践したこと

庁から臨時火山情報第 1 号が出された。5 月 7 日には、

（4）国・県・市町村の連携と連帯責任を明記した「岩

雫石町長山で震度 3（マグニチュード 2.9）の有感地

手山火山防災ガイドライン」を作成し、これに沿っ

震も発生し、6 月24日にはマグマの活動に起因すると考

て可能なハード、ソフト対策をすすめたこと

えられる振幅の大きい低周波地震や火山性微動が観測

（5）岩手県は地震計・地温計の設置、岩手山構造

されたため、臨時火山情報第 2 号が出された。

探査の調査費の一部拠出など独自の観測努力
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1995
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

９/15
火山性微動を観測、
活動活発化のスタート
10/３
２/
火山性地震が月68回と増加
３/17
火山観測情報第1号（傾斜計・歪み計に変化観測）
４/29
臨時火山情報第1号（地震285回/日）
５/１
５/２
GPSで南北方向への伸張観測
５/４
最初の有感地震発生
雫石町長山で震度1、
５/７
雫石町長山で震度3（ M2.9）火山性地震
５/16
５/22
５/
5月38回
モホ面付近地震、
６/24
臨時火山情報第2号 噴火の可能性指摘
６/
火山性地震、
6月1，
806回
７/１
７/８
７/22
７/27
７/
火山性微動、
7月32回
９/３
雫石町長山で震度6弱（M6.2）地震（活断層）
９/10
10/８
10/９
10/18
５/
５/22
雫石町長山で震度4（ M3.9）
の火山性地震
５/29
黒倉山山頂から強い噴気
６/８
9/３
玄武洞崩落
10/18
火山噴火予知連、
西側水蒸気爆発の可能性指摘
10/
11/12
臨時火山情報第4号（振幅大きな微動）
11/19
12/10
１/19
黒倉山・大地獄などで強い噴気
３/７
雫石町長山で震度4（M4.3）最大規模の火山性地震発生
３/23
３/31
［有珠山噴火］
４/27
６/17
６/26
［三宅島に緊急火山情報］
９/７
149℃へ上昇
大地獄谷主噴気孔噴気温度、
10/19
11/７
５/
７/１
10/８
11/19
黒倉山山頂で強い噴気（高さ250m）
11/
（月20回以上は98.8以来）発生
モホ面付近地震27回/月
12/27
７/１
黒倉山山頂で強い噴気（高さ300m）
４/29
東側やや深部低周波地震39回/日発生
５/30
７/１
10/14
10/15
火山噴火予知連、
見解から水蒸気爆発の文言削除
11/17・20 4月以降6ヵ月ぶりの火山性微動発生
12/24
２/18
黒倉山山頂で強い噴気（高さ300ｍ）
７/１
７/31
８/１
９/１
東側やや深部で9ヵ月ぶりの火山性微動発生
９/５
大地獄谷主噴気孔噴気温度、
116℃に低下
10/13
11/13
１/17
黒倉山山頂で強い噴気（高さ300ｍ）
４/６
６/12
６/18
大地獄谷主噴気孔噴気温度、
96℃に低下
６/22
７/１

○気象庁、
馬返し登山口に地震計設置
○東北大学、
気象庁など観測強化
○気象庁、
雫石町長山（網張温泉）
に震度計設置

○ＩＮＳ
「岩手山火山防災検討会」発足
○「岩手山火山活動対策検討会」発足

○岩手山全山入山規制
○「岩手山火山災害対策検討委員会」発足
○岩手山火山防災マップ
（西側水蒸気爆発）公表
○住民説明会開始

○岩手県に火山対策監新設就任
○「岩手山の火山活動に関する検討会」発足
○岩手山火山防災マップ
（西側水蒸気爆発、
東側マグマ噴火）、
ハンドブック公表
○第1回岩手山噴火対策防災訓練
○火山砂防計画、
治山計画策定
○松尾村柏台（土井宅）噴気観測開始
○岩手山緊急対策ガイドライン策定

○岩手県が西側に地震計・地温計設置
○東北大学が松尾定常観測点増設
○気象庁、
柏台小学校に監視カメラ設置

○岩手山火山防災ガイドライン策定
○岩手山火山災害対策図（周辺6市町村）公表
○イーハトーブ火山局開設

○岩手山大規模人工地震構造探査を実施
○「火山災害対策検討委」入山規制緩和の指針を提示
○緊急警報装置の設置
○東側4登山ルート一時入山規制緩和
○東側4登山ルート来シーズンまで閉鎖

○「火山災害対策検討委」来年度も東側緩和の方針決定

○６市町村首長西岩手山現地視察
○東側4登山ルート入山規制再緩和
○東側4登山ルート来シーズンまで閉鎖

○「火山災害対策検討委」西側安全対策と2年後の入山規制の緩和を提言
○東側4登山ルート入山規制再緩和
○黒倉山〜姥倉山稜線部地温・噴気調査開始
○大地獄谷ガス分析調査開始

○東側4登山ルート来シーズンまで閉鎖
○「火山災害対策検討委」
「6市町村協議」で2004年度から西側入山規制を緩和の方針決定
○姥倉山〜黒倉山高温域、
大地獄谷安全対策
○ＩＮＳ
「岩手山火山防災検討会」50回開催
○「岩手山火山活動検討会」活動静穏との認識示す
○全山で入山解禁
地震のマグニチュードは、
2003年9月改定
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（3）監視観測体制の強化と防災体制構築の模索

もなかった。そこで防災の実務にあたる行政機関と被

東北大学観測センターは火山性地震の頻発前後には

災する住民が共有し、さらに現実的な防災対応が可能

20 数ヵ所の臨時観測点を増強した。気象庁も地震計・

な被害想定が急務であることを認識するための、国・県・

空振計など臨時観測点を設置し、工業技術院地質調

市町村の防災担当者との忌憚のない意見交換が大学

査所、建設省国土地理院なども火山監視の体制の準

を中心に行なわれ、緊急対策の立案と試行に活用する

備を始めるなど、監視体制も緊急に整備が図られた。

ことを目的に火山防災マップの策定に関係者が力をあわ

火山性地震が頻発すると、住民には何が起きるのか

せる共通認識が培われた。1998 年 7 月 8 日、総合的

といった不安が、また行政においてはどのような対策を

な火山防災の基本となる火山防災マップを作成するた

講ずるべきかの戸惑いが強く、具体的な防災体制の立

め「岩手山火山災害対策検討委員会」〈事務局：岩

ち上げはスムーズには行なわれなかった。地域防災の

手工事事務所、岩手県土木部砂防課（現、県土整備

視点からもっとも早く対応したのは、ＩＮＳ「地盤と防災

部砂防災害課）、岩手県消防防災課〉が設置された。

研究会」で、1998 年 5 月16日に分科会としてＩＮＳ「岩

委員会は噴火の可能性が指摘されている岩手山西側

手山火山防災検討会」を発足させ、防災関連機関と

のマップを緊急に作成することとした。この災害予測の

の連携を図って、防災対策の具体的推進の強力な旗

基礎になったのは、同委員の土井宣夫氏の 20 余年に

振りを始めた。これに呼応して、岩手県は 5 月 14 日に

わたる岩手山噴火史の研究成果であった。

専門家を中心とする「岩手山火山活動対策検討会」
（事
（6）
「岩手山火山防災マップ〜西側で水蒸気爆発が起

務局 : 岩手県消防防災課；現、総合防災室）と岩手

きた場合」の公表

山周辺の行政機関が情報交換するための「岩手山の
火山活動に関する関係市町村等連絡会議」（事務局：

岩手山西側は約 3 万年前以降マグマの噴出がなく、

同上）を設置し、防災を主眼とする火山防災マップ作

約 7,400 年前以降少なくとも8 回の水蒸気爆発が繰り返

成の協議も始まった。

されている。西側の地震活動は地下 2 〜 3 ㎞と浅いと
ころに集中していることから、今回も水蒸気爆発の可能

（4）災害警戒本部の設置と入山禁止措置の決定

性が高いものと考えられた。委員会は半徹夜の連続で

1998 年 6 月 24 日の臨時火山情報 2 号に「今後さら

検討を進め、1998 年 7 月 22 日「岩手山火山防災マッ

に火山活動が活発化すれば噴火の可能性も」と指摘さ

プ〜西側で水蒸気爆発が起きた場合」（約 3,200 年前

れたことをうけて、岩手県は災害警戒本部を設置し職

の水蒸気爆発と同規模を想定）を公表した。マップは

員の 24 時間警戒体制をとり、岩手県警察本部警備部

16 万余部が、岩手山周辺 6 市町村の全世帯に配布され、

や各警察署に火山災害警備警戒本部が置かれた。また、

公民館等での説明会が開催された。

県警ヘリコプターで岩手山上空から入山者に下山を呼
び掛けた。
6 月26日第 2 回「岩手山火山活動対策検討委員会」
による、火山性地震が頻発する西側のみの規制、もし
くは今後の活動の広がりを考慮して全山入山規制の提
言をうけて、岩手県と周辺 6 市町村が協議し、山開き
が予定されていた 7 月 1 日から全山で入山禁止の措置
がとられた。
（5）
「岩手山火山災害対策検討委員会」の立上げと
「岩手山火山防災マップ」の作成
建設省岩手工事事務所（当時、以下岩手工事事務
所と略）は砂防事業のための岩手山火山災害予想区
域図の策定をすすめていたが、この図は住民の防災対
応を視点としたものではなく、また公表を予定したもので
9

（7）雫石町で震度6弱の地震（岩手県内陸北部の地震）

西側の水蒸気爆発も含めた「岩手山火山防災マップ」

火山性地震活動は、1998 年 7 月になっても雫石町長

を公表し、周辺 6 市町村の全世帯、高校の全生徒、

山で震度 3 を観測するなど活発で、範囲も西側の三ツ

小中学校はクラス毎に、合計約 20 万部を配布した。マッ

石山付近まで広がった。7 月 10 日には振幅の大きな火

プの公表にあたり報道用の簡略マップを作成した（図 2）
。

山性微動が観測され、臨時火山情報第 3 号が出された。

東側でのマグマ噴火では 7 種の噴火様式と災害が想定

8 月になって、火山性地震の回数は 1 日平均約 37 回と

され、「岩手山火山防災ハンドブック」で災害状況と対

減少に転じた（田中ほか、1999）が、9 月 3 日 16 時

処の仕方が説明された（斎藤、1999）。これを受けて、

58 分頃、雫石町滝ノ上温泉の南東約 2 ㎞の深さ約 9.6 ㎞

岩手県庁全部署、盛岡地方振興局、6 市町村は岩手

（気象庁発表 )を震源とするマグニチュード 6.2 の地震が

山火山対策マニュアルを作成した。

発生し、雫石町北部で震度 6 弱を記録した。この地震
気象台に火山専門職員配置、
（9）岩手県に火山対策監、

は活断層の活動による構造性の地震で、雫石町篠崎

防災体制整備

地区に段差約 30 ㎝の地震断層（篠崎断層と命名）
があらわれた（越谷ほか、1998）。県道西山−生保内

行政機関には、火山防災を専門に対応する部課も専

線は多数の土砂崩落で通行止めになり、上流の滝ノ上

門的知識を有する職員も不在であった。岩手県は火山

温泉と葛根田地熱発電所が孤立した。地震の余震は

防 災マップに基づく防 災 対 応に本 腰を入れるため、

急激に減少したが、火山活動が活発な中での強い地震

1998 年 9 月 10日消防防災課に課長級の火山対策監を

は住民に衝撃を与えた。

設置し、岩手山防災に専従する計 4 名の体制が取られ
た。公的に火山の状況を公表する立場にある盛岡地
方気象台は、岩手山が常時観測火山ではないこともあっ
て火山専門官が不在であったが、1998 年 9 月火山専
門官が配置されて体制が強化された。
（10）
「岩手山火山防災ガイドライン」の策定
岩手山火山防災マップの作成後、「岩手山火山災害
対策検討委員会」はマップに基づいた総合的な防災
対策を推進するため、委員会の強化を図ったうえで、
噴火時の緊急対策から復興期までに何をなすべきかの
指針となる火山防災ガイドラインを検討した。
まず噴火から 48 時間以内に行なうべき避難など緊急
対策を明らかにし、具体的な対策を進めるため、1999
年 5 月27日、噴火から 48 時間の間に必要な対策をまと
めた「緊急対策ガイドライン」を策定し、6 月 8日公表し

（8）
「岩手山火山防災マップ〜西側で水蒸気爆発が起

た。引き続き委員会は、2000 年 3 月22日、活動活発期、

「岩
きた場合、東側でマグマ噴火が起きた場合」、

避難期から避難生活期、生活復興期までの中長期対

手山火山防災ハンドブック」の公表

策について総合的な「岩手山火山防災ガイドライン」を

1998 年 8 月頃から西側での火山性地震は漸減の傾

公表した。同検討会では、増田寛也岩手県知事と岩

向を示したが、山頂東側の深さ5 〜 10 ㎞では、マグマ

手山周辺 6 市町村の首長が顔を合わせ、堅い握手を

の動きと関連すると考えられる火山性微動や低周波地

かわし、連携して火山防災に取り組む姿勢を示した。

震が発生しており、その数は増加傾向が見られた。山

ガイドラインの内容は 2001 年 12 月 19 日「岩手県防災

頂火口を中心とする東側では過去にマグマ噴火が繰り

会議」で「岩手県地域防災計画」に組み込まれた。

返され、噴火が起きれば大きな災害が予測された。検
（11）火山砂防計画、火山治山計画の策定と推進

討委員会は東側のマグマ噴火による被害想定 (1686 年
の山頂噴火規模を想定）の検討をすすめ、10 月 9 日

「岩手山火山防災マップ」が提示されことに基づいて、
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土石流、火山泥流などによる災害を防止するため、

ター教授（委員）、土井氏（臨時委員）が出席し、

1998 年 11 月29日「岩手山火山砂防計画検討委員会」

1998 年 10 月 13 日から斎藤徳美検討会座長が、その

（事務局 : 岩手工事事務所）が、1999 年 1 月 7 日「岩

後 盛 岡 地 方 気 象 台 長がオブザーバーで出 席した。

手山火山治山計画検討委員会」（事務局 : 青森営林

1999 年 8 月 24 日、火山噴火予知連絡会の井田喜明

局森林管理部治山課；現、東北森林管理局、岩手県

会長、気象庁小宮

林業水産部森林土木課；現、農林水産部）が設置さ

来県、11 月 16 日火山噴火予知連絡会拡大幹事会が

れて砂防ダムなどハード面での砂防と治山の計画が検

地方（盛岡）ではじめて開催されるなど、気象庁本庁

討された。

や火山予知予知連絡会との意志疎通が図られた。

学火山課長等が岩手山の視察に

岩手山では砂防ダムと遊砂地が計画され、噴火の可
（13）
「岩手山火山災害対策図」の作成

能性が指摘されているなかで早期の整備事業が進めら
れた。また、監視カメラ、雨量計、積雪計、震動センサー、

1998 年 10 月に公表された「岩手山火山防災マップ」

ワイヤセンサーの設置計画がなされ、1999 年 4 月からこ

をもとに、2000 年 4 月縮尺 2 万 5 千分の 1 で住居の所

れらを含む土砂移動監視システムの大部分が稼動をは

在地がわかりやすい 6 市町村別「岩手山火山災害対

じめ、関係機関へ情報が発信された（国土交通省岩

策図」が作成され、市町村毎に避難対象地域とその

手工事事務所・岩手県、2001）
。

周辺の世帯に配布された。この図には被害想定のほか、

治山ダムは、1999 年から 5 年間の緊急対策として 38

避難場所、避難道路、防災行政無線、防災関連施設

基、恒久対策として 27 基の建設が計画され、工事が

など火山防災に関するデータが包括され、噴火時には

始められた 8 基の現場には安全確保のためのワイヤセン

この図に基づいて防災対応が進められることになった。

サー、震動センサー、雨量計などが設置され、2000 年
（14）西側での噴気活動の活発化と岩手県の観測体制

3 月岩手山火山防災総合監視司令センターが運用をは

の整備

じめた。盛岡森林管理署は平成 14 年度から岩手山の
標高 1,000 ｍ前後に土石流災害の軽減をめざした岩手

1999 年春以降、火山性地震の数は月に 200 回程度

山防災樹林帯の整備をはじめた。

に減少したが、5 月 29 日黒倉山で高さ100 ｍ以上の噴
気が観測され、それ以降、大地獄谷〜黒倉山〜姥倉

（12）
「岩手山の火山活動に関する検討会」の設置

山周辺の東西約 1.5 ㎞、幅数 100 ｍの範囲で、笹枯
れがすすみ新たな噴気が出現した。噴気活動は 2000

岩手県には火山観測施設や大学の火山学講座がない。
緻密な観測体制をもつ東北大学観測センターは仙台市

年 2 月頃まで右肩上がりに活発になり、以降も活発な様

にある。火山学の最高権威集団ともいえる火山噴火予

相を呈した。1999 年 10 月 18 日火山噴火予知連絡会

知連絡会は東京の気象庁に事務局があり、噴火時の

は「水蒸気爆発などにつながる可能性もある」との見

臨機応変な対応が十分に出来かねない危惧があった。

解を示した。この見解は 2002 年 5 月 23 日の火山噴火

そこで、地元研究者を中心に、地元でなければ出来

予知連絡会まで継続した。

ない火山の監視、各観測機関と連携しての観測情報の

1999 年 10 月岩手県は水蒸気噴火を監視するため黒

収集、地元行政や住民へのわかりやすい状況説明、

倉山〜姥倉山間の稜線に 2 台の地震計、黒倉山山頂

行政への防災上の助言などを目的として、「岩手山の

〜姥倉山分岐の 5 箇所に地温計を設置した。観測デー

火山活動に関する検討会」（事務局：岩手県消防防

タはテレメーターで仙台管区気象台に送られている。そ

災課）が、1998 年 10 月 6 日に「岩手山火山活動対

の後表面現象の活発な地域は大地獄谷、西小沢、黒

策検討委員会」を改組する形で設置され、10 月 8日第

倉山から姥倉山一帯の東西約 2.0 ㎞、南北約 0.7 ㎞に

1 回委員会が開催された。また、緊急時に情報交換や

およんだが、2001 年後半から 2002 年春以降は噴気活

行政への助言を行なうため、1999 年 1 月 20 日、岩手

動は低下傾向になった。

県により盛岡地方気象台、東北大学観測センター、岩
（15）岩手山噴火対策防災訓練の実施と

手大学工学部、岩手県消防防災課災害警戒本部をつ

岩手山防災シンポジウム等の開催

なぐテレビ会議システムが導入された。
火山噴火予知連絡会には浜口博之東北大学観測セン

岩手県と6 市町村は、1998 年 10 月 18 日岩手山噴
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火対策防災訓練を松尾村で開催し、2001 年 2 月までに

1999 年 7 月 7 日〜 2004 年 3 月 24 日の間に 34 回の定

6 市町村すべてで開催して計 9 回実施した。住民の火

例調査などで、黒倉山〜姥倉山〜犬倉山一帯の表面

山防災意識の啓発のため、1999 年 1 月 30 日から岩手

現象の観察と多数の定点での地温測定を行い、情報

山火山防災シンポジウムを 6 市町村もちまわりで計 9 回

提供した。

開催した。岩手工事事務所は岩手山火山防災フォーラ
（17）火山防災先進地に学ぶ活動

ムと岩手山火山防災サミットなどを開催し、市町村も住
民を対象に火山防災研修会を多数開催して防災意識

噴火災害の経験のない岩手県では、有効な災害対

の向上を図った。また、陸上自衛隊岩手駐屯地、岩手

策を構築するために先進地の事例に学んだ。1998 年

県警察本部、岩手工事事務所、東北電力㈱岩手支

8 月 11 日雲仙普賢岳の防災対応にあたった太田一也

店、JR 東日本㈱盛岡支社、東日本電信電話㈱岩手支

九州大学名誉教授を招き、1998 年 9 月 21 日同氏は岩

店などは、岩手山噴火対策防災訓練への参加のほか

手県の火山対策アドバイザーに就任した。また、2000

独自の防災訓練を実践的に行なった。

年 3 月 31 日の有珠山噴火では、検討会委員、岩手県
と周辺市町村の防災関係者が繰り返し現地に入り、6

（16）火山監視へ産学官民の連携

月 23 日増田寛也岩手県知事も現地入りした。2001 年

地元に火山観測施設のないことを克服するため産学

1 月 29 日有珠火山観測所長岡田

弘教授、長崎良夫

官民が連携した監視体制の構築が進められた。岩手

虻田町長を招請した。このほか磐梯山の火山活動対応

県防災ヘリコプター「ひめかみ」は、機上観測、現地

や三宅島噴火対応など日本の多くの事例が岩手山火

調査員の運搬、観測機器の設置とメンテナに大きな力

山防災の教訓として生かされた。

を発揮した。岩手県警ヘリコプター「航空いわて」も
（18）岩手山火山防災情報ステーションの開設と

機上観測に協力し、警ら中に撮影した映像は随時提供

火山防災ネットワークの運用

された。報道機関のヘリコプターも取材を兼ねて機上観
測の一翼を担った。

岩手工事事務所は、2000 年 6 月17日松尾村に「岩

民間企業はボランティアで 1998 年 6 月から自動観測

手山火山防災情報ステーション（愛称 : イーハトーブ火

装置が整備される同 9 月まで地質調査所の光波測距の

山局）」を開設した。施設は非常時には現地対策本部

実務をおこない、1998 年 7 月 15日から岩手県が撮影し

となり、平時には火山と岩手山の活動状況や防災対策

た熱赤外映像の解析作業を継続した。 日本アイソトー

を解説する啓蒙施設となる。開局以来、毎月火山防災

プ協会滝沢研究所は、1998 年 11 月 12 日から岩手山

の専門家による研修会が開催され、毎回 50 名以上の

周辺 11 箇所の湧水や温泉水の化学分析を継続してい

住民が参加した。

る。

岩手工事事務所は岩手山周辺に光ケーブル網を敷
設し、山体や砂防ダムを監視するカメラや土石流検知

テレビ放送局が設置した監視カメラでは、噴気状況
に変化がある時には情報提供され、カメラを使った調査

センサーをつないで、火山防災ネットワークを構築した。

にも協力がなされた。また民放監視カメラの映像は岩手

これらの情報は、同ネットワークを通じて、岩手山火山

県に分岐され、2000 年 1 月からは民放 2 社の映像ビデ

防災情報ステーション、岩手県、岩手山周辺の 5 町村

オが岩手大学に提供され、大地獄谷と黒倉山の噴気の

役場や盛岡市民交流施設の同子局、盛岡地方気象台、

詳細解析に用いられた。

盛岡森林管理署などに配信されている。

松尾村柏台の土井宣夫氏宅では、小枝子夫人が

テレビ放送局は水蒸気爆発の可能性が指摘された西

1999 年 5 月に黒倉山の噴気が活発化して以降、黒倉

岩手山を監視するカメラを設置し、映像をホームページ

山から姥倉山一帯の噴気状況を日中に毎日観測し、活

で公開し、防災関係機関にも提供した。活動が小康状

動の変化があれば検討会委員に随時報告され、観測

態になると各社は監視カメラを撤収し、岩手工事事務

結果は検討会などに提出された。周辺市町村の有志

所の映像がテレビ局に配信された。このほか、盛岡地

からは噴気状況など山の異常に係わる情報が適宜寄せ

方気象台、岩手県警察本部、岩手大学工学部なども

られた。

独自に監視カメラを設置した。

雫石町は「岩手山火山活動特別調査隊」を組織し、

国土交通省、自衛隊、岩手県警察本部は、それぞ
12

れが所有するヘリコプターからの映像情報をヘリテレ画

た（仙台管区気象台、2002）。このように東岩手山の

像情報ネットワークを構築して共有化する体制を整備した。

噴火は切迫した状況にはないが、新たなマグマの貫入
が生じた場合には短時間で噴火に至る危惧の念をぬぐ

（19）岩手山構造探査

えない状況が続いた。このため 2002 年、2003 年も同

1999 年 6 月25日と9 月30日、東北大学観測センター

等以上の安全体制を確保して東側の入山規制を夏期

を中心とする研究グループが人工地震探査（発破孔 1 点・

に緩和した。

地震計約 70 箇所）を行なった。2000 年 10 月 19 日文
（21）西岩手山の入山規制の緩和に向けて

部省噴火予知計画に基づく構造探査が東北大学観測
センターなど 12 大学・機関の参加のもとに実施された。

2001 年以降西岩手山の噴気は明らかに低下傾向を

これは発破点は 9 点、地震計は 350 台と国内最大規模

示し、過去に水蒸気噴火を繰り返した大地獄谷主噴気

のものであり、発破点 3 点の費用は岩手県が負担した。

孔の蒸気は 2000 年 9 月 7 日に 149℃の最高温度を示し
たあと低下しはじめ、2002 年 9 月 18 日には 128℃と

（20）東側入山規制緩和に向けた取り組み

1998 年のレベルに戻っていた。また、山体の南北方向

2000 年春以降、火山性地震の数は月に 100 回程度

の伸長も2000 年以降収縮に転じていた。これらのこと

と減 少し、 地 殻 変 動もほとんど観 測されなくなった。

から 2002 年 10 月 15日第 93 回火山噴火予知連絡会で

2000 年 3 月 7 日、雫石町長山で震度 4、マグニチュー

それまで指摘されていた「水蒸気爆発の可能性」の

ド 4.3とこれまでで最大規模の火山性地震が起こったが、

文言が削除された。

活動の長期化のなかで不況による観光客の落ち込みな

これをうけて 2002 年 10 月 16 日第 22 回「岩手山の

どもあり、地域振興の面から表面活動の目立たない東

火山活動に関する検討会」は地温が高く、噴気孔が

側の入山禁止の緩和の要望が強く出されるようになった。

点在する黒倉山〜姥倉山間の登山道の安全対策、有

マグマの供給部分と推測される地下 30 〜 40 ㎞のモ

毒ガスが噴出している大地獄谷の安全対策が提言され、

ホ面付近の地震は数は少ないものの発生しており、東

12 月24日第 14 回「岩手山火山災害対策検討委員会」

側の地下 6 〜 10 ㎞付近ではマグマの活動に関連する

および「岩手県と岩手山周辺 6 市町村長との協議」で

低周波地震が継続して発生していたが、切迫した状況

2 年後の 2004 年に西側の入山規制解除をめざすことが

にはないとの判断で、岩手県と地元町村の「岩手山登

了承された。

山者安全対策協議会」（事務局 : 滝沢村、雫石町）

2003 年高温域を登山道がとおる姥倉山稜線の地温

による現地調査や、サイレン、赤色灯、携帯電話など

分布調査、大地獄谷付近の登山道における有毒ガス

現地試験が繰り返された。2000 年 11 月 7 日「岩手山

濃度調査を行い、安全対策を実施したうえで、2004 年

火山災害対策検討委員会」の協議も経て、「現況より

7 月1日西側をふくむ全山の入山規制が解除された。

も火山活動が活発化しないことを前提に」異常時に緊
急に下山を呼び掛ける警報装置を設置し、登山者に自

3. 地域が連携した防災対応

己責任の啓発を行い、岩手山西側の水蒸気爆発にそ

岩手山の火山防災の経緯では 1998 年以来、産学

なえて噴石が予測される区域の登山道を東に付け替え

官の研究交流組織の岩手ネットワークシステム（ＩＮＳ）

るなどの様々な対応が図ったうえで 2001 年 7 月 1 日から

の「地盤と防災研究会」とその分科会「岩手山火山

体育の日まで東側の入山規制を緩和した（斎藤・岩手

防災検討会」が行政の公的な委員会を支援する重要

山登山者安全対策協議会、2001）
。

な役割を担ってきた。

その後、西岩手山浅部の高周波地震は減少してい

1998 年 3 月火山性地震が頻発しはじめた時、火山

るが、東岩手山やや深部の低周波地震は増減を繰り返

防災の経験のない行政機関の反応は敏感とはいえない

しながら継続して発生しており、2001 年 11 月、モホ面

状況にあった。そこで、1998 年 5 月 16 日「地盤と防

付近の地震が 3 年ぶりに 20 回を越え、27 回を記録した。

災研究会」の中に、東北大学観測センター、岩手大

2002 年 4 月 30 日東側やや深部の低周波地震が 39 回

学工学部・教育学部などの研究機関、岩手工事事務所・

発生、4 月 26 〜 30 日にかけ微動も6 回発生（2001 年

盛岡営林署（現、盛岡森林管理署）
・盛岡地方気象台・

は計 3 回）するなど、地震活動は沈静化していなかっ

陸上自衛隊岩手駐屯地など国の機関や岩手県総務部
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消防防災課・土木部砂防課・商工労働部観光課、岩
手県警察本部など県の機関、盛岡市・滝沢村・雫石町・
西根町・玉山村・松尾村の防災担当者、日本道路公
団盛岡管理事務所・東日本電信電話㈱岩手支店・東
北電力㈱岩手支店・JR 東日本㈱盛岡支社などの公益
法人やライフライン関係機関、防災や情報関連の民間
企業の担当者、さらには地元テレビ放送局・新聞社な
どの報道機関からなる「岩手山火山防災検討会」を
立ち上げた。同会では岩手大学において定期的に火
山活動の現状を理解し、地域の安全のため横の連携を
図るためざっくばらんな議論を行い、実務的な対策を進
めている。検討会後は、大学の学生食堂で交流会を
行い、 ひと と ひと のつながりを培うこととした。
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第2部 岩手山の火山防災体制
第1章 火山防災体制の概要
（1）火山観測所や大学の火山研究部門をもたない地

1. はじめに
1998 年 2 月にはじまる岩手山噴火危機に対処するう

元として、火山観測情報の収集、火山活動の

えで、火山噴火が未経験の災害であることばかりでなく、

評価、活動評価にもとづく防災提言をおこなう体

発災前（災害対策本部設置前）に多機関にわたる危

制を整備したこと

機体制を構築することの不慣れ、各機関の事情を背景

（2）災害対策全般を決定する体制を整備したこと

にした対応方針の不一致、平時の防災関係機関の連

（3）岩手県知事と岩手山麓 6 市町村が連帯した判断・

携不足などの事情により防災体制の構築はスムーズでは

助言・実践の体制を整備したこと

なかった。また、個々人においては「この程度の火山

（4）入山規制の解除にあたる関係町村の協議会が
確実に機能したこと

性地震などたいしたことはないのでは？」「すぐおさまる
のでは？」「騒ぎすぎているのでは？」という気持ちがあっ

（5）報道機関をふくむＩＮＳ「岩手山火山防災検討会」

て取り組みが遅れたように思われる。このような社会状

が公的な防災対策を支援する実務的で効率的

況のもとで地域防災の視点から真っ先に具体的な対応

な役割を果すゆるやかな体制ができたこと

をはじめたのは研究者（斎藤徳美岩手大学教授；当時）

防災体制を維持するのは行政であるが、防災に関わ

であった（活動経緯は第 1、3 部参照）。

る行政・防災機関・研究者・報道機関などが連携し、

1998 年の岩手山噴火危機対応では、各機関が個別

信頼感が育まれていることが体制の維持には最も大切で

に構築した体制（第 4 部参照）とともに、地元岩手の

ある。岩手においてはそれを培う場となったＩＮＳ「岩

火山に関わる事情を背景に構築された特徴的な防災体

手山火山防災検討会」の活動が特筆される。次に上

制に次のものがある。

記 5 点について概要を述べる。

私的諮問機関
火山噴火予知連絡会
国立研究所
（国土地理院・
防災科学技術研究所・
地質調査所等）
大学
（東北大学・東京工業大学等）

県外関連機関の体制

気象庁
協議

指示
仙台管区気象台

指示

協議

情報交換
盛岡地方気象台

火山情報の提供

火山情報の伝達

情報交換

行政判断

情報伝達・
助言の要請

（助言）
6市町村
（災害警戒本部）

岩手県
（災害警戒本部）

岩手山の火山活動に関する検討会
火山情報の提供・
火山活動についての
学術的助言

国（建設省等）

火山活動に
ついての
学術的助言

（協議）
情報伝達
情報伝達

対応に関する
広報等

防災関係機関
報道

地元岩手県内の連絡体制

報道機関
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住民

された。記者レク資料は委員長によって準備された。

2. 火山観測情報の収集、評価、防災提言をおこなう体制
火山観測情報の発表は公的な機関として気象庁の

岩手県は緊急時の情報交換と行政への助言を受け

業務である。気象庁は火山専門家を擁し火山噴火予

るため、1999 年 1 月 20日、盛岡地方気象台、東北大

知連絡会事務局のある本庁、観測データの処理を行う

学観測センター、岩手大学工学部、岩手県消防防災

仙台管区気象台、火山観測情報・臨時火山情報など

課（災害警戒本部）をつなぐテレビ会議システムを導

を発表し、岩手県など行政に説明を行う盛岡地方気象

入し、岩手県と6 市町村はテレビ会議システムと電話会

台からなる（火山観測情報の発表は 2002 年 3 月以降

議システムで結んだ（図 2）。このシステムは緊急時（3

は仙台管区気象台火山観測センターが担当）。大学に

回）、火山防災訓練時（9 回）などに使用された。

よる火山観測は、東北大学大学院理学研究科地震・
噴火予知研究観測センター（以下東北大学観測センター
盛岡地方気象台

と略）によって高精度の観測がおこなわれ、観測データ
の一部は仙台管区気象台に送られ併合処理されている。

東北大学理学部付属地震・
噴火予知研究観測センター

1998 年春以降はこのほかの大学・国立研究機関の観測・
調査が行われ、その結果は主に気象庁長官の私的諮

テレビ会議システム

岩手県

テレビ会議システム
岩手大学工学部

問機関である火山噴火予知連絡会（以下噴火予知連

6市町村

電話会議システム
1.1999年5月22日：雫石町震度4対応
2.1999年11月12日：火山性振切れ微動対応

と略）に提出され、一部の機関からは直接地元に提供

3.2000年3月7日：雫石町震度4対応
4.火山防災訓練打ち合わせ及び訓練対応

された。噴火予知連では活動的な火山を中心に検討さ
れるが、必要に応じて統一見解が発表される。地元研
究者はこの噴火予知連に出席して議論に参加し、情
報収集にあたった。
岩手県は観測情報を収集・評価し、火山対策のあり

3. 災害対策全般を決定する体制

方を検討するため、1998 年 5 月 14 日「岩手山火山活

岩手県と岩手工事事務所は火山災害予測図の作成

動対策検討会」を設置し、10 月6日これを改組して「岩

と火山災害監視システム計画の策定のために、1996 年

手山の火山活動に関する検討会」（事務局、岩手県

11 月12日「岩手山火山噴火警戒避難対策検討委員会」

消防防災課；現、総合防災室）を設置した（図 1）。

を設置した。この事業は岩手山の土砂移動予測を行う

検討会委員には岩手大学斎藤徳美教授（委員長）、

すすんだ取り組みであったが、砂防計画の立案に供し、

東北大学観測センター浜口博之教授、盛岡地方気象

公表しないことを前提とするものであったため、実際に

台長、火山研究者が入り、後に東京工業大学平林順

岩手山の火山活動がはじまり住民避難をふくむ防災対

一教授（委員）
、国土地理院（オブザーバー）が加わっ

策全般を検討するための基本になるものではなかった。

て、噴火予知連に岩手山情報を提出する機関の研究

そこで岩手山の噴火危機がすすんだ 1998 年 7 月8日、

者が委員になることで、岩手県は主だった岩手山情報

総合的な火山防災の基本となる火山防災マップを作成

を収集できる体制となった。

するため「岩手山火山災害対策検討委員会」が設置

「岩手山の火山活動に関する検討会」は、火山活

され、公開で運営された。事務局は岩手工事事務所、

動評価に関して噴火予知連との 2 重評価を避けるため

岩手県土木部砂防課（現、県土整備部砂防災害課）

常に噴火予知連後に開催された。検討会は頭撮り以

と総務部消防防災課におかれた。委員は「岩手山の

外非公開で運営され、踏み込んだ議論が行われるととも

火山活動に関する検討会」委員と砂防専門家、6 市

に、傍聴する岩手県・市町村などの防災担当者に火山

町村長からなり、住民避難と住民配付を前提とする火

活動を平易に説明する場にもなった。岩手県と6 市町

山防災マップの作成に着手された。マップの作成は研

村（災害警戒本部）の最重要関心事は、火山活動の

究者、岩手県と市町村の防災担当者、シミュレーション

評価とそれにもとづく防災対策の方向性の提言を受ける

と作図を担当する委託先が連日岩手大学に集まり同席

ことであるから、検討会では可能な限り方向性を示す努

で作業した。行政上の問題点が生じた場合は、持ち帰

力が続けられた。会議終了後は毎回検討会の結論に

り首長判断を行う体制で作業が進められた。必要な岩

ついて記者レクが行われ、質問がなくなるまで説明がな

手山情報は土井委員から提供された。これによりマップ
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の作成と関係者のマップの理解が同時に短期間で進み、

ことを明記している（図 3）。ここで国とは建設省（現、

岩手山西側 7 月 22 日、岩手山東側（西側をふくむ）

国土交通省）をさす。すなわち避難勧告を行うにあたり、

10 月9日のマップ公表が可能になった。

首長は独自に判断できない場合は岩手県に助言を求め、

火山防災マップ作成後、マップにもとづく総合的な防

岩手県は必要に応じて「岩手山の火山活動に関する

災対策を検討するため、社会心理学専門家、防災専

検討会」から火山活動状況に関する学術的助言を受け、

門家、岩手工事事務所長、岩手県総務部長を委員に

本部長（岩手県知事）を中心に協議し、判断して、

加えて「岩手山火山防災ガイドライン」の作成が行わ

市町村長に対し、避難勧告について助言する体制とした。

れた（P.518 参照）。事務局は岩手県消防防災課が中

「基本理念」ではさらに「地域の安全は、行政機関・

心になった。委員会は直面する課題である噴火から 48

防災関係機関・学識者・住民が連携して、それぞれ

時間以内に行うべき緊急避難対策などのガイドラインをま

の役割を遂行することにより、初めて守られる。」ことを

ず検討し（公表 1999 年 6 月 8 日）、引き続き活動活発

明記している。これらの関係者は連携し、防災訓練、

期、避難期から避難生活期、生活復興期までのガイド

防災シンポジウム、研修会などで住民の啓発を進める体

ラインを検討した（公表 2000 年 3 月 22 日）。各部局は

制となっている。

可能な作業の実施にはいった。
「岩手山火山災害対策検討委員会」の結論はこれ
に引き続いて開催される「岩手県と岩手山関係 6 市町
村長との協議」において行政判断され、実施される体
制となっている。
防災機関と岩手県・市町村等では「岩手山の火山
活動に関する関係市町村等連絡会議」（1998 年 5 月
14 日〜 8 月 10 日）を設置し、火山活動が活発化した
のを受けて構成員を大幅に拡大した「岩手山の火山活
動に関する関係機関連絡会議」（1998 年 8 月 10 日〜
2000 年 5 月 23日を最後に休眠；事務局、岩手県消防
防災課）を設置して、岩手山の火山活動に関する災
害予防活動および災害応急対策活動をおこなった。また、
岩手県と6 市町村は「岩手山火山対策関係 6 市町村
連絡会」（1998 年 10 月 30 日〜 2003 年 3 月 17 日を最
後に休眠）を設置し、相互に連携しながら火山噴火に
対する警戒態勢の強化と徹底を図った。

5. 入山規制解除の体制
1998 年 7 月から開始した岩手山の入山規制は、岩
手山東側の火山活動が切迫した状態にないことおよび

4. 岩手県知事と市町村首長が連帯した判断体制
火山噴火で最も重要な判断のひとつは首長が行う住

社会不況と入山規制の影響による観光客の減少が地域

民の避難勧告と避難指示およびその解除、警戒区域の

経済に与える悪影響を軽減するため、2000 年 6 月 8 日

設定と解除である。しかし首長は火山の専門家ではな

開催の「岩手山の火山活動に関する検討会」により

いうえ火山観測と火山活動評価の情報が十分に入手で

行政判断の必要性の提言を受けて、「県と岩手山関係

きないことが多く、標高が 2,000 ｍを越す岩手山では悪

6 市町村長との協議」で「火山活動が切迫した状況

天候により山が見えない日が多いという事情もある。こ

にない岩手山東側について、平成 13 年度から入山規

れらのことから首長単独の判断は避難勧告などの空振り

制解除を行う方向で調査、安全対策を進めていく」と

への配慮もふくめて相当に難しいのが現状である。

の合意がなされた。これを受けて「岩手山の入山規制

そこで「岩手山火山防災ガイドライン」では「対策推

に関わる関係者会議」（2000 年 8 月 11 日〜）を立ち

進の理念」として「火山防災の実務的な対策は、行政

上げ、入山規制解除に向けた安全対策の詳細につい

機関すなわち国・県・市町村が連帯して責任を負う。」

て検討を行う体制とした。入山規制解除に関係する町
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村は、安全対策のための現地調査、機材の作製と設置、
運用のために「岩手山登山者安全対策協議会」
（2000
年 10 月 16 日〜）を設置し、事務局を滝沢村（2000
年 10 月 16 日〜 2004 年 3 月 31 日）、雫石町（2004 年
4 月 1日〜）に置いて関係町村の拠出金により運営する
体制とした。「岩手山登山者安全対策協議会」の現
地調査、安全対策用資機材の製作と設置、安全対策
の運営により、2001 〜 2003 年夏期の岩手山東側の入
山規制が緩和された。
2002 年 10 月 15 日火山噴火予知連の見解から、
1999 年 10 月 18 日以来続いてきた「西岩手山における
水蒸気爆発の可能性」の文言が削除された。これを
受けて「岩手山の火山活動に関する検討会」から岩
手山西側の入山規制について 2 年後をめどに安全対策
等を検討したうえで緩和する方向の提言がなされた。「岩
手山の入山規制に関わる関係者会議」は安全対策を
検討し、2002 年 12 月 24 日の「岩手山災害対策検討
委員会」において「平成 15 年度に現地調査を実施し、
所要の安全対策を検討したうえで平成 16 年度の岩手
山西側の入山規制緩和を目指す」こととなった。こうし
て 2003 年夏期の現地調査と2004 年 5 〜 6 月の安全対
策の実施を経て 2004 年 7 月 1 日から全山の入山規制
が解除された。
6. 公的な防災対策を支えた
ＩＮＳ「岩手山火山防災検討会」の体制
ＩＮＳ「岩手山火山防災検討会」はボランティアによ
る研究交流組織であり、参加者の拘束力はなく、結論
や声明をだすこともないが、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
帰ることから、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各機関の上位にあるゆるや
かな組織へと自然に位置付けられるようになった。これ
は岩手大学研究者が中核をなして信頼と連携によって
成立した岩手独特の体制といえる。
ＩＮＳ「岩手山火山防災検討会」が岩手山防災体
制の構築と防災対策の推進に果たした役割は計り知れ
ない。
（文責：岩手県総合防災室 土井宣夫、岩手大学 斎藤徳美）
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第2章 国・岩手県の委員会・検討会の活動
1. 気象庁火山噴火予知連絡会
1. 概要

2. 観測体制と火山情報

岩手山は、1995 年 9 月 15 日に火山性微動が観測さ

岩手山は気象庁の常時観測火山には含まれていなかっ

れて以来、火山活動が高まる可能性に、気象庁や火

たが、1995 年 9 月に東北大学の観測網で火山性微動

山噴火予知連絡会は注目してきた。1998 年に入ると、

が観測されたのを受けて、気象庁は地震観測点を順次

火山性地震や火山性微動が次第に活発化し（図 1）、

設置し、東北大学からデータの分岐も得て、常時観測

マグマの移動を表すと解釈される地殻変動も観測された。

の体制を整えた（西出、1999）。1998 年 2 月に火山の

気象庁や予知連絡会などの関係諸機関は、噴火の発

活動が高まると、気象庁は地震観測点を更に増強し、

生を懸念したが、火山の活動はその年の夏頃をピークに、

国土地理院や地質調査所は地殻変動の観測を強化した。

長期的には治まる方向に転じた。ただし、9 月3日には、

また、火山ガスなどの観測も始まった。火山噴火予知

岩手山の数㎞南西に震源をもつ M6.2 の地震が発生した。

連絡会は 1998 年 7 月 14 日に拡大幹事会を開き、重力

また、1999 年 5 月頃から西岩手山で新しい噴気が出始

や地磁気などの観測も含めて、観測体制を強化するこ

め、笹枯れなどを起こしながら、噴気地帯を拡大した。

とを呼びかけた（気象庁、1999a）。また、観測データ

しかし、2002 年になると噴気活動も衰えを見せ、結局

を共有し、過去の噴火史などの研究とも合わせて、地

噴火は起こらなかった。

下の状態を的確に評価する必要性を確認した。

この節では、岩手山の一連の活動に、気象庁や予

1998 年の活動の高まりに対応して、気象庁が社会に

知連絡会がどのように対処したかをまとめる。噴火予知

向けて発信した最初の情報は、3 月 17 日に出された火

の立場から見て重要な問題は、火山の活動が高まった

山観測情報である（西出、1999）。火山性地震や火

のに何故噴火が起こらなかったかである。岩手山の地

山性微動の活発化に加えて、傾斜計や体積歪計など、

下で何が起きたのかを考えながら、この問題について議

地殻変動の連続観測にも異常が見られたことを受けたも

論する。

のである。4 月 29 日には最初の臨時火山情報が出され
た。マグニチュードが 2 以上のものも含めて、火山性地
震が集中的に起きたこと、地殻変動にもそれに対応した
変化が見られたことから、火山活動に対する注意を呼
びかけたのである。
同じ年の 5 月頃から火山の活動は更に高まった。火
山性微動の活発化や大きな振幅の低周波地震の発生
に対応して、6 月 24 日には臨時火山情報第 2 号が出さ
れ、この活動が噴火に発展する可能性もあることを指摘
した。更に、7 月 10 日には、振幅の大きな火山性微動
が約 3 分にわたって観測され、それを受けて臨時火山
情報第 3 号が出された。この火山性微動が小噴火の
際に生じる噴火微動かもしれないとの判断に基づくもの
であったが、現実には噴火は起きてなかった。9 月 3 日
に岩手山の南西で M6.2 の地震が発生すると、それに
対応して臨時火山情報第 4 号が出された。地震の原
因が広域応力場による構造性のものであっても、それが
火山の活動に影響することはよくあるからである。
3. 火山噴火予知連絡会の対応
1995 年に火山性微動が観測されて以来、火山噴火
予知連絡会は岩手山の活動に注目してきたが、それに
ついて集中的に議論したのは、1998 年 6 月 9 日の定例
会が最初である。この定例会では、浅部の火山性地
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震に加えて深さ約 30 ㎞のモホ面付近で低周波地震が
起きていること、火山を中心とする南北の伸張が地殻変
動の観測で得られていることから、マグマが深部から東
西に伸びる板状の通路を作って上昇してきていると推測
した。また、火山の活動は高まる傾向にあり、噴火の
可能性に注意が必要であるとの認識も得た。更に、活
動の中心は西岩手に移ったが、深部の地震活動は東
岩手の下にあることも指摘された。このような議論は記
者会見で紹介され、予知連絡会の検討結果をまとめた「全
国の火山活動について」に要点が盛り込まれた（気象

1998.10.13

火山の活動が広域に及ぶことから、
活動が長期化する可能性に注意

1999.2.2

1998年6-7月頃と比較すると活動は低下

1999.5.25

大地獄谷、
姥倉山稜線で噴気温度の上昇。
活動はやや上向き

1999.10.18

西岩手で地熱や噴気の活動が活発化。
水蒸気爆発の発生に注意

2000.2.4

西岩手の噴気活動は更に活発化の傾向。
水蒸気爆発に引き続き注意

庁、1998）。ここで注目すべき点は、岩手山の一連の
活動にマグマが関与していることを明確に指摘したこと

の低下に言及している。ただし、活動が長期化する可

である。

能性には、引き続き注意が喚起されている。深部から

9 月3日に岩手山の南西で M6.2 の地震が発生すると、

のマグマの上昇は、この時点までに区切りがついたので、

予知連絡会も翌日緊急幹事会を開催した。地震によっ

マグマが噴出する可能性は、公式には結局どこでも表

て火山の活動は直接的な影響を受けなかったが、活動

明されなかった。

の推移には引き続き注意を払う必要があることが、この

ところが、西岩手を中心とする浅部の活動は、その

会議で確認された（気象庁、1999b）。

後著しく高まる。1999 年 5 月頃から、黒倉山、姥倉山、

予知連絡会の検討結果は、防災上重要な意味をも

大地獄谷で、笹枯れなどを起しながら新しい噴気地帯

つと思われる場合には、「統一見解」という形で社会に

が現れ、噴出量を増やしながら次第に拡大した。この

発表される。岩手山の今回の活動に対しては、統一見

噴気活動については、5 月 25 日の統一見解にも述べら

解は 1998 年 10月15日の定例会で最初にまとめられた（気

れている（表 1）が、それにはっきりと注意を呼びかけ、

象庁、1999c）。そこでは、一連の活動の経緯が主な

水蒸気爆発につながる可能性があると初めて指摘した

観測データとともに要約され、現象が深部から始まって

のは、10 月18日の統一見解である（気象庁、2000）。

広域にわたることから、活動が長期化する可能性のあ

なお、1999 年 11 月 16 日には、予知連絡会の委員

ることが指摘された。それ以後 2000 年 2 月まで、統一

が現地を視察した後、盛岡地方気象台で予知連絡会

見解は定例会が開かれる度に出された。その時期と内

の拡大幹事会が開かれた（気象庁、2001）。11 月 12

容を表 1 にまとめる。

日には大きな振幅の火山性微動が 4 分間にわたり観測

後から振り返れば、岩手山の活動に関する最も重要

されたが、この会議では、1998 年 7 月のものと同様に、

な議論は、1998 年 6 月9日の定例会でなされた。従って、

これも噴火微動でなかったことが確認された。

その内容は統一見解として発表すべきものであった。し

西岩手山の噴気活動は消長しながらも数年間続き、

かし、統一見解を出すことは、それ自体が社会に重要

予知連絡会の関心は水蒸気爆発の可能性に絞られていっ

性を表明することになるので、気軽に踏み切れないこと

た。統一見解が最後に出された 2000 年 2 月4日以後も、

がある。逆に、統一見解は、一度出された後の定例

「全国の火山活動について」は、岩手山の欄で水蒸

会で発表を見合わせると、活動度の低下を意味すると

気爆発の可能性を言及し続けた。その記述に水蒸気

解釈されがちなので、継続的に出される傾向がある。

爆発への注意が喚起されなくなったのは、2002 年 10 月

そんな事情があるために、統一見解の発表と情報の重

15 日からである。この時点になると、火山の活動の低

要度は必ずしも対応しないが、統一見解から各時点の

下はほとんどの観測項目で認めらるようになった。

問題意識を読み取ることは可能である（表 1）。
1998 年に火山現象の主役となった火山性地震、火

4. 噴火は何故起こらなかったか

山性微動、地殻変動は、夏頃をピークに衰えを見せた（図

岩手山の一連の活動では、観測データの顕著な変

1）。それを受けて、1999 年 2 月 2 日に出された 2 度目

化に対応して、初期には気象庁から火山情報が即時に

の統一見解（気象庁、1999d）は、早くも火山の活動

出された。その後情報発信の主体は火山噴火予知連
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で重要な知見となる。

絡会に移り、観測データや各種情報の総合的な判断に
より、火山の状態や将来の見通しが統一見解などの形

一般に、マグマが上昇する際には、水蒸気など、マ

で発表された。社会に発信されたこれらの情報は、火

グマに含まれる揮発性成分が大きな役割を果たす。揮

山学や噴火予知技術の現状から見れば、総じて妥当な

発性成分は、爆発的な噴火の原因となるばかりでなく、

ものであったろう。しかし、その背景となった火山の活動

マグマを上昇させる駆動力としても重要である。上昇に

の実態には、現在でも不明な部分が多い。最後にそ

つれてマグマの圧力が下がると、揮発性成分は気相の

れについて若干の議論をしたい。

ガスになってマグマを膨張させる。この効果でマグマの

今回の岩手山の活動で、地下のマグマはどのように

浮力は増し、上昇は加速する。上昇途上で揮発性成

移動したのだろうか。東岩手の南部と北東部の地下 30

分がマグマ中に保持されれば、ガス成分の著しい膨張

㎞付近には、低周波地震の震源が集まる場所があり、

のために、マグマは地表から爆発的に噴出することにな

東岩手の直下 10 ㎞付近でも、低周波地震はよく観測さ

る。現実には、ガス成分の一部はマグマから抜け出る

れる（東北大学、1999）。これらの地震活動は、多少

ので、その割合が大きいと、噴火の爆発性が抑えられ、

の盛衰はあるものの、長期にわたって途絶えることがな

時には上昇も止められる（井田、2004a）。

い（図 1）。そこで、地下深部から東岩手山に向けて、

マグマの上昇過程では、上昇運動とガス抜きは相互

ほぼ定常的にマグマが供給されていることを示す現象と

に関連しながら進行する（井田、2004b）。ガス抜きの

理解される。

割合が少ない場合には、マグマは膨張しながら上昇を

一方、1998 年には、火山性地震は西岩手の地下 10

加速し、最後に地表から勢いよく噴出する（図２）。と

㎞以浅に集中した（東北大学、1999）。広域的な地

ころが、多量のガス成分が抜けると、上昇速度は抑え

殻変動も、岩手山の西部を中心とする地殻の膨張があっ

られる。上昇には時間がかかり、その間に更にガスが

たことを示す（国土地理院、1999）。これらのデータか

抜け、噴出の活力は一層失なわれる。マグマは上昇を

ら、この時期にマグマが西岩手の地下 10 ㎞前後まで上

始めたものの、地表に噴出する前に停止する。今回岩

昇してきたと推測できる。火山性地震の震源は時間とと

手山で起きたのは、このような状況だったのではなかろう

もに東岩手から西側に拡大し（田中・他、1999）、地

か。

殻変動のデータも、圧力の高まりが西向きの成分をもっ

火山性地震の発生頻度を火山の活動度の指標とみなし、

て上昇したと解釈できる（植木・他、1999）。そこで、

岩手山の活動の推移を、2000 年に噴火を起こした有珠

東岩手の深部に蓄積していたマグマが、1998 年初め

山の場合（図 3）と比較する。有珠山では、火山性地

頃から西向きに上昇したと推測される。このマグマの移

震の活動が高まってから3日ほどで噴火が発生したのに、

動によって、地下で火山性地震や火山性微動が活発

岩手山では地震の頻度が最大になるまでに半年かかった

化し、その後地表から多量の噴気が出たのだろう。

（図 1）。有珠山の場合は、マグマの上昇に勢いが認め
られ、マグマは恐らく加速的に上昇して噴火を起こした。

1998 年 9 月 3日に岩手山の南西で M6.2 の地震が起
こると、岩手山の活動はこの地震から明らかな影響を受

マグマの上昇

▼

けた。地震が発生した直後に、西岩手の火山性地震
は一時的に顕著に活発化し、その後急に静穏になった

▼

上昇部分の減圧

（田中・他、1999）。逆に、東岩手では火山性地震の

▼

気泡の成長と膨張

活動が高まった。この現象が起きたのは、周辺で発生

気泡の体積増加

化したためだろう。この応力変化に刺激されて、西岩

▼
ガス抜き

▼

▼

▼

した大きな地震の結果として、岩手山に働く応力が変

マグマ密度の減少
浮力の増大

手でデリケートな状態に置かれていたマグマや熱水は一
気に活動を高め、蓄積されていたエネルギーを開放した。

▼

上昇の加速

その波及効果として、東岩手では逆に応力が高まった。

▼

さて、西岩手の地下にマグマは明らかに上昇してきた

噴火の発生

と想定されるのに、噴火は結局起こらなかった。その理
由が分かれば、それは噴火予知の能力を向上させる上
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▼
上昇の減速

▼

噴火未遂

それに比べると、岩手山ではガス抜きの効果が大きく、そ

かしくない状態にあったと思われる。だが、マグマから

れが上昇を減速させ、マグマの上昇を止めたものと推測

の熱や火山ガスの供給は急激でなく、噴気地帯を徐々

される。

に拡大させながら分散した。水蒸気爆発が起こらなかっ

岩手山で噴気として地表に噴出した火山ガスは、1998

たのも、熱や火山ガスの流れがどこかに加速的に集中

年夏には同位体組成がマグマから発したガスの組成に近

しなかったためだろう。

づく傾向を見せた（平林・他、1999）。このデータは、

噴火が起こるかどうかはデリケートなバランスで決まるが、

マグマが火山ガスを多量に放出したことを意味する。火

精密な観測によって現象の加速性を把握できれば、そ

山ガスの放出のために、地表では噴気の活動が高まり、

れを予知することも可能になりそうである。

地下ではマグマが上昇の活力を失ったものと理解できる。
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2. 岩手県防災会議
平成 13 年度岩手県防災会議において、東北で初め

（5）岩手県防災会議の開催状況

※1998年以降

て、県地域防災計画の中に火山災害対策編を策定した。
（47 都道府県中、活火山（総数 108）を有する県は
27 都道県で、このうち 13 都道県が火山対策編を策定

○県の組織改編に伴う修正

している。）

○本編の災害応急対策計画に「林野
火災応急対策計画」を盛り込むこと

ここでは、岩手県防災会議の概要と火山災害対策編

に伴う修正

の策定の趣旨、背景等について記載する。

「地震被害
○震災対策編の総則に、
1999.3.29

1. 岩手県防災会議
（1）設置年月日

10

1962 年 9 月29日

13：30〜

想定」として、調査結果の概要を盛
り込んだことに伴う修正

サンセール盛岡

○新しい津波予報開始に伴う修正

1階大ホール

※岩手山の火山活動状況について

（2）設置根拠

報告

「災害対策基本法（第 14 条、15 条）」及び

(要望)

「岩手県防災会議条例」

将来、岩手山の入山規制解除の判断
をする際、地元自治体のみでは判断に

（3）所掌事務

躊躇するので、県において、学識経験

① 県地域防災計画の作成及び実施

者等の意見を踏まえた適切な指導、助

② 災害発生時における災害情報の収集

言を願いたい。

③ 災害応急対策及び災害復旧に関する防災

○国の省庁再編に伴う名称変更

関係機関相互の連絡調整

○県災害警戒本部設置要領の一部

④ 非常災害に際し、緊急措置に関する計画の

改正

作成及び実施

○震災対策編の本編と重複している

⑤ その他、法令によりその権限に属する事務
（4）組

2001.3.29

織（2004 年 4 月１日現在）

①会

長

知

13：30〜

事

12

② 委 員 56 人

盛岡地区
合同庁舎8階

指定地方行政機関の長又はその指名する

大会議室

陸上自衛隊の方面総監又は指名
職員（15）、

部分の省力化等の見直し
※岩手山火山対策について報告
(質疑)
「情報伝達体制構築の中に、携帯
電話の活用を含めてはどうか」との
問いに対し、
「使用できるのものは全
て使うが、岩手山では、携帯電話の

教育委員会
する部隊若しくは機関の長（1）、

メインで
通じない箇所もあることから、

教育長（1）、
警察本部長（1）、
知事の部内の

はなく、補足的な手段と考えている」

市町村長及び消防機関の長（4）、
職員
（13）、

旨回答。

指定公共機関又は指定地方公共機関の役

指定地方行政機関（13）、陸上自衛隊（1）、

(2001.10.10
幹事会議)
2001.12.19
14：00〜
盛岡地区合同庁
舎8階大会議室

教育委員会（1）、
警察本部（1）、
知事の部内

2003. 2.18

○県災害対策本部規程の一部改正

15：00〜

○県災害警戒本部設置要領の一部

員又は職員
（21）
③幹

事

13

51 人

（11）、市町村長及び消防機関（3）、指定公

14

共機関又は指定地方公共機関（21）
④ 専門委員及び部会
専門的な事項については、必要に応じ専門

15

※幹事会を含め、委員等からの質疑
等はなし。

改正
会館5階大ホール ※秋田駒ヶ岳火山防災マップ説明

13：00〜
岩手県庁
12階講堂
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○火山災害対策編の策定

盛岡市勤労福祉

2004. 2.20

委員を任命し、部会を設置して調査審議する。

○県の組織再編に伴う改正等

手段、
様式)の見直し
○災害報告(系統、
○地震防災対策に係る宮城県等との
連携
※2004.7.1からの入山規制解除に係る
安全対策について報告

イン（道路、電力、水道等）など広範・多方

2. 火山災害対策編の策定の趣旨・背景等

面にわたる被害への対応。

（1）策定の趣旨

（2）長期化、継続・反復する災害

1998 年 2 月以降活発化している岩手山の火山活動
の状況、更には、雲仙普賢岳や有珠山など過去の火

災害が長期にわたることから、避難生活の長期化へ

山災害の経験を教訓に、大規模火山災害が発生した

の対応が必要。また、災害が反復継続することから 2

場合においても、各種対策が適切かつ円滑に実施され

次災害等を防止するためには、正確な噴火態様の把

るよう、「災害対策基本法第 40 条」に基づき岩手県防

握のもとに次の噴火の予測を行うことが不可欠。
さらに、噴火災害が大規模になる場合は国の非常災

災会議が策定している「岩手県地域防災計画」の「火

害現地対策本部が設置され、これとの調整が必要。

山災害対策編」として策定した。

⇒●避難所の設置、運営 ( 情報提供、生活環境の

（2）策定の背景

整備、弱者への配慮、メンタルケア、ペット、

岩手山の火山防災対策は、これまで関係機関との連

ボランティア、避難住民の自治組織の協力 )

携のもと、地域防災計画（本編）のほか、火山防災マッ

●家畜の避難、ハウスの管理等

プや火山防災ガイドラインなどに基づき実施してきた。

●旅館、ホテル等の活用

しかし、火山災害は、現象が長期かつ多岐にわたる
など、他の災害にはない特性を有し一般の風水害など

●警戒区域等の見なおし、住民の一時帰宅

を想定した現行の計画（本編）では、火山災害に対

●火山灰の降灰状況の調査

応した、きめ細かな対策を行うことが難しい面がある。

●災害予測図（ハザードマップ）の修正
●国の非常災害現地対策本部設置場所検討

2001 年 7 月 1 日からの入山規制緩和等、新たな状

（3）事前の住民避難

況が発生し、このような状況も踏まえた具体的な火山災
害対策計画が必要となったことから、火山防災の体制

噴火災害による人的被害を最小限にするためには、

強化と各種施策の一層の推進を図るため、火山災害

住民避難をより早い段階で迅速円滑に行うことが重要。

対策編を策定した。

このためには、監視観測により火山活動を正確に把握
し噴火の兆候をいち早く掴み、情報を正確迅速に伝達

（3）対象火山

する体制が必要。

計画は岩手山をメインとしながら、県内に影響を与え

また、噴火等火山活動の予測、見極めのためには、

る4 火山 ( 八幡平・岩手山・秋田駒ケ岳・栗駒山 ) 全

火山専門家との連携が特にも重要。

てを対象とした計画としている。

⇒●行政、防災関係機関、学識者等との連携

（4）計画の記載方法・内容等

●情報伝達体制の整備

ア「岩手山火山防災ガイドライン」の内容を反映さ

●避難勧告等に係る市町村への助言

せている。

●早期の注意喚起、自主避難、災害弱者の避難

イ 策定に当たっては、防災会議幹事会議

誘導（車両の活用）

（2001.10.10) 後、パブリックコメント制度による公

●監視観測体制の充実

表 (10.29 〜 11.28) 等を行った。

●調査研究の推進
（4）地域に噴火経験が無い

3. 火山災害対策編の特徴

県内地域に影響を与える火山の多くは静穏期が長い

火山災害の特性から、本編・震災対策編にはない
対策等を盛り込んでいる。

ことから、地域に噴火経験が無く、火山災害への知識

（1）多岐にわたる噴火現象

に乏しい。火山災害に対する備えを万全にするためには、
普段から火山災害に対する知識の普及等防災意識の

火山灰・泥流・土石流等現象が多岐にわたるとともに、

啓発に努めることが重要。

他の災害にない特殊な現象も見られ、被害も広範・多

⇒●防災知識の普及活動の徹底

方面にわたることから、これに見合った対策が必要。

（5）観光地としての火山

⇒●道路・家屋等施設や田畑等の広範な地域での

火山は風光明媚な自然、温泉等に恵まれ、登

火山灰被害とその除去対策。

山の対象でもあり、全国から多くの観光客や登

●産業（農業、林業、内水面漁業）やライフラ
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山客が訪れる。このような観光客等に対し、火
山の活動状況を正確に伝え、有事の際の対応な
どを的確に教示できるように、観光事業者等も
含めた情報伝達・避難誘導の体制づくりをする
ことが必要。
⇒●入山規制計画
●防災知識の普及活動の徹底
（6）陸上自衛隊との連携
陸上自衛隊岩手駐屯地は、岩手山東側噴火に
より被災する可能性があり、これに代わる活動
拠点を確保する必要がある。また、噴火災害が
大規模になる場合には、第9師団（青森・秋田）
や東北方面総監部から派遣される増援部隊の集
結拠点も必要となることから、これらの候補地
を事前に検討しておくことが必要。
⇒●自衛隊の災害派遣部隊の受入れ
4. 策定後の状況
内容について毎年検討を行い、必要な修正を
加えており、今後においても随時見直しを行っ
ていくこととしている。

（文責：岩手県総合防災室 菊地真司）
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3. 岩手山の火山活動に関する検討会（岩手山火山活動対策検討会）
1. 岩手山火山活動対策検討会の設置

4. 委員構成

※職は委員就任当時

岩手県では、岩手山火山活動対策について、専門
的な立場からの指導及び助言を得ながら、火山対策の

青木謙一郎 東北大学名誉教授

在り方について自由に意見交換を行い、今後必要とな
る調査研究、施策等のシーズを見出し具体化を図る目

五十嵐丈二

的で、1998 年 5 月 14 日に同検討会を設置した。（事
務局：消防防災課）

植木 貞人
斎藤 徳美

※職は委員就任当時

2. 委員構成

（座長）
土井 宣夫

斎藤 徳美
岩手大学工学部教授
（座長）
佐々木 高

盛岡地方気象台防災業務課長

浜口 博之

佐藤 榮一 岩手県土木部砂防課長
土井 宣夫 地熱エンジニアリング㈱取締役事業本部技師長
浜口 博之

東北大学大学院理学研究科附属地震・噴火予知
研究センター長

3. 岩手山の火山活動に関する検討会の設置
岩手山の火山性地震や火山性微動が継続的に観測
され、1998 年 6 月 24 日に臨時火山情報第 2 号が発表

東北大学大学院理学研究科地震・
噴火予知研究観測センター教授
東北大学大学院理学研究科地震・
噴火予知研究観測センター助教授
岩手大学工学部教授
地熱エンジニアリング㈱
取締役技師長
東北大学大学院理学研究科地震・
噴火予知研究観測センター長

1998.10.6〜現在
2004.4.1〜現在

2003.4.1〜2004.3.31
1998.10.6〜現在

1998.10.6〜現在

1998.10.6〜現在

平林 順一 東京工業大学教授

1999.7.28〜現在

野口 晉孝 盛岡地方気象台長

1998.10.6〜2000.3.31

酒井 重典 盛岡地方気象台長

2000.4.1〜2002.3.31

鈴木 一雄 盛岡地方気象台長

2002.4.1〜2004.3.31

桑島 正幸 盛岡地方気象台長

2004.4.1〜現在

5. 所掌事項

されたこと。また、9 月 3 日には、岩手山周辺の雫石町

①火山活動の調査研究に関すること。

長山で震度 6 弱を観測する地震が発生したことなどから、

②その他火山活動に関し必要な事項に関すること。

岩手山の活動に関し、更に専門的な立場からの助言を
得るため、1998 年 10 月 6 日に委員の変更等を行ったう
えで「岩手山火山活動対策検討会」を改め、「岩手
山の火山活動に関する検討会」として設置した。（事
務局：消防防災課）
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6. 検討内容の概要（★ 1 . 2 は、岩手山火山活動対策検討会）

○岩手山の過去の噴火活動について
①約70万年の歴史と25以上の火山を持つ。②6千年以内に限ると、過去に山体崩壊をおこし、盛岡まで影響が
それを契機に山が形成された。④1732年焼走り溶岩
出ている。③妙高岳は1000年〜1600年代に噴火があり、
流が形成された。1919年西側で水蒸気爆発があった。⑤現在は、第4期の活動期ととらえている。
1998 年
★
1

○現在の火山活動状況

5 月22日

①火山性地震は依然収まっておらず、長期的には増加の傾向にある。②岩手山東側から西側に震源が移動し

13:30 〜

ている。③傾斜計、体積歪計も連続的に変化している。④GPS観測では、南北に2〜3㎝拡がっている。⑤地下

岩手県庁

でかなり活発な火山活動が行われている。⑥かなり精密な観測体制をとっているので、
ある程度の予測ができ

4 階特別会議室

るのではないかと期待している。
○総括
①今後は、各委員が種々のデータを持っているので、機能的に連携し、何らかの異常が発見されたら検討会を
開催する。②6月にも機上観測を実施予定。県防災ヘリの赤外線装置について、技術上の問題点を検討しな
がら有効活用を図りたい。③岩手山の監視カメラの映像を、岩手工事事務所が気象庁に配信しているが、県消
防防災課にも配信が必要。

6 月26日

6月24日16：00に臨時火山情報第2号が発表されたことに伴い、以下の資料に基づき入山規制について検討を行っ

★

15:00 〜

た。
（入山規制を実施すべきとの見解となった。）

2

岩手県庁

盛岡地方気象台資料13頁（佐々木委員）、東北大学資料26頁

12 階特別会議室

※予知連資料17頁を含む（浜口委員）、岩手県資料7頁
○火山性地震は､平均20回/日程度発生しており、火山性微動は、西側を中心とするものだが、東側の鬼ヶ城付近
もある。
○岩手山の火山対策においては、3つの問題点がある。その１つである山と都市の関係では、県庁所在地が活火
山と隣接するのは桜島と鹿児島市、岩手山と盛岡市しかない。2つ目は、活火山という認識が希薄化しており、
日本最大級の成層火山であり東西15㎞の
火山監視体制と災害予想図等の取組みが不十分である。3つ目は、

1

10 月8日

火山群と多数回の岩屑なだれもあった。過去20年間と最近の活動は異なり、活発な火山活動の状態である。

16:30 〜

○低周波地震が山頂直下（鬼ヶ城付近の浅い部分と直下約10㎞の部分）の発生位置が上昇し、浅い部分での

盛岡地区
合同庁舎 3 階
特別会議室

発生が目立っている。
○GPS観測からは、隆起の傾向は見られないが山体が膨らんできていることがわかるので、深部からマグマそのも
のが上昇しているという見方も出来る。
○西岩手山は、最盛期より低下しているが、東岩手山の活動は継続中である。また、
モホ面の活動の状況に変化
がないことから、9月3日の地震以降、沈静化とはならない。
○南北の開口に関するGPS観測結果は、右上がりの傾向と見たい。10月中旬から11月には結論がでると判断さ
れる。マグマか水蒸気かの判断は難しい。
○マグマは、
モホ面から上昇している可能性が高い。

○1995年9月15日から1998年11月1日までに発生した火山性地震のうち、震源の判明した地震の状況は次のとおり
であった。
11 月19日
2

1 地震回数は1,051回で内訳は、高周波地震が884回、低周波・中周波地震が167回であった。このうち、岩手

13:30 〜

山西側で発生した地震は、8月を境に月80回程度から月10回程度に減少している。

岩手大学工学部

逆に、岩手山東側で発生した地震は、9月3日の岩手山南西部の地震を境に月25回程度から月50回程度に

6 階 601 教室

増加している。
2 地震の特徴としては、
モホ面付近で発生する地震が、通常は年1回から2回程度であるのに対し、岩手山で
は1994年から増加し、現在は3日に1回（月10回）程度となっている。
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○西岩手山における深さ1〜4㎞程度の水蒸気・熱水の活動に起因すると推定される高周波・低周波の地震は、9
月3日の岩手県内陸北部の地震の前から減少傾向にあり、12月も数回/日から10回/日程度で推移している。
○9月以降発生するようになった鬼ヶ城付近の浅部の高周波地震および6月以降増加傾向にある山頂東側の5〜
12月25日
15:00〜
3

エスポワール
いわて
中会議室

10㎞とやや深部の低周波地震も継続して発生している。地下30〜35㎞における低周波地震も継続して発生し
ている。
なお、
○GPS観測結果によると西側での山体の伸張は、3月以降約8㎝となり、9月以降は緩やかになっているものの、
伸張傾向が継続している。
○西側で発生の危険性が指摘された水蒸気爆発は、地震が頻発した夏期に比べ発生の可能性は低くなってい
ると推測される。
しかし、地下力源の圧力の増加が推定されると同時に熱の供給も続いていると予想され、再び
活発化する可能性も考えられる。
○東側でのマグマ噴火は切迫した状況にはないが、
マグマの供給源である地下30〜35㎞付近での低周波地震
マグマの活動に関連する可能性がある地下5〜10㎞での低周波地震が増加かつ浅くなる
が継続して発生し、
傾向があることから、今後慎重に観測を続ける必要がある。
○2月の火山性地震回数は、192回と1月の255回よりやや減少し、地震回数がゼロの日も3回あったものの、数日低
レベル後、十数回の地震が短時間に群発する傾向が目立ち、2月24日には今年最高の27回が観測されている。
マグマの供給源と推定されるモホ面付近での地震も12回発生しており、活動が終息に
また、2月には微動も4回、
向かっているとは判断しがたい。
なお、2月24日、3月3日に検討会委員等が、防災ヘリで現地視察を行った。大地獄谷・黒倉山・姥倉山・薬師火口
の既存の噴気地帯で雪がとけ地山が露出していたが、従前に比して特に噴気活動の活発化や高温部の拡大
傾向は認められない。
○昨春以来の西側を主とした山体の南北方向への伸張、傾斜変化等から西側の数km下に開口割れ目が生じ

1999年
3月8日
4

13:00〜
岩手県庁
4階特別会議室

たとするモデルや、西側浅部に何らかの膨張源を考えるモデルなど様々な考えが提示されている。既存資料か
マグマが現在どの位置に存在するかという具体的
ら地下の温度構造（西側で高温）なども含めて検討したが、
な状況の判断は困難である。
現在、東側で噴火が切迫した状況にはないが、事態が急変することもあり得るので、今後も、変化の兆候を見逃
さないように、観測データを注意深く監視しつつ、関係者間で意見交換を深めることとした。また、人工地震等に
よる山体内部の調査の必要性がある。
どのような噴火様式が想定されるのかについて過去の噴火史などに基づき検
○山頂からのマグマ噴火の場合、
討を行った。
マグマの浅部への上昇とともに、火山性地震や微動の頻発、磁場の現象、山体の膨張、噴気の活発化などの
しかし、水蒸気爆発、火砕流、火砕サージ、火砕物（火山灰）
兆候が観測される可能性があるものと期待される。
また、
どの程度繰り返されるかは、
ケースバイケース
の噴出、マグマの流出などがどのような順序で発生するか、
で、予測は難しいのではないかと考えられる。監視の強化と最悪の事態に備えた防災対策を構築しておくこと
が重要である。
○3月の火山性地震回数は、227回と2月の192回と1月の255回と同レベルで推移している。
○3月13日に観測して以来観測されていなかった火山性微動が4月14日に1回（1分51秒）観測された。また、マグ
マの供給源と推定されるモホ面付近の地震も継続していることから、活動が終息に向かっているとは判断しが

4月16日
5

14:00〜
岩手県庁
4階特別会議室

たい。
○本日の機上観測の結果、大地獄谷・黒倉山・姥倉山・薬師火口の既存の噴気地帯では、従前に比べ、特に噴
気活動の活発化や高温部の拡大傾向は認められなかった。しかし、大地獄谷の硫黄の付着によると見られる
黄色の地肌がハッキリ確認された。
なお、姥倉山付近の北側山林に噴気を発見したが、従前あったものかどうか定かではない。
○データ解析の結果からは、現状で、東側で噴火が切迫した状況にはないが、西側については、体積歪のデータ
などから推定した「開口割れ目」が深部から浅部へ拡大し、地下2㎞まで上昇してきていることから、今後も変化
の兆候を見逃さないよう、観測データを注意深く監視することとした。
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○岩手山では、地震活動や地殻変動が継続している。
この数カ月増加傾向にあり、5月22日にはこの地域として今までで最大の地震が発生
○山体西側の浅い地震は、
5月26日
6

13:00〜
岩手県庁
4階特別会議室

し、震源域が西方に拡大した。
○東側の山頂直下のやや深い低周波地震（深さ5〜10㎞）
も次第に増加しており、深い低周波地震（深さ約30㎞）
は、増加しつつもほぼ一定の割合で発生を続けている。
○東京工業大学平林教授が5月12日に大地獄谷と姥倉山稜線で実施した火山ガス調査結果は、前年に比較し
て、噴気温度の上昇やガスの組成変化（高温化）が認められた。
マグマの関与によるものである。
○地下温度が上昇したことの意味は、
○以上のことから「岩手山の火山活動に関する検討会」の見解は噴火予知連絡会と同様で、
火山活動は若干上向
マスコミに対する補足説明の中で、
今後の火山活動の一層の活発化を明確に示唆した。
き傾向であることとするが、
○雪解けが始まり、表面の観察や調査で明らかになった主な事項は以下のとおりである。
①4月16日黒倉山〜姥倉山北斜面で新たな噴気確認（従来からあった可能性はあるが、7月1日山岳関係者との
懇談で聞いたところ、以前に噴気を視認した人はいなかった。）、②5月12日大地獄谷ガス分析で地下温度上昇
を確認、③5月22日雫石町長山で震度4の火山性地震、④5月29日黒倉山山頂で強い噴気、⑤6月13日雫石町長
山で震度3の火山性地震、⑥7月6日大地獄谷・黒倉山山頂で強い噴気、黒倉山〜姥倉山北斜面に複数の新た
な噴気確認（黒倉山〜姥倉山北斜面の新しい噴気は6月28日に見たとの情報あり）、⑦7月7日大地獄谷南西に
広範囲な笹枯れ確認（昨年10月12日には青々、今年5月22日雪解けで一部露出してきたが既に笹枯れは生じて

7月13日
〜14日
7

14:00〜
雫石町網張
「休暇村岩手」

いる）、黒倉山〜姥倉山北斜面の笹枯れ拡大、樹木の変色（枯れ？）、姥倉山南斜面に新たな笹枯れらしい区域
が視認される。⑧7月9日大地獄谷・黒倉山山頂で強い噴気、黒倉山〜姥倉山北斜面に複数の新たな噴気確認。
○噴気は断続的である。数分間強く立ち上がりすぐ減少することもあり、1日程度で収まっているようである。
マグマの供給源
○5月の火山性地震は378回、6月258回発生している。火山性微動は6月以降発生していないが、
と推測されるモホ面付近の低周波地震は6月も12回と引続き発生している。
○地震活動に顕著な変化はないが、雪解け以降、大地獄谷西の沢、黒倉山〜姥倉山南北斜面での笹枯れが拡
大し、大地獄谷・黒倉山頂での噴気の強まりや黒倉山〜姥倉山北斜面での新たな噴気が視認されるようになっ
たのは、姥倉山〜大地獄谷までの広い範囲で活動が活発化し、地下の温度が上昇している可能性を示すもの
とも考えられるため、監視を強化したい。特に、西の沢の笹枯れは広範囲で立ち木も枯れており、有毒ガスの噴
出の可能性もあり注意が必要である。
○今後の推移については明確なことはわからない。これらの現象が強まり継続的になった場合には、活動が新た
な段階に入る可能性もあり、要注意である。
○5月29日に黒倉山の噴気が40〜50ｍ上がり注目を集めたが、同程度以上の噴気は7月13日から今日まで14回/日
以上観測されている。当初、降雨後に噴気の上昇が多く認められたが、7月末から8月には降雨がないにもかか
わらず噴気量が多い。
○4月に確認された北新噴9は、継続して勢いが強い。7月6日に確認された北新噴9より西側の25個以上の新噴気
群は、断続的に数ｍ〜10ｍ程度の噴気をあげている。

8月25日
8

13:30〜
岩手県庁
4階特別会議室

新たな笹枯れ区域が拡大し、
更に新しい噴気が青笹の中に生じていることが確かめられた。
○8月17日の機上観測で、
○姥倉山〜黒倉分岐付近の温度は94.5℃程度と6月以降やや高くなる傾向があり、5月12日よりもマグマ起源であ
る水素、二酸化硫黄の割合が急増しており、活動が活発化していることを示している。
○大地獄谷の西の沢（固有名称なし）で雪解け後に確認された広範囲な笹枯れ（推測、最大幅50ｍ長さ250ｍ
その後大きく拡大はしていないが、8月17日の現地調査での沢の入り口左岸付近に7月の機上観測で
程度）は、
は確認されていない笹枯れが広がり、95.3℃の新たな噴気が見つかった。また、沢の中央部から50.9℃の温泉
の湧出が確認された。
ガス成分からも地下温
○大地獄谷の噴気は、5月12日の分析で最高温度が昨年9月の135℃から143℃に上昇し、
度の上昇が推測されている。8月17日の調査では139℃と大きな変化はないが、
ガス成分からも依然活発な状況
が継続している。

30

前ページからの
続き

○火山性地震は7月19日に1日50回、8月1日に32回と多い日があったが、
その他の日は数回と比較的落ち着いた状
ここ数カ月以来の傾
況にある。地下30㎞程度の深部の地震は7月は9回発生し、山体の伸張も継続しているが、
向と顕著な変化はない。
その理由は明確ではない。
○西岩手山での地表活動のやや急激な変化と地殻変動とは必ずしも連動しておらず、
いずれにしても、地下浅部での温度は上昇しているものと推測され、特に今後の地表状況の変化については監
視を強める必要がある。
○今後、想定されている水蒸気噴火などにつながるのか、或いは、沈静化の方向に向かうのかは現時点で判断で
きない。

○18日の「火山噴火予知連絡会」の『西岩手山では地熱や噴気の活動が次第に活発化しており、今後これが水
蒸気爆発などにつながる可能性もあり』との見解を受けて、表面現象の顕在化している現状と地元の今後の対
応について意見交換を行った。
【最近の表面現象】
○従来から黒倉山山頂部からは断続的に弱い噴気があがっていたが、5月29日に一時40〜50ｍ程度になり注目さ
れた（ランク3）。その後、断続的に同程度の噴気が観測されるようになり、9月1日および9日には東側に約1㎞たな
びく
（ランク5）など、噴気量の増加が顕著になっている。ランク5は9月30日、10月4日、12日、14日と頻繁になってい
る。但し、強い噴気の継続時間は最大でも30分程度である。
○大地獄谷では、噴気温度約140℃と高温な噴気や硫黄の付着など活動が活発であるが、噴気の高さは10〜20ｍ
程度の場合が多かった。しかし、7月6日、9月17日、10月1日などに、数10ｍ以上立ち上るなど噴気量の増加と新
たな地点からの噴気が観測された。ただし、監視が連続的に行われていないため、詳細な変化は把握できない。
○黒倉山〜姥倉山北斜面には笹枯れした区域が存在したが、昨年まで噴気の立ち上っている地点は確認されな
かった。3月26日に融雪孔、5月16日に弱い噴気が確認され、
この噴気（北斜面9号噴気孔：西北1号と呼称）はそ
の後勢いを増し、常時10〜30ｍ立ち上るようになった。7月6日には約130ｍ東にたなびき、9月30日には100ｍ以上
10月20日
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に立ち上る強い噴気が観測された。西北1号は常時山麓の松尾村から目視できる。
笹枯れは7月以降急速に拡大し、北斜面の東西約500ｍ、幅100〜200ｍで、笹や樹木が虫食い状に茶褐色に
変色している。噴気の高さは通常10ｍ以下と低いが、7月9日に約30箇所、同19日に累計して約40箇所、8月26日
に累計して90箇所以上の小噴気が確認されている。9月24日には、西北1号にさらに約100ｍ東側や中腹の立ち
枯れた樹木群中に、10月9日には黒倉山肩の裸地付近でも噴気が確認され、噴気の範囲は黒倉山まで連なり拡
大した。10月16日には稜線および北斜面の数十箇所の噴気が午前7時30分頃から10時頃まで高いもので20〜
（資料写真は同日13時すぎ、県防災ヘリより斎藤撮影、午前中よりは弱まっ
30ｍと強く立ち上るのが観測された。
た状態）ただし、噴気は断続的で、確認されたすべての噴気が一斉に吹き上げる状況にはない。
○黒倉山〜姥倉山南斜面では笹枯れや裸地が広がり、昨年も断続的な小噴気がいくつか確認されていたが、9
月3日には北斜面と連動して26箇所から噴気（高さ10ｍ以下）が一斉に立ち上るのが観測された。
○大地獄谷の西の沢（西小沢と呼称）では、雪解けと共に長さ250〜300ｍ、最大幅約50ｍと広い範囲で笹枯れ
が確認されている。積雪下での火山性ガスの滞留によるものと推測されたが、8月17日の現地調査で西小沢下
部の黒倉山側斜面に新たな笹枯れ域と95.3℃の噴気（西小沢1号）、中部には50.9℃の熱水の湧出が確認され
た。笹のやや変色した範囲はさらに拡大傾向にあるように観察される。
なお、西岩手カルデラの西壁下にはダケカンバの成長不良帯が広範囲に連なっているのが、機上観測で確認さ
れている。
10月14日の平林順一東京工業大学教授の大地獄谷での火山ガス調査結果によると、地温は8月27日が地点1
で139℃、地点2で98℃、10月14日が地点1で146℃、地点2で101℃と高くなった。
マグマ性のガスの寄与が引続いて
火山ガスの成分としては、塩化水素が減少しているが本質的に変化はなく、
高い状態にある。
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○11月以降、大地獄谷〜黒倉山〜姥倉山での噴気活動は、範囲がさらに西に拡大し、西岩手山全域で顕著になっ
てきている。

10

12月8日

○県が10月に設置した5基の地温計のうち黒倉山頂の地温計データでは、11月の最高温度は設置時より2℃上昇

13:30〜

し、94.7℃であった。また、黒倉山と姥倉山の中間では97℃で、標高（約1,500ｍ）からすると沸点に達していると

岩手県庁
4階特別会議室

のことであった。
○地震回数は、11月は178回で、10月(114回)と比較して、64回増加した。これは、11月12日の火山性微動発生前後
（45回）に集中して発生したことによる。また、大地獄谷の浅い地震と東側の低周波地震も引き続き発生した。
○県が黒倉山と姥倉山の鞍部に設置した2基の地震計は、震源が浅い微小の地震を観測し、盛岡地方気象台
に順調にデータを送信しているが、噴気活動と地震活動との相関関係は、現時点ではわからない。
○大地獄谷〜黒倉山〜姥倉山付近の噴気活動は、活発化の傾向に変わりはない。
○県が10月に設置した5基の地温計のうち、黒倉山頂の地温計（CH1）では、2月4日の設置時より3℃上昇し、96.4℃

2000年
2月21日
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13:00〜

これは、黒倉山山頂の標高からすると沸点に達しているとのことであった。
を記録したが、
○地温計のうち、姥倉山と黒倉山の鞍部（CH2）に異常なデータが出たが、防災ヘリを利用し、東京工業大学平
林教授が現地で地温を測定した結果、96℃で通常と変化はなく機器の異常であることが判明した。

岩手県盛岡地区

○岩手大学では、㈱テレビ岩手の大地獄谷監視映像ビデオで、噴気の高さの解析を開始した。

合同庁舎

やや増えた。
○西岩手山での火山性地震は、以前に比較して少ないが、1月〜2月は、

8階大会議室

やや深部（以前は8〜10㎞であったものが、現在6〜10㎞）での群発的な低周波地震が発生し、
○岩手山東側は、
振幅は小さいが微動が、1月18日、2月3日および2月8日の3回観測されている。
○GPS観測（岩手高原〜焼切沢）から、微小の伸びがあることが確認された。
○昨年秋以降、大地獄谷〜黒倉山〜姥倉山にかけての東西約2㎞、南北約500ｍと広い範囲で笹枯れ区域の
拡大・噴気量の増加・新噴気孔の出現など、活動は右肩上がりで活発化した。
○松尾村柏台観測点での観測、報道機関の監視カメラ映像の解析などから、大地獄谷・黒倉山山頂・黒姥北1号

4月14日
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噴気などの噴気量は今年1月〜2月にピ−クに達しその後横這い傾向にある。
○黒倉山崖面の噴気温度はほぼ沸点である96℃を保っている。また、3月28日の雫石町「岩手山火山活動特別調
査隊」の観測では、黒倉山西斜面の裸地およびこの西の鞍部側の裸地でも山頂崖面の噴気温度に近い94℃
以上の高温部や噴気が確認されている。
○大地獄谷西小沢の噴気孔群も増加しており、西岩手山の表面活動は広い範囲でなお活発な状況にある。
○今冬は積雪が多く、2月29日および4月3日の機上観測時には山頂部は雪に覆われていた。3月6日の県警ヘリの
観測で、妙高岳南東斜面、奥宮付近、薬師岳南東火口壁（1月29日に弱い噴気が火口壁に沿って観測されて
いる。）で地肌の露出が観測されているが、
いずれも昨年にも確認されている区域であり、新たな噴気などは観
測されていない。
○大地獄谷〜黒倉山〜姥倉山付近での噴気活動は昨年秋以降右肩上がりで活発化した。
○大地獄谷西小沢の噴気群も4月15日の機上観測で十数箇所に増加しており、5月15日の現地観測で大地獄谷
と西小沢の合流地点周辺や西小沢下流西斜面で笹の葉が黄変しているのが観測された。
○これらの枯れが夏期に回復するかどうか、今後注視が必要であるが、地温の高い範囲は拡大傾向にあると推

6月8日
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定される。
○黒倉山〜姥倉山北斜面では、4月15日に従来の噴気群からさらに標高の低い樹林地帯にも噴気が現れており、
西岩手山における表面活動は広い範囲でなお活発な状況にある。
○西岩手山での水蒸気爆発の可能性は継続しているものと考えられる。
○地震活動は、1日に数回程度と低いレベルで推移している。
東岩手山の数㎞〜10㎞のやや深い地震は継続して発生している。
○西岩手山の浅部の地震は昨年に比べて少ないが、
○岩手山西側の表面現象から判断すると水蒸気爆発などの可能性は継続しており、入山規制を継続する必要
がある。なお、東側については、切迫した状態とはいえないが、緊急時等の安全対策などの対応を含め、行政の
判断が必要である。
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○大地獄谷〜黒倉山〜姥倉山にかけての噴気は、6月および7月に従前より低いレベルで推移する時期があった
が、8月には活発化し、大地獄谷や黒倉山山頂ではランク7以上がしばしば観測された。黒倉山〜姥倉山北斜
面の黒姥北1号噴気、大地獄西小沢の西小沢1号噴気も常時噴気が立ち上っている。
○7月に黒倉山裸地北西の小沢で十数箇所から新たな噴気が連なっているのを確認し、
また、姥倉分岐から姥倉
山方向で這い松の枯れが現れるなど、噴気の区域は拡大傾向にある。
また、姥倉分岐から姥倉山寄りの地温も3
○黒倉山山頂および黒倉山〜姥倉山稜線部の地温は96℃以上と高く、
月の70℃前後から上昇傾向を示して約85℃となっており、雫石町「岩手山火山活動特別調査隊」の調査からも
地温の高い区域は拡大傾向にある。
○松川地震計による地震は、7、8月とも100回以下と従前に比しては少なくなっているが、県の黒倉山地震計では、
1日に20回以上の発生がしばしばあり、西側浅部直下での地震活動はなお活発な状態である。
○このことから、西側での活動はなお活発な状態が継続しており、水蒸気爆発などに注意が必要である。
○東岩手山の表面現象に顕著な変化はなく、新たな噴気などは観測されていない。東岩手の数㎞〜10㎞のやや
深い地震は数は少ないものの継続して発生しており、東岩手山では切迫した状態にはないものの、引き続き監
視が必要である。
○7月27日に大松倉山北東斜面（火口縁外側）で火口縁を縁どるように広範囲に笹枯れが確認された。変色域は
（登
大松倉山山頂〜犬倉山に至る登山道に沿って、登山道の北東側に長さ4〜500ｍ、幅数10ｍの範囲である。
山道は変色域の中を通っていない。）
○山頂方向では、変色は登山道より10〜20ｍ東側の稜線で明瞭に境界が見られ、東側斜面一帯に広がっている。
犬倉山方向では稜線部がやや平坦になっており、変色域の境界は山頂側に比べるとやや不明瞭であるが、変
色域は火口の外側に限られている。変色は完全な茶褐色ではなく若干緑色の帯びており、完全に枯死してい
9月6日
14

る状態ではない。変色域の内部の一部に灌木の変色が見られた。

10:00〜

○三ツ石山の南斜面および東斜面の一部、
三ツ石山から小畚山に向かう登山道の周辺もまだらな変色域が見られた。

岩手県庁

○8月18日に雫石町「岩手山火山活動特別調査隊」により大松倉山の4箇所において、登山道から10〜20ｍ稜線

4階特別会議室

側に入り、植生の状況を観察した結果、笹はすべて枯れている状態ではなく、枯れた茎と緑の茎が混在し、同
一の茎でも枯れた葉と緑色の葉が混在しているものも多い。緑色の葉と枯れた葉の比率は場所によって違うが、
緑色の葉が優勢な部分も多い。地温は13.3〜14.9℃と低く、地温の上昇は認められない。
○8月24日の機上観測では変色域に変化は見られず、緑色が濃くなっており、植生が回復しつつある傾向が認め
られた。
【笹枯れの原因についての検討】
・ 大松倉山から三ツ石山付近は、岩手山の火山活動が活発化して以来、地殻変動が顕著で、
また、火山性地
震が頻発した区域である。モデルとして地下に圧力膨張源も推定されており、何らかの地表兆候が現れたと
してもおかしくはない。
・ 1999年9月27日撮影の写真では全域緑色で変色域は認められない。変化は昨年の降雪期から今年の初夏
までの間に生じた現象と推測される。また、笹枯れ区域の拡大兆候も見られないことから、現在進行中の現
象ではないと推測される。
『60年に1度の笹の全面的な枯れではなく風などによる枯れでもな
・ 笹の植生に詳しい専門家の意見によると、
い。何か特定の原因によるものであると考える』という。
・ 変色域が火口壁の稜線を境界に明確に区分されることについて、土井委員は稜線部に溶岩がのり、
その下
部に比較的多孔質な火山砕屑物が分布すること、変色域が残雪が残っている場所に該当することとの関係
を指摘している。
・ このことから、大松倉山における笹枯れは、火山活動に関連する可能性がある。現在熱的な変化は現れて
おらず、植生も回復しつつある。このまま修復されるなら、過大な心配は必要ない。
・ しかし、大地獄谷西小沢や黒倉山〜姥倉山北斜面と類似の傾向をたどる可能性もあり注意深い監視が必
要である。
○8月1日13時49分に深さ1.2㎞、
マグニチュード0.2の単色地震が観測された。球状の流体溜まりの形成の証拠と
もなり、活火山特有の地震である。
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○大地獄谷〜黒倉山〜姥倉山にかけての噴気は、8月以降も活発な状況が続いている。大地獄谷や黒倉山山
頂ではランク7以上がしばしば観測された。黒倉山〜姥倉山北斜面の黒姥北1号噴気、大地獄谷西小沢の西
小沢1号噴気およびその上部の西小沢2号噴気も常時噴気が立ち上っている。7月確認された、黒倉山西斜面
裸地北西の小沢の噴気群は継続して数ｍ〜10ｍの高さに噴き上がっている。
○這い松の枯れが顕著になっていた黒倉山西斜面裸地下方の円形裸地の南端の2箇所で新たな噴気（約95℃）
これまで地温は94℃前後
が9月28日確認された。また、10月28日には雫石町「岩手山火山活動特別調査隊」が、
と高かったものの噴気が見られない黒倉山斜面中央部で噴気が現れているのを確認した。また、土井委員の
松尾村柏台観測点から、標高約1,200ｍと低い黒倉山北側崖面からの噴気が観測されている。地温の高い範
囲はなお拡大傾向が続いている。
○9月7日に行われた大地獄谷の調査では、主噴気孔周辺では硫黄の塔が成長しており、内部は高温のため溶融
している。噴気温度は149℃と昨年8月17日の139℃からわずかであるが上昇した。火山性ガスの成分は大きな
マグマ起源の高温タイプのガス組成で、二酸化硫黄・硫化水素・塩化水素を多く含んでいる。水
変化はないが、
蒸気もほとんどマグマからの水である。
○今回、黒倉山〜姥倉山稜線部の県の地温計CH2の噴気地点で、噴気を採取し分析したところ、水蒸気や炭酸
ガスが主体であり、水蒸気は地下で水が沸騰した気相である。しかし水素・ヘリウム・窒素など残留ガスの組成
は大地獄谷と類似していることが判明した。このことは、大地獄谷の主噴気孔の噴気と黒倉山〜姥倉山一帯
での水蒸気を主とする噴気が、同一起源のものであることを示唆している。マグマから上昇した火山ガスが地
もう一方は地下浅所の熱水貯留層で溶解度の大き
下で分岐して一方はほとんどそのまま大地獄谷に噴出し、
11月7日
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い塩化水素や硫化水素などが除去され、黒倉山〜姥倉山一帯に噴出していると考えられる。黒倉山〜姥倉山
一帯の噴気温度が、高くても沸点に近い96〜97℃であることもこの考えと整合している。新たな噴気の出現や
地温の高温域の拡大は熱水系の拡大を意味している。
○7月、8月に確認された大松倉山および三ツ石山の広範囲な笹枯れはほとんど目立たなくなった。枯れの進行は
止まっているものと推測されるが、今後熱的な兆候が現れるかどうかに注意を払う必要がある。
○9月7日、10月8日に斎藤・土井委員による黒倉山〜姥倉山北斜面の東西に連なる断層F1からF3および南北方
Ｆ3に沿っては
向の縦筋に入り現地調査をした。断層に沿って、最大径1ｍ、深さ1ｍ程度の円筒状の噴気孔が、
32箇所、F1に沿っては33箇所確認され、露岩からしみだすような噴気も合わせると合計76箇所からの噴気が確
認された。噴気温度も最高で95.4℃と沸点に近く、活動の活発なことが現地確認された。
○松川に設置している地震計による地震は、9月、10月とも100回前後と従前に比しては少ないレベルにあるもの
の、県の黒倉山地震計では、1日に20回以上の発生がしばしばある。また、10月15日には西側で発生したと推測
（微動は今年9回
されるやや振幅の大きな微動が、11月4日には振幅は小さいが2分14秒の微動が観測された。
目。最近では9月6日、6月13日）
○火山性ガスや熱水が地下の割れ目などを移動したときに発生すると推測される単一の周波数成分から成る単
色地震が西側で観測された。振幅は小さいものの6月1回、7月1回、8月5回、9月3回、10月7回とやや増加傾向に
ある。
○西側での活動はなお活発な状況が継続しており、水蒸気爆発などに注意が必要と考えられる。
○東岩手での表面活動は顕著な変化はなく、新たな噴気などは観測されていない。東岩手山の数㎞〜10㎞のや
や深い地震は数は少ないものの継続して発生している。東岩手山では切迫した状況にはないものの、
マグマの
供給部分と推測される深さ20〜35㎞の地震が10月は12回と昨年の10月以降1年ぶりに10回を超したこともあり、
引き続き監視が必要と考えられる。

2001年
3月16日
16

13:30〜
岩手県庁
4階特別会議室

○火山活動に大きな変化がなく小康状態を保っており、7月の入山規制緩和の支障となるような観測データは出て
いない。
○岩手山西側での噴気活動等は、活発な状況が継続している。
○2000年10月19日に実施した構造探査実験について東北大学浜口教授から中間発表として、
「岩手山の鬼ヶ城
付近の地下に地震波が早まる部分があり、高周波の地震が集中していることが分かった。岩手山の地下は、思っ
たより複雑である。」との説明があった。
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○1998年9月以降火山性地震の回数は減少傾向にあり、山体の伸張も少なくなったが、
引き続き火山活動の監視・
6月25日
17

13:15〜
岩手県庁
6階特別会議室

観測が必要である。
○岩手山東側の表面現象は、活動が活発化する以前と変化はないが、
モホ面付近での地震が5月には2年ぶりに
15回を数えたほか、東北大学が設置している体積歪計に東側の山体の膨張を示す数値の変化が観測される
など、火山活動は沈静化していない。
（3月頃から）
○岩手山西側の噴気活動は活発な状況が続いており、水蒸気爆発の可能性は依然として続いている。
○火山性地震の回数は8月は26日現在で76回と先月
（79回）
と同様で月100回以下のペースで推移している。8月

8月27日
18

14:00〜
岩手県庁
4階特別会議室

1日に山頂直下深さ2.4㎞でマグニチュード1.7、8月24日に山頂北側深さ3.6㎞でマグニチュード2.1のやや大きな
火山性地震（無感）が発生した。岩手山東側の入山規制緩和に影響を与えるような事態とは考えられないが、
地震活動は継続しており監視が必要である。
やや低下傾向にも見受けられる。
○岩手山西側（大地獄谷、黒倉山山頂）の噴気ランクは、7月以降、横ばいから、
ただし、稜線部の噴気温度は96℃程度と高い状態が継続し、新たな枯れ木地帯の確認や地温の高い区域の
広がりが見られるなど、岩手山西側の表面活動は継続して活発な状況にある。
○岩手山では、前回の検討会以降、大地獄谷〜黒倉山〜姥倉山周辺での表面活動が継続して活発な状況にあ
る一方、広域的な地殻変動は低下し、火山性地震の回数も月100回以下に留まっている。平常時には戻ってい
ないものの、東岩手山での噴火は切迫した状況にはないと考えられる。
なお、火山性地震の回数が12月は特に少なかったが、周期的な変動の可能性もあり、落ち着いた状況に推移し
もう少し長期的に見守る必要がある。
つつあるのかどうかの評価には、
もし次の供給があれば短時間で噴火に至るかもしれないとの危
○1998年の浅部までのマグマ貫入で通路ができ、
（現状以上に活動のレベルがあがらないことが前提であるが）2001年同様の監視・検
惧があるものの、2002年も
討体制の維持により、東側4登山ルートの一時規制緩和時の安全確保に必要な情報は提供可能と考えられる。

12月27日
19

13:00〜

【特に注意して監視と検討が必要な2点】
1 11月にモホ面付近の低周波地震が27回と1998年8月以降3年ぶりに20回を越えて観測された（12月は7回）。

岩手県庁

地震観測網の整備による精度向上が一因である可能性があるが、増加したことは事実であり、今後やや深

12階特別会議室

部（深さ6〜10㎞程度）や浅部の地震が多発しないか注視が必要がある。
2 国土地理院の光波測距（APS）によると、下倉山と黒倉山間の距離が伸長していることが確認された。同
区間は1999年6月から2001年5月までに約12㎝伸長したが、山頂部のミラー設置点の異常なども懸念され
たため、2001年6月に黒倉山西側裸地中央および黒倉山〜姥倉山中間の稜線部に観測点を増設した。同
9月から12月まで、下倉山を基準とすると見掛け上、黒倉山山頂および裸地中央は約2㎝、南東に移動した
ように見える。山頂部は2年半で約14㎝の変動が観測された。中間部の動きは明確でないが、姥倉分岐点
では変化がなく、変動は黒倉山を中心としたごく局部的なものと推測される。2年半継続しての大きな変動
は無視できないが、原因やこれによって危惧される災害の形態などについては不明である。現時点で新た
な観測体制の整備は困難で、解析も容易でないが、今後の変動を注視観測し、検討を継続したい。
月別にみても1998
○地震・噴気全般について、1998年には月285〜555回の地震があった、現在は数十回であり、
年6月1,806回あったものが、現在は35回、1日当たりでも数回程度となった。地震活動は低下しているがおさまっ
てはいない。

2002年
3月14日
20

13:00〜
岩手県競馬会館
405会議室

○火山性微動は、1998年から減少しているが、11月に1回、1月に4回あり、活動が完全に終わってはいない。低周
波地震は、昨年から幾分多くなっている、西側の低周波地震は2000年から見られなくなった。
○モホ面の地震は1998年から減少していたが、2001年11月に27回あり、地下で何らかの動きがあるのか、積算回
数のグラフは急激な上昇を示している。
○噴気は2月3日に過去最高の300ｍを観測した。地震と違い高い値が続いている。
○県の地震計による観測では1月17日から18日に集中して地震が発生している。
○地温の状況は、CH1は右肩下がりの傾向がみられるが振幅が大きい、CH3は96℃からやや低下傾向にある、
CH5は87〜88℃で低下は示していない。
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前ページからの
続き

○GPSは2月27日までの結果、岩手山西側の測点間（測点区間6、7、12、14、15）は2000年から緩やかな縮みを示
し、東北大学の結果と調和している、
その他は横ばいである。
APSは測点4番（黒倉山山頂）が伸長している。測点6番（犬倉山）、8番（大松倉山）は冬季の観測値に変化
が見えるが、原因は不明であり、季節的変化があると考えられるが夏まで判断できない。

6月21日
21

13:00〜
岩手県庁
4階特別会議室

○火山性地震は継続して観測されているが、平成14年度の岩手山東側の入山規制一部緩和の実施に支障とな
るような活動は認められないとの合意がなされた。
ハザードマッ
○また、松尾村長から提案があった、七滝および松川コースの登山道入山規制位置の変更について、
プ作成時の状況との比較や火山活動状況の検討を行い、松尾村提案の安全対策の実施を条件に、
「岩手山
火山災害対策検討委員会」に支障がないとの認識を伝える。
○第93回火山噴火予知連絡会（10月15日）の岩手山の見解から、岩手山西側で危惧されていた水蒸気爆発の

10月16日
13:15〜
22

岩手県盛岡地区
合同庁舎
8階講堂B

表現が削除されたことを受け、今後の岩手山西側の防災対策の方向性の確認を行った。
○岩手山西側の入山規制について、二年後を目途に安全対策等を検討したうえで緩和する方向で助言を行うこ
とを合意した。
（以下は、西側入山規制緩和のための安全対策等の例示）
①岩手山西側への警報装置の設置。②登山道付近の噴気孔や地熱の高い地域への立入を制限する木道や
規制ロープの設置。③火山性ガスが発生している大地獄谷を迂回する登山ルートの設定
○岩手山の監視・観測体制については、今回の見解を受け多少の体制の見直しや相互の補完体制の再検討が
あるとしても、基本的には継続していくことを確認した。
○火山性地震の発生回数は、1月は36回、2月は22回、3月は11回（15日現在）であり、昨年一年間の月平均地震回
数61回を大幅に下回る水準で推移している。

2003年
3月25日
23

13:30〜
岩手県公会堂
1階15号会議室

○今年に入り、山頂直下のマグマの活動等に関係すると考えられている低周波地震（1回）、地下30㎞付近での
地震（3回）、火山性微動の発生回数（発生なし）は大幅な減少を示している。
○西側での地温・噴気等表面現象は依然活発な状況が続いているが上昇傾向は示していない。
【西側規制緩和のための調査】
平成16年度を目途に準備を進めることとしている、西側の入山規制緩和に向けた安全対策のための現地調査
（通報装置の設置、登山道付近の噴気孔等の対策、大地獄谷の火山性ガス対策）の方法について、事務局か
ら説明を行い了承された。
○地震回数は5月に114回と多いように見えるが、震源は大部分が葛根田の地熱発電所の北側のところで以前か
ら継続しているもので、岩手山の山体内部の地震は、減少傾向にある。
○東側地下数㎞から十数㎞の低周波地震は、4月9回、5月10回と一定の水準で推移している。
○噴気活動等に目立った変化はなく、機上観測で新たな噴気孔が確認されたが、噴気の強い状態は確認されな

6月17日
24

13:00〜
岩手県庁
4階特別会議室

かった。
○西側については、大地獄谷、黒倉山で一定の噴気が継続しており、姥倉山・黒倉山間の地熱の高温域では笹
枯れも進行していて、一部表層滑り等も発生しているが、急激に表面活動の変化が高まっている状態ではない。
○GPS連続観測データは、M寄木−M西山間（南北方向の基線）で、今までは縮みが観測されていたが、昨年の8
月以降やや伸びに転じている。原因は特定できていない。
○APS連続観測データは、黒倉山山頂の観測点で鈍化しつつも継続して伸びが見られる。他の観測点のデータ
から総合的にみると、非常に浅いところの動きであり、地殻変動によるものではない。
以上から火山活動は引き続き全体としては低下傾向にあるとの認識が得られ、平成15年度の東側の入山規制
緩和の実施に支障となるような火山活動は認められないとの結論が得られた。
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○第25回の検討会は、21日に姥倉鞍部の現地確認を行い、22日に活動の検討を行った。
10月21日〜22日
21日現地調査
25

22日9:00〜
雫石町網張
ぬくもりの里
NUC会議室

○岩手山の火山活動は、1998年のマグマの貫入による活発な活動は2000年後半に一応終わっていると見るのが
相当であるが、以前の状態に戻っているわけではない。
○岩手山西側の大地獄谷の火山性ガスや姥倉山・黒倉山間の水蒸気による高温地域の出現は、マグマ貫入に
伴う2次的な表面現象である。この活動は、長期的に続く見込みであるが、拡大の現象は見られない。以前指
摘されていた水蒸気爆発の可能性は小さい。
（二酸化硫黄や硫化水素）の濃度の調査の結果、一部、濃度、風向などの関係で作業
○大地獄谷の火山性ガス
より高い値を示した時間帯もあるが、作業許容濃度および大気環境基準に照らし、今後の対
許容濃度（2ppm）
策を検討する必要がある。

11月13日
26

10:00〜
岩手県公会堂
23号会議室

○1998年のマグマの貫入による活発な活動は2000年後半に一応終わっているが、以前の状態に戻っていない。
マグマ貫入に伴う2次的な
○岩手山西側の大地獄谷の火山性ガスや黒倉山〜姥倉山間の高温地域の出現は、
表面現象であり、
この活動は長く続く見込みであるが、拡大の現象は見られない。以前指摘されていた水蒸気
爆発の可能性は小さくなった。
○岩手山東側の浅部の地震は低下傾向にあるが、深部のマグマによる低周波地震は2001年の水準と同じ。
○火山性地震は今年に入り40〜50回/月と減少しているが、1995年に火山活動が活発化した前の水準には戻っ
ていない。

2004年
6月22日
27

13:00〜
岩手県公会堂
23号会議室

○西岩手山の表面現象（地温の高温域の出現、火山ガスの噴出）
も穏やかな低下傾向にあるが、今後も継続する。
（裸地化した箇所の一部で植生の回復も見られる。）
○大地獄谷の噴気温度は急激に低下し、
ガス組成上も低温化が確認される。噴気温度は昨年116℃→今年96℃
○噴気活動も弱まっている。
○黒倉山山頂付近は、昨年秋から実施したGPS観測により、南方向に3㎜／月の速度で動いていることが確認さ
れた。この動きは、断崖のある大地獄谷方向への動きではなく、黒倉山山頂が大地獄谷方向へ崩壊するような
動きではないことが確認された。
※以上のことから、7月1日に予定している全山の入山規制解除の支障となる活動は見られない。

11月10日
13:30〜
28

岩手県
盛岡地区
合同庁舎
8階講堂B

○黒倉山山頂付近で観測されていた局所的な地盤変動は停止した。
とするM4.4の地震は、火山周辺で起こる地震とし
○7月9日発生した岩手県内陸北部を震源（山頂の北東約9㎞）
ては大きく、今後の動きを注視する必要がある。
○7月〜10月にかけて、岩手山西側で単色地震が発生した。
（原因は不明であるが、マグニチュードが小さく、火
山活動の活発化に繋がるものではないとの意見が出された。）
○本日行った機上観測の結果では、各地点において植生の回復が見られた。その他は特に異常は認められなかっ
た。

（文責：岩手県総合防災室
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菊地真司）

4. 岩手山火山噴火警戒避難対策検討委員会
美教授（当時）を委員長とする「岩手山火山災害対

1. 岩手山火山噴火警戒避難対策検討委員会の設置
岩手県は平成 7 年度に、火山噴火に起因する火山

策検討委員会」を設置して、今後、岩手山の総合的

泥流・火砕流・溶岩流等の、突発的かつ大規模で広

な火山防災対策を検討することとし、1998 年 12 月14日

範囲に及ぶ異常な土砂流出から人命を守るためのソフト

をもって「岩手山火山噴火警戒避難対策検討委員会」

対策事業に着手した。

を廃止とした。

火山噴火警戒避難対策は、新しい砂防の分野であり、
その検討すべき内容は多岐にわたり、高度な判断を必
要とするため、1996 年 11 月 12日に、①火山災害予想

（文責：岩手県県土整備部 中村吉明）

区域図の作成、②火山災害監視システム計画の策定
の 2 点について、検討委員会を設置した。

2. 委員構成

※職は委員就任当時

石橋

秀弘（委員長）

岩手大学名誉教授

青木

謙一郎

東北大学名誉教授

浜口 博之

東北大学付属地震・噴火予知
研究観測センタ−教授

太田 岳史

岩手大学農学部助教授

土井

地熱エンジニアリング㈱
探査部技師長

宣夫

1998 年 3 月 16日に、第 2 回「岩手山火山噴火警戒
避難対策検討委員会」を開催し検討を進めてきたが、
4 月 29日に火山性地震の回数が 285 回と急増し、臨時
火山情報第 1 号が発表され、6 月 24 日には振幅の大き
い火山性微動と低周波地震が観測され、さらに火山活
動が活発化した場合噴火の可能性もあるとの臨時火山
情報第 2 号が発表され、それを受けて、早急に火山ハ
ザードマップを作成し、一般住民に公表し防災対策に
役立てる必要があることから、総務部が所管している、
「岩
手山火山活動対策検討会」の座長岩手大学斎藤徳
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5. 岩手山火山災害対策検討委員会
予想図」及び「ハザードマップ」の作成並びに「監

1. 岩手山火山災害対策検討委員会の設置
1998 年 3 月から岩手山の火山活動が活発化したこと

視計画」の検討を行うため、有識者や関係行政機関

に伴い、住民の避難警戒対策に資するため、現在まで

で構成する「岩手山火山災害対策検討委員会」を設

の火山活動状況や過去の噴火履歴を踏まえた「災害

置した。

2. 委員構成（所属・職は委員就任当時）

青木 謙一郎
五十嵐 丈二
井良沢 道也
植木 貞人
太田 岳史
斎藤 徳美
首藤 伸夫
土井 宣夫
浜口 博之
細江 達郎
野口 晉孝
酒井 重典
鈴木 一雄
桑島 正幸
桑島
博
谷藤 裕明
工藤 久徳
工藤 勝治
川口 善彌
中屋敷 十
佐々木 正四郎
柳村 純一
職 指 定
職 指 定
職 指 定
職 指 定

東北大学名誉教授
東北大学大学院理学研究科地震・噴火予知研究観測センター教授
岩手大学農学部助教授
東北大学大学院理学研究科地震・噴火予知研究観測センター助教授
岩手大学農学部教授
岩手大学工学部教授
岩手県立大学教授
地熱エンジニアリング㈱取締役事業本部技師長
東北大学大学院理学研究科地震・噴火予知研究観測センタ−長
岩手県立大学社会福祉学部長
盛岡地方気象台長
〃
〃
〃
盛岡市長
〃
玉山村長
西根町長
雫石町長
〃
松尾村長
滝沢村長
建設省東北地方建設局岩手工事事務所長
岩手県総務部消防防災課長
岩手県土木部長
岩手県盛岡地方振興局長

3. 所掌事項
①対象とすべき火口域、現象及び規模を設定し、こ
れによる災害予想区域図の作成。
②予想される災害についての監視計画の検討。
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1998.7.8〜現在
2004.4.1〜現在
2002.4.1〜現在
2003.4.1〜2004.3.31
1998.7.8〜2002.3.31
1998.7.8〜現在
1998.11.27〜現在
1998.7.8〜現在
1998.7.8〜現在
1998.11.27〜現在
1998.7.8〜2000.3.31
2000.4.1〜2002.3.31
2002.4.1〜2004.3.31
2004.4.1〜現在
1998.7.8〜2003.9.1
2003.11.13〜現在
1998.7.8〜現在
1998.7.8〜現在
1998.7.8〜2002.11.9
2002.12.24〜現在
1998.7.8〜現在
1998.7.8〜現在
1998.11.27〜現在
1998.7.8〜現在
1998.11.27〜現在
1998.11.27〜現在

4. 委員会議事概要

○委員長は斎藤徳美氏を選出。
○検討された事項（記者発表も併せて行われる）
1 西岩手山の浅いところで火山活動が活発なことから、
西岩手山で予想される「水蒸気
爆発」を、
シナリオ1として、
最優先とする。
1998年

１

2 岩手山は、
火山体の膨らみからマグマの貫入が考えられる。

7月8日

現段階ではマグマの上昇の兆候はないが、
1686年の噴火規模を想定し、
シナリオ2とし

13:30〜

て引き続き早々に作成する。

ホテル

3 次回委員会までに、
専門の委員による「ワーキング」で対策を詰めたい。

メトロポリタン

市町村では平行して、
避難場所等の点検などに取組み、
図に取り込む。

盛岡本館4階

※記者質問に答えた事項

「かきつばた」

1 火山活動や噴火の兆候が変われば、
現象に合わせて順次変える。
2 公表については17日を目標（西岩手山）
東岩手山は兆候次第だが作成はする。同時公表は無い。
3 積雪期まで長期化すれば、
積雪期での対策も検討する。
（委員会も長期化する）
噴火するかどうかは判らない。可能性が高まっただけである。
4 地震の回数では、
○検討された事項（記者発表も併せて行われる）※委員会とワーキングを同日に行った。
概略まとまった。
1 西側の水蒸気爆発について、
2 火口の位置は、
現在噴気があがっている大地獄谷から黒倉山をへて姥倉山へ向かう
尾根にかけての約1.5㎞とした。
3 規模は、
約3,200年前の大地獄谷での噴火の堆積状況をバックグランドとして、
厚さより総

7月17日
11：00〜
17:00
２

ホテル
メトロポリタン

量を推定して降灰範囲を設定している。
大きな噴石による網張・松川等の観光施設への直接的な被害は少ないと考
4 結果として、
えている。
5 また、
降灰した地域では10年に1回の降雨によって土石流が起こることを想定し
ている。

ニューウイング

6 22日に委員会を開いて図面を取りまとめ、
住民に配布する資料をまとめたい。

3階「星雲東」

7 市町村も避難場所を同時に作成する。
※記者質問に答えた事項
1 ハザードマップは市町村の行政界で区切らない。
2 図面の大きさは、
公表までにわかりやすい形のものにする。
早々に作成する。
3 岩手山の東側からの噴火も安心できる状態ではないので、
4 監視システムは、
現在立案中である。
○検討された事項（記者発表も併せて行われる） ※委員会とワーキングを行った。
過去の噴火履歴及び現在の火山観
1 岩手山火山防災マップ作成の前提条件について、

３

7月22日

測状況から、
規模・土砂移動等を想定し作成したもので、
当然のことながら異なる噴火が

〜23日

起こり得るので注意のこと。

岩手山麓
国民休暇村

2 西岩手山における水蒸気噴火規模は、
約3,200年前の噴火と同程度（1,000万

）
を想

定している。
3 西岩手山における水蒸気噴火で想定している現象は、
降下火砕物（火山灰）
・火山泥流・
土石流としている。
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4 避難体制についての基本的な考え方
①降下火砕物（火山灰）
は、
火山噴火の状況により判断する。
②火山泥流は、
気象台等による火山噴火予知により事前の警戒避難が必要である。
③土石流は、
降雨による事前の警戒避難のため、
④警戒避難基準雨量の設定、
検知センサーの検討が必要である。

＜「岩手山火山防災マップ 西側で水蒸気爆発が起きた場合」の公表（1998年7月22日）
＞
○検討された事項（記者発表も併せて行われる）
1 岩手山東側の対象現象設定について、
規模・形態は過去の実績から考えられる最大の
ものを想定する。
9月26日
13:30〜
４

16:00
リリオ3階
イベントホール

降下火砕物（火山灰）
や噴石等、
7種類の発生す
2 岩手山東側の火山災害予想区域は、
る現象をそれぞれに想定し設定する。
3 火山監視システムについて、
説明を受け今後も検討項目とする。
※記者質問に答えた事項
1 7つの現象の内で危険なのは火砕流で、
これが一番恐い。
2 10㎝以上降灰すると、
交通機関や農作物等に影響があると思われる。
3 観光地への影響については、
最大規模の噴火や色々な方向を想定しているため、
観光
地が被害を受ける可能性がある。
4 防災対策については、
まず緊急避難をしてもらうことが大事であり、
情報のキャッチと伝
達が重要と考えている。そのため、
防災訓練を行う予定。

＜「岩手山火山防災マップ 西側で水蒸気爆発、
東側でマグマ噴火が起きた場合」の公表（1998年10月9日）
＞
○1998年10月9日に「岩手山火山防災マップ」
「岩手山火山防災ハンドブック」が公表された。
「マップ及びハンドブックの完成が防災対策のスタート」
と捉え、
今後の岩手山火山防災対
策の総合的な検討を行っていくこととした。
○㈱社会安全研究所 福井敏夫研究部長（雲仙普賢岳の対策・復興を担当）
から今後の岩
11月29日
9:30〜
５

マリオス

手山火山防災対策の総合的な検討にあたり、
次の項目について提案があった。
1 岩手山火山災害対策の考え方−基本理念−
2「岩手山火山災害対策検討委員会」の役割と検討の進め方
3 火山防災対策の全容について

18階188号

4 緊急に取り組むべき基礎調査並びに対策について

会議室

5 委員会スケジュール
○上記に基づき意見交換を行い、
次のとおりの結論となった。
最終的には、
中・長期的に取り組みが必要な対策を含む全体のガイドライン
（以下「総合的
な火山防災対策のガイドライン」）
の策定を目指すが、
噴火がいつ起こるかもわからない状
況であることから、
現状の対策で不足しているものの洗い出し、
住民の意識調査などを実
施したうえで、
緊急に取り組みが必要な対策のガイドライン
（以下、
「緊急対策ガイドライン」）
を早急に策定することとした
（P.518参照）。

６

1999年

○前回の検討委員会で「緊急対策ガイドライン」を策定することの方向が示されたことから、

3月30日

事務局と㈱社会安全研究所において原案を作成し、
「岩手山火山災害対策検討委員会

13:30〜

ワーキンググループ」を経て、
今回、
「火山防災対策の概要について」、
「仮想シナリオ」及

ホテル

び「緊急対策ガイドライン
（方針案）」を中間報告として、
委員会に諮った。

メトロポリタン
盛岡3階
「姫神の間」

○委員から、
『中間報告の方針案には主語がない。最終的に誰の責任で実行するの
か、主体を明確にする必要がある。』との意見が出され、今後修正を加えていくこと
とした。
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○その他個々具体的な提言等があり、
今後さらにワーキンググループを開催し、
内容を詰め
てガイドラインに反映させていくこととなった。
○「緊急対策ガイドライン」は5月末の策定を目指すこととした。
○「総合的な火山防災対策のガイドライン」は年度内の策定を目指すこととした。

5月27日

７

○今回の検討委員会において「緊急対策ガイドライン」が策定された。

9:30〜

※「緊急対策ガイドライン」…火山活動の活発期（異常データの観測）
から、
噴火に伴い避

ホテル

難など各局面で緊急に必要とされる活動を整理し、
また、
その活動が円滑に実施しうる

メトロポリタン

ように事前に講じておくべき防災対策をまとめたもの。

盛岡4階
「姫神の間」

行政などの防災関係機関は、
本検討委員会の助言を受けながら、
○本ガイドラインをもとに、
実務的な対策を早急に進めていくこととなった。

＜「岩手山火山防災対策緊急対策ガイ
ドライン」の公表
（1999年6月8日）
＞
「中・長
○3月末の策定を目指し進めていた「総合的な火山対策のガイドライン」について、
期対策ガイドライン
（案）」がワーキンググループでの検討を経て、今回の委員会に諮ら
れた。
○各委員からの提言等の概要は以下のとおりであった。
【全体に係わる内容】
・事前調査で行われていること、
この委員会での様々な具体的な提案等については、
さら
将来役に立つのではないか。
に別冊という形で残した方が、
・各項目をどこまで具体化していくのか、
指針の優先順位を考える必要がある。
・事前計画として固めておくこと、
対応しながら考えていくことが実際には出てくるので、
行
政としては、
ある程度の柔軟な対応も求められる。
【火山灰調査】
2000年
1月11日
13:30〜
８

ホテル
メトロポリタン
盛岡3階
「星雲の間」

・調査体制は、
繰り返し降灰することを考慮し、
中・長期においても維持していく体制と考
えるべき。
サンプルをどのように収集していくのか、
集約していくのかが課
・かなり広範囲になるが、
題になる。
・各機関が共通のサンプリングを行うための体制づくりが必要。
・調査や分析には、
大学の研究者の協力が不可欠。
【避難所運営】
長期化した場合に、
いかに自主的な運営に転換して
・市町村による短期的な運営から、
いくかということが重要だ。
・避難所に行かない人達の安否確認が重要。
【その他】
・災害時の対応のために、
市町村は是非とも危険区域内にある住民等のデータベース化
を行っておくことが必要。
・住民個人の備蓄等の対応も欠かせない。自分たちのことは自分たちで守るという意識を
持ってもらうことが重要。
次回の検討委員会に諮り、
3月
○今回の委員会での提言内容等を踏まえ内容を修正のうえ、
末には「緊急対策ガイドライン」
とあわせて、
「総合的な火山対策のガイドラン」の策定とす
ることとした。

42

○今回の検討委員会において「岩手山火山防災ガイドライン」が策定された。
1 1999年6月に公表した「岩手山火山防災対策緊急対策ガイドライン」
（異常データ観測・
活動活発期〜避難期）
とその後検討を行った「中・長期対策」
（避難生活期〜生活再
建期）
を合本し、
タイトルは、
「岩手山火山防災ガイドライン」
とした。
今後の進捗状況に併せて、
内容の更新が容易
2 岩手山の防災対策の現状については、
にできるように、
別冊（取り組み状況・参考事例）
とした。なお、
参考事例には、
雲仙普賢

９

3月22日

岳災害、
十勝岳噴火災害、
桜島等の火山災害先進事例のほか、
阪神・淡路大震災につ

14:00〜

いても関連する内容を取り上げている。

ホテル東日本

『噴火は防げないが、
被害を軽減することはできる、
必要な対策をできる
3 本ガイドラインは、

「鳳凰の間」

ところから実行し、
「火山と共生」する「防災先進地」を目指す』ことを基本理念としてお
り、
防災の実務的な対策は行政機関（国・県・市町村）が連帯して責任を負うこと、
及び、
行政機関・防災関係機関・学識者・住民が連携してそれぞれの役割を遂行することによ
り地域の安全が守られることを、
対策推進の理念とした。
○本委員会は、
必要に応じ具体的な防災対策への提言・助言を行うため、
今後も継続する
こととなった。
＜「岩手山火山防災ガイドライン」の公表（2000年3月22日）
＞
○ガイドラインに基づく各機関の取り組み状況及び岩手山の監視・観測体制の整備状況に
ついて報告を行った。
○「火山噴火予知連絡会」及び「岩手山の火山活動に関する検討会」において、
噴火が切
迫した状態にないとされた岩手山東側の4登山ルート
（御神坂、
柳沢、
焼走り、
上坊）の入

10

11月7日

山規制の取扱い（規制緩和に必要となる安全対策等）
について事務局から提案を行い、

15:30〜

以下の意見を付して了承された。

岩手県庁

1 今後、
さらに安全対策の内容を十分詰めて進めること。

12階

2 具体的には、
入山者への情報伝達について、
その迅速化に留意するとともに、
考えられ

特別会議室

る情報伝達手段を活用し万全を期すこと。
また、
県外客への周知、
啓発については、
工
夫して対応していくこと。
2001年7月1日〜体育の日まで
※この後に行われた、
「県と6市町村長との協議」において、
の入山規制緩和が決定された。

11

2001年
6月25日
14:45〜
岩手県庁6階
特別会議室

○7月1日から予定している岩手山東側の入山規制緩和に係る安全対策（緊急通報装置等
の実施状況について報告を行い、
対策は概ね整っ
の設置、
観光事業者等に対する啓発）
たとの認識が得られた。
○委員からは、
登山者に対する日頃の火山活動情報の提供方法等について工夫が必要で
ある旨の意見が出された。
＞
＜岩手山東側4ルートの入山規制を一時解除（2001年7月1日〜10月8日）
○本年度、
岩手山東側の入山規制緩和が実施され、
検討し直すべき事項があり、
それらに

12

12月27日

なるべく早い時点で来年の方針を決めて対応を図り、
十分な周知・徹
対応するためには、

14:40〜

底を行うため、
この時期に検討委員会を開催した。

岩手県庁
12階
特別会議室

○本検討委員会の前に開催された「岩手山の火山活動に関する検討会」において、
岩手
山東側の噴火は切迫した状況にはないとの評価が得られた。
○上記を受け、
事務局から来年度の東側の入山規制緩和に係る安全対策、
スケジュールを
提案し了承された。
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本年度の入山規制緩和に係る安全対策に追加された事項は次のとおり
1 登山者・下山カードの投函等を促すため、
4登山口に人感スピーカーを設置
2 登山者・観光事業者等に対する啓蒙、
周知徹底を図るためチラシを作成し配付するほか、
研修会の充実に努める。
○岩手山西側の入山規制の取扱いについても議論されたが、
活動は継続中であり、
火山活
動の推移を見ながら引き続き安全対策等を検討していくこととした。
○「岩手県地域防災計画火山災害対策編」の策定について事務局から報告を行った。
（内容は、
「岩手山火山防災ガイドライン」を反映させたもの）
○本検討委員会の前に開催された「岩手山の火山活動に関する検討会」において、
岩 手山 東 側は活 発 化 前の状 態には戻っていないものの、基 本 的には緩やかな低
下 傾 向にあり、
しかるべき安 全 対 策が講じられれば入山 者の安 全は確 保できると
の評価が得られた。
○上記を受け、
事務局から本年度の岩手山東側の入山規制緩和に係る安全対策の実施
状況について報告し、
了承が得られた。
（ただし、
次のような指摘があった。）
を踏まえ、昨年
・昨年の入山規制緩和の反省（安全対策を広く周知し理解してもらう）

2002年
6月21日
13

14:45〜
岩手県民会館
第1会議室

12月の段階で本年度の入山規制緩和の方針を決定し、
早期に準備が進められるよう
にしたにも関わらず、
入山規制の周知チラシの配付が遅すぎ、
内容も観光的な要素が
大きく、
安全対策の周知とはほど遠いものとなっているなど、
認識不足である旨の指摘
があった。
○また、
松尾村長から委員長に対し事前に要望が出されていた、
次の事項についても了承さ
れた。
1 七滝コースの入山規制地点を約800ｍ奥にある野鳥観察舎まで規制緩和を実施
する。
2 松川コースの入山規制地点を松川キャンプ場の奥まで規制緩和を実施する。
「岩手山火山防災マップ」作成前に緊急的に取られた措置
※当該箇所の入山規制は、
であり、
「岩手山火山防災マップ」上、
噴石等のエリアから外れていることから、
所要の
安全対策を取ったうえでの施設利用は問題なしとされた。
（緩和期間 2002年7月1日〜10月30日）
○来年度の岩手山東側の入山規制について、
従前の安全対策を実施し、
6月に火山活動の
最終チェックをしたうえで、
緩和を行うことが了承された。
※トイレや緊急避難の場所として、
新たに平笠不動小屋の使用が認められた。
○10月15日に開催された「火山噴火予知連絡会」の見解から、
「岩手山西側での水蒸気爆

12月24日
14

13:30〜
岩手県民会館
第2会議室

という文言が削除されたことに伴って、
委員長から「岩手山の火山活動に関
発の可能性」
する検討会」での評価結果の説明（様々なデータから、
水蒸気爆発の可能性が低下して
いると考えられること）
があった。
○また、同検討会において、二年後を目途に安全対策等を検討したうえで岩手山の西
側の入山規制を緩和する方向での助言があったことを受け、事務局から現時点での
検討内容を報告した。
（ 次の①〜③は、西側入山規制緩和のための安全対策等の
例示）
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①岩手山西側への警報装置の設置について
・岩手山西側の水蒸気爆発の可能性は低下したが、
「岩手山火山防災マップ」では
姥倉山付近まで、
東側のマグマ爆発の影響を受けることから、
東側と同様の警報装
置を設置する必要がある。
②登山道付近の噴気孔や地熱の高い地域への立入を制限する木道や規制ロープの設
置について
・姥倉山から黒倉山にかけての登山道付近は、
現在でも地熱が95℃を超える箇所が
ある。
登山道近くの噴気孔の熱泥の温度が80℃を超えるため、
登山道以外の立入を
また、
制限し安全を図る必要がある。
③火山性ガスが発生している大地獄谷を迂回する登山ルートの設定について
（二酸化硫黄、
硫化水素）
の対策を検討する
・大地獄谷から発生している火山性ガス
必要がある。
○これらについて、
平成15年度に現地調査を実施し、
所要の安全対策を検討したうえ、
平成
16年度の岩手山西側入山規制緩和を目指すこととした。
○本検討委員会の前に開催された「岩手山の火山活動に関する検討会」において、
火山

15

2003年

活動は全体として低下傾向に進んでおり、
昨年同様のしかるべき安全対策が講じられれ

6月17日

ば入山者の安全は確保できるとの評価が得られた。

14:30〜
岩手県庁
4階
特別会議室

○上記を受け、
事務局から本年度の岩手山東側の入山規制緩和に係る安全対策の実施
状況について報告し、
了承が得られた。
○岩手山西側の入山規制緩和に向けた調査について、
県が行う予定の黒倉山から姥倉山
調査スケジュール、
調査方
にかけての噴気孔分布調査及び大地獄谷ガス調査について、
法について報告を行い、
了承が得られた。
○事 務局から、岩 手山 西 側の入山 規 制 緩 和に向け県などが実 施した、姥 倉山 稜 線
部の登山 道 付 近の噴 気 孔・高 温 域の調 査 結 果 及び大 地 獄 谷の火山 性ガスの調
査結果を報告し、①噴気孔・高温域への立入規制、②ガス噴気地帯への立入規制、
注意看板の設置などの安全対策を行ったうえで、入山規制を解除する旨の提案を
行った。
○上 記を受け討 議された結 果 、平 成 1 6 年 度の入山 規 制の取 扱いは以 下のとおりと

16

11月13日

なった。

13:00〜

1 岩手山西側について、
上記の安全対策（緊急通報装置の設置なし）の実施を条件に

岩手県
公会堂第23号
会議室

2004年7月1日からの規制解除方針が了承された。
緊急通報装置の設置を条件としないで7月1日以降の入山規制
2 岩手山東側について、
解除を提案した。
委員会では緊急通報装置を設置しない場合の具体的な安全対策（八合目避難小
を検討し、来年3月までに検討委員会に提案、協
屋監視員、登山者カードの活用等）
議するべきであるという意見が出され、緊急通報装置の取扱いの結論は持ち越しと
なった。
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○昨年11月13日に開催した「岩手山火山災害対策検討委員会」及び「県と岩手山関係6市
町村長との協議」で、
2004年7月1日から岩手山全山の入山規制解除を行うことと決定され、
安全対策については3月までに決定することとしていたが、
時期を早めて開催しその細部
と分担を協議した。
了承され
○事務局から、
岩手山の入山規制解除に伴う具体的な安全対策の内容を提案し、

17

2004年

た。
（各委員からの主な意見は以下のとおり）

2月4日

・入山時に活動が活発化した場合には、
安全なところに自力で逃げるのが基本であり、

10:00〜

緊急時、暗くなった時に急いで避難できるよう、登山道の最低限の整備を行う必要が

岩手県

ある。

公会堂第23号
会議室

・岩手山西側の入山規制解除に目が向きすぎているように感じる。マグマの貫入した量は、
西側より東側の薬師岳の下のほうがはるかに多いので、
薬師岳の監視も西側と同様に
重要である。
○今後、
雪解けまでに様々な許認可手続きを完了し、
現地の安全対策を行ったうえで、
7月1
日に全山の入山規制解除を行うこととした。
火山活動の最終評価を行う
○また、
6月に「岩手山の火山活動に関する検討会」を開催し、
こととした。

＜岩手山全山の入山規制を解除
（2004年7月1日〜）
＞
（文責：岩手県県土整備部砂防災害課 中村吉明、岩手県総合防災室 菊地真司）
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6. 岩手山火山砂防計画検討委員会
1. 岩手山火山砂防計画検討委員会の設置
学術的・社会的に高度な判断が必要となり、この検討

1998 年 3 月より岩手山の火山活動が活発化に伴って、
発生が予想される種々の土砂移動現象から、住民の生

にあたり学識経験者・専門技術者からなる本委員会を

命や財産を守るため、ハード及びソフト対策の両面から

設置した。

の、総合的な火山砂防計画を策定するため、
2. 委員構成
石橋

秀弘

岩手大学名誉教授

浜口

博之

東北大学付属地震・噴火予知研究観測センター教授

〃

石川

芳治

京都府立大学農学部助教授

〃

太田

岳史

岩手大学農学部助教授

〃

土井

宣夫

地熱エンジニアリング㈱取締役技師長

〃

野口

晉孝

運輸省盛岡地方気象台長

〃

南

哲行

建設省土木研究所砂防部研究所室長

〃

1998.11.29 〜 1999.6.17

天内

昇

東北森林管理局青森分局治山課長

〃

桑島

博

盛岡市長

〃

工藤

勝治

西根町長

〃

川口

善彌

雫石町長

〃

佐々木

正四郎

松尾村長

〃

柳村

純一

滝沢村長

〃

工藤

久徳

玉山村長

〃

大石

幸

岩手県土木部長

〃

佐藤

克郎

岩手県林業水産部長

〃
※オブザーバー 斎藤 徳美

岩手大学工学部教授

3. 所掌事項
生命・財産を守るため、ハード及びソフト対策両面から

「岩手山火山災害対策検討委員会」において検討

の総合的な火山砂防計画の検討を行う。

されている「岩手山火山防災マップ」を踏まえ、岩手
山の火山噴火に伴う、種々の土砂移動現象から住民の
4. 委員会議事概要
○委員長は石橋秀弘氏を選出。
○検討された事項
1998年
11月29日
1

10:45〜11:45
盛岡マリオス
18階会議室

①対策の基本的考え方
土砂の移動現象は「岩手山火山防災マップ」で扱っている、
西側での約3,200年前の水
蒸気噴火及び、
東側での1686年のマグマ噴火と同程度の、
それぞれ火砕物量で、
1,000
万 と8,500万 を、
発生土量とする。
②現象
防災マップで取り扱っている現象は、①降灰、②噴石、③土石流、④融雪型火山泥流、
⑤火砕流、
⑥火砕サージ、
⑦溶岩流であり、
それぞれの規模（土砂量）
・現象の特徴・想定
被害を考慮して、
計画に対策の基本的な考え方を策定する。
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③ハード対策の基本方針
対象現象を土石流と融雪型火山泥流とし、
豪雨により発生する土石流は1／100年超
過確率日雨量で評価し、
平年降雨により発生する土石流については、
土石流の発生限
界雨量を設定し、
これを超える降雨により発生する年間流出土砂量（総量）
を対象とす
る。
④ソフト対策の基本方針
「岩手山火山防災マップ」に掲載されている現象の内、
降灰・土石流・融雪型火山泥流・
・溶岩流を対象とし、
土砂移動現象の発生検知、
流下状況の監
火砕流（火砕サージ）
運用に関するソフト対策について検討す
視等を主体とする監視・観測システムの構築、
る。
⑤今後の検討方針
イ 土砂移動現象に対して既設の監視機器を把握し、
増設等を含めた全体の配置計
画を検討する。
ロ 全体のソフト対策計画を作成し、
優先順位を検討する。
ハ 警戒避難基準雨量は、
発生データが無いので雲仙普賢岳の事例等を参考にして、
警戒避難の判定基準設定を検討する。
ニ 運用計画は、
得られた情報をどのような形で判断するか、
また最終的に住民へどの
ような情報内容とするかを検討する。
ホ 土砂移動情報を住民への、
情報の伝達経路及び伝達手法を検討する。
○治山事業計画との調整をし、
第3回委員会に説明する。

1999年
3月1日
2

14:00〜17:00
ホテルメトロ
ポリタン盛岡
ニューウイング

○現象ごとの対策方針として、
ハザードマップの7現象すべてについて、
ハード、
ソフトそれぞ
並びに基本対策、
一次対策、
緊急対策について区分した。
れに対策の可否、
○ハード対策の検討として、
土石流・火山泥流・溶岩流・火砕流について、
基本対策・緊急対
策双方の施設配置方針を提案した。
○ソフト対策の検討として、岩手山中腹に光ファイバーケーブルを回し、山頂に繋げて
麓の監 視局まで引き、地 震 計・傾 斜 計・体 積 歪 計・監 視カメラを配 置する計 画を示
した。
※提案については、
いずれも概ね了解が得られた。
○ハード対策計画は、
治山事業と調整を図りまとめた。
①国有林・民有林内の谷出口上流 → 治山事業者
②人家・重要施設がある流域 → 谷出口上流部：治山事業者
下流部：砂防事業者

3

1999年

③人家等ない場合で谷出口上流部に適地がない場合 → 砂防事業者

6月17日

④沢に既往施設が有る場合 → 既往施設の事業者

10:00〜12:00

○ソフト対策については、
各機器の設置と共に、
情報の共有化のための通信回路を明記した。

ホテルリッチ

今回は噴火時のデータを
○基準雨量については、
前回までは他火山の例を用いていたが、

盛岡

収集し、
その実績から基準設定することとした。
土石流対策について、
雲仙普賢岳の事例を参考とした土砂量の計算を行っ
○その他として、
たが、
建設省の技術基準で計算した量と比較すると、
概ね1.7倍の土砂量となり、
どちらか
を適用するかは、
実際の噴火を調べた上で検討する。
※以上計画について、
方針が出された。
（文責：岩手県県土整備部砂防災害課 中村吉明）
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7. 岩手山火山治山計画検討委員会
〈目的〉

1. 委員会の設立

第 2 条 委員会は、
「岩手山火山災害対策検討委員会」

（注：委員の職名、
組織の名称等は委員会設立当時の名称です）

において作成・公表された「岩手山火山防
災マップ」を踏まえ、岩手山の火山噴火想定

（1）委員会設立の趣旨

に伴う種々の土砂移動現象から住民の生命・

岩手山は有史以降も溶岩噴出等を繰り返しており、
最も新しいものでは 1919 年（大正 8 年）に小規模な水

財産を守るため、国有林・民有林一体となっ

蒸気爆発があり、火山灰は南網張方向 4 ㎞まで到達し

た防災治山施設計画及び土砂移動監視機器

ています。

の配置・運用計画からなる岩手山火山治山
全体計画の検討を行う。

最近では、1998 年 3 月より周辺での火山性微動及び

〈検討内容〉

山体の体積変化が活発化し、4 月 29 日及び 6 月 24 日

第3条

に仙台管区気象台、盛岡地方気象台から臨時火山情

委員会は、前条の目的を達成するために、次

報が発令され、周辺地域に対し「噴火の可能性あり」

のことについて検討する。

との見解が示されました。岩手山の火山活動の活発化

１土砂災害防止治山施設計画（全体計画）

に伴い、万一の噴火時及びその後の降雨などによる災

２土砂移動監視機器の配置・運用計画
〈構成〉

害が懸念されています。

第4条

青森営林局では、8 月 6 日及び 7 日の 2 日間にわたり

委員会は別表に掲げる委員で構成し、委員
は青森営林局長が委嘱する。

学識経験者を含めた「岩手山火山及び地震災害対策

〈委員会〉

調査団」を現地に派遣し、噴火及び地震等に伴って

第5条

発生が予想される国有林内の山地崩壊等の危険地に

委員会は、必要の都度、委員長が召集し、
委員長が議長にあたる。

ついて、へリコプターによる空からの調査を実施したとこ

〈事務局〉

ろです。

第6条

また、岩手県及び建設省東北地方建設局岩手工

委員会の事務は、青森営林局治山課と岩手

事事務所では、学識経験者及び関係 6 市町村長に

県森林土木課があたり、事務局は青森営林

より構成される「岩手山火山災害対策検討委員会」

局に置く。
〈雑則〉

を設置し、「岩手山火山防災マップ」を作成したとこ
ろであり、防災関係機関等においては、この防災マッ

第 7 条 この規約に定めるもののほか、委員会の運営

プに基づき、各種の災害対策が検討されているところ

に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮っ

です。

て定める。
〈附則〉 この規約は平成 11 年 1 月7日より施行する。

このような状況を踏まえ、山地災害の防止等を目的
とする治山事業においても、国有林・民有林一体となっ

（3）委員会の構成

た「岩手山火山治山全体計画」を緊急に策定する

委員長

こととしていますが、噴火を想定したこの計画の策定

村井 宏
東北地域環境計画研究会会長

に当たっては、学術的・社会的に高度な判断が求め

委 員 太田 岳史

られることから、学識経験者等からなる「岩手山火山
治山計画検討委員会」を設置し、当委員会の提言

岩手大学農学部助教授

を受けながら検討を進める必要があるため設立したも

米地 文夫

のです。

岩手県立大学総合政策学部教授
竹内 美次
森林総合研究所東北支所経営部長

（2）委員会要綱

オブザーバー

〈名称〉
第1条

本検討委員会は、「岩手山火山治山計面討

斎藤 徳美

委員会（以下「委員会」という。）
」と称する。

岩手大学工学部教授
（岩手山火山災害対策検討委員会委員長）
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の可能性あり」との臨時火山情報が発令された。

事務局 青森営林局森林管理部治山課

このため、岩手県及び建設省は「岩手山火山災害

岩手県林業水産部森林土木課

対策検討委員会」を設置し、過去の噴火によるデータ
を基に「岩手山火山防災マップ」を作成した。

2. 委員会の開催

この防災マップに基づき各種の災害対策が検討さ

「岩手山火山治山計画検討委員会」は第 3 回まで
開催された。開催日時、場所及び議事をまとめた。

れることとなり、噴火を想定した計画の策定に当たっ

１）第 1 回委員会

ては、学術的・社会的にも高度な判断が求められる

日時

1999 年 1 月7日（木）13:30 〜 15:30

ことから、岩手県及び青森営林局はこれに対応して、

場所

盛岡営林署 3 階会議室

1 月 7 日に「岩手山火山治山計画検討委員会」を設
置した。

議事
①

青森営林局では、国有林・民有林一体となった治山

委員会要綱の説明

② 岩手山火山治山計画の基本的な考え方（案）

計画としての岩手山火山防災対策を策定することとした

③

が、第 2 回委員会終了時点で、建設省の砂防計画検

火山防災マップについて

討委員会との調整が問われたことから、以降、この指

④ その他

摘を踏まえ治山と砂防との連携を図った上で施設計画を

２）第 2 回委員会
日時

1999 年 2 月12日（金）13:30 〜 16:00

場所

盛岡営林署 3 階会議室

策定することで調整を進めることとした。
（２）委員会の論議の焦点

議事
①

第 1 回委員会議事録の要旨について

②

防災治山施設計画の概案について

③

土砂移動監視機器の設置計画の検討について

1）第 1 回委員会での各委員の意見
①土石流に対しては緊急対策と恒久対策とではデー
タの取り方が違うと思うが、そこは優先順位を考
えて計画することになるのではないか。

④ その他

②施設配置に当たっては優先順位を考えて計画す

３）第 3 回委員会
日時

1999 年 5 月28日（金）14:00 〜 16:00

場所

盛岡市大通三丁目3-18 ホテル東日本

べきである。
③「火山防災マップ」では 40 渓流を対象としている
が、「治山全体計画配置図」をみると40 渓流全

議事
① 流域別治山施設全体計画の検討（ハード対策）

部が入っていない、沢全体について考えないと火

② 流域別治山施設全体計画の検討（ソフト対策）

山に対する対策にならないのではないか。
④基本的な考え方にもあるとおり施設計画等は他事

③ その他

業と連携をとりながら進めて欲しい。
⑤森林の活用については、災害軽減の面で予防に

3. 委員会のまとめ

使える部分があると思うので、長期戦略で対処し

「岩手山火山治山計画検討委員会」は 1999 年 5 月

ては如何か。

（金）
に第 3 回委員会を開催し、その中で「岩手
28 日

等の意見があった。

山火山治山計画検討委員会のまとめ」を発表した。本

2）第 2 回委員会での各委員の意見

報告書の治山計画はこのまとめを受け、計画されたもの

①計画を立てる場合、災害の危険度を中心に取り

である。

上げたのか、保全対象を中心に考えたのか。

「岩手山火山治山計画検討委員会」のまとめを以下

②地形を配慮して設置というが、南側は密度が濃

に示す。

いけれど、北側は配置が少ない。防災上の観点
からいえばもう少し北側にも配慮すべきでないか。

【岩手山火山治山計画検討委員会のまとめ】

③治山ダムの設置可能箇所から漏れたところの対

（１）経緯

策はどうするのか。

岩手山は 1998 年 3 月より周辺での火山性微動及び

④岩手山は緊急でやる姿勢を見せなければ、県民

山体の体積変化が活発化し、周辺地域に対し「噴火
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の理解が得られないので、速やかに砂防との調

する土砂量に対する対策）として 39 基、合計で

整を確実に行って貰いたい。

66 基を設置する全体計画とした。なお、緊急対

⑤土石流対策を考える場合、コンクリートダムのよう

策 39 基のうち国有林治山で実施するもの 11 渓

な構造物が主体に考えられるが、スリットダムのよ

流 20 基、民有林治山で実施するもの 7 渓流の

うな構造物もいれていいのではないか。沢によっ

19 基である。
②緊急対策の実施期間は 5 年以内を目途とする。

て構造物の種類や施工方法も変える必要がある。

なお、この期間については今後の推移を見ながら

⑥国有林は広いエリアがある。災害の軽減の面で

必要に応じ見直しをすることとする。

森林を有機的に活用できる部分もあると考えるので、

③本委員会の名称を「岩手山火山治山対策協議会」

森林の整備を早めに進めるべきである。

に変え、引き続き協議機関として継続させることと

⑦ダムができなくてもセンサーが設置できれば防災上

する。

は効果的である。

2）防災対策の決定

⑧観光地でもあり工事に当たっては、自然景観等に

①防災監視機器の設置計画（ソフト対策）につい

配慮して欲しい。

ては、ハード対策の配置状況等から、岩手山を北・

⑨工事関係者の避難を徹底させることが重要であり、

東・南斜面の 3 ブロックに区分し、基本として各

情報が流れやすいシステムを考えて欲しい。

ブロック毎に雨量センサー 1 基・震動センサー 1 基・

等の意見があった。

各工事渓流のワイヤセンサーとこれらからの情報
を受・送信する親局 1 基をセットで配置する。

（３）対象とする現象

②各渓流の工事実施箇所には、親局から信号を受

1）主として土石流を対象とする。
2）噴石、降灰、火砕サージ、岩屑なだれについては

けとる子局を設置し、警報装置及び機械操作オ

事前対策は困難なことからハード対策の対象としな

ペレーターのポケットベル等に送信する無線システ

いが、避難等については設置する監視センサー類

ムを設置する。
3）森林のもつ土砂移動抑制機能の強化・活用

の活用で対処する。

現存する天然林・人工林の保安林機能を高め、

3）火砕流、火山泥流については、十分な事前対策は
困難であるが土石流対策として設置する治山ダム・

森林のもつ土石流・融雪型火山泥流現象に伴う土

導流堤及び面的広がりをもつ森林の抑止機能による

砂の崩壊・流出等に対する抑制・抑止機能を最大

緩衝効果に期待する。

限活用するため本数調整伐等を実施し、適正な森
林整備に努める。
また、森林の機能強化のため簡易な補強策並びに、

（４）他事業との調整の結果

裸地化した箇所には植栽するなどして「緩衝林」

他事業との調整に当たっては、治山事業と砂防事業

を造成する。

の連携方針の 1 の前提条件及び 2 の連携方針により、
40 渓流全体について調整を行った。
その結果、40 渓流のうち治山事業が 18 渓流、残り
22 渓流を砂防事業がそれぞれ分担することとなったもの

（文責：林野庁東北森林管理局治山課）

である。
（５）結論
1）治山施設の決定
①治山施設（ハード対策）では、40 渓流のうち 18
渓流に、恒久対策（1/100 年超過確率日雨量に
より発生する土砂量に対する対策）として 27 基、
緊急対策（1/10 年超過確率日雨量によって発生
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第3章 防災担当者による会議・協議会・連絡会の活動
1. 岩手山の火山活動に関する関係機関連絡会議
1. 岩手山の火山活動に関する関係市町村等連絡会議

5. 所掌事項

岩手山の火山活動対策を推進するため、1998 年 5

（1）岩手山の火山活動に伴う災害予防活動の連絡

月14日に設置した。

調整に関すること。
（2）岩手山の火山活動に伴う災害応急対策活動の

2. 組織

連絡調整に関すること。

※組織名称は設置当時

陸上自衛隊岩手駐屯地 / 盛岡営林署 / 盛岡地方気

（3）その他連絡会議において必要と認める事項。

象台 / 岩手工事事務所 / 盛岡市 / 雫石町 / 西根町 /
滝沢村 / 松尾村 / 玉山村 / 盛岡地区広域行政事務組

6. 幹事会

合消防本部 / 岩手県総務部消防防災課 / 岩手県林業

連絡会議の下部組織として、実務的な討議等の場とし

水産部森林土木課 / 岩手県土木部砂防課 / 盛岡地方

て設置した。

振興局 / 岩手県警察本部 / 日本道路公団盛岡管理事
務所 / その他委員長が必要と認める者

7. 会議開催概要

3. 岩手山の火山活動に関する関係機関連絡会議

設置経緯の説明後、次の事項について
説明が行われた。

岩手山の火山性地震や火山性微動が継続的に観測

①第1回岩手山火山活動対策検討会の検

され、1998 年 6 月 24 日に臨時火山情報第 2 号が発表

（岩手大学 斎藤徳美教授）
討状況について

されたことなどから、従来の連絡会議を発展的に改組し、

②岩手山の火山活動及び観測体制等に

岩手山における火山活動対策について、関係機関が

（盛岡地方気象台 豊間根正志委員）
ついて

連携して推進するため、8 月 10 日に同連絡会議を設置

③岩手山火山噴火警戒避難対策事業に

した。

1998年
6月11日

4. 委員構成

(★は関係市町村等連絡会議､※は幹事会)

★
１

※組織名称は現在

岩手県副知事 / 岩手大学長 / 盛岡森林管理署長 /
盛岡地方気象台長 / 岩手河川国道事務所長 / 陸上自

13:30〜
岩手県
公会堂
23号会議室

（県土木部砂防課 庄司六十四委員）
ついて
④岩手山周辺市町村指定避難場所総点
（県消防防災課 熊田 淳補佐）
検について
※今後の火山活動の動向（ 前兆現象
が捉えられるか）、噴火時の避難路、
避難場所について意見交換が行わ

衛隊岩手駐屯地司令 / 岩手県警察本部長 / 岩手県総

れた。

務部長 / 盛岡地方振興局長 / 盛岡市長 / 雫石町長 /

また、検討会斎藤座長より、入山規制

西根町長 / 滝沢村長 / 松尾村長 / 玉山村長 / 盛岡地

等について市町村独自で判断出来る

区広域行政事務組合消防本部消防長 /NTT 東日本㈱

のか、住民に周知するマスコミの報道
体制も含めて検討する必要があること、

岩手支店長 / ㈱ NTTドコモ東北盛岡支店長 / 日本赤

関係機関が持っている情報は共有し、

十字社岩手県支部事務局長 /JH 東北支社盛岡管理

どこの機関がどう連携していくか検討

事務所長 /JR 東日本旅客鉄道㈱盛岡支社長 / 東北電
力㈱岩手支店長 / 盛岡ガス㈱代表取締役社長 /
手県医師会長 /
設業協会長 /

岩手県歯科医師会長 /

6月24日に「臨時火山情報第2号」が発

岩手県建

表されたのを受け緊急開催し、盛岡地

岩手県高圧ガス保安協会長 /

県トラック協会長 /

する必要があるとの助言があった。

岩
岩手

方気象台から現在の火山活動状況の

岩手県バス協会長 / 日本放送協

1998年

会盛岡放送局報道部長 / ㈱アイビーシー岩手放送報道

6月26日

★
2

局長 / ㈱テレビ岩手報道局長 / ㈱エフエム岩手専務取
締役 / ㈱岩手めんこいテレビ報道局長 / ㈱岩手朝日テ

17:30〜
岩手県庁
12階

レビ報道制作局長 / 盛岡エフエム放送㈱専務取締役 /

特別会議室

㈱岩手日報社取締役編集局長 / その他委員長が必要

説明のほか、各町村における対応（ 登
山者へ登山を控える旨の看板設置）の
説明を行い、関係機関の共通認識を図っ
た。
入山規制については、登山口を有する4
町村長（雫石町、
西根町、
滝沢村、
松尾村）
の合意がされ次第、連絡することとした。
※6月29日（7月1日から全山の入山規制

と認めるもの

を行うことについて4町村長の合意が
図られた旨の文書を、各委員あて送付）

52

1998年
8月19日
1

13:00〜
岩手県庁
12階講堂

はじめに岩手大学斎藤教授より、
『岩手山の
最近の火山活動の現状および岩手山防災
マップについて』の説明が行われ、その後、
各機関ごとに現状の対応状況の説明を行い、
相互の共通認識を図った。
①陸上自衛隊
プロジェクトチームを組織し、現在ハザー
ドマップを基に対応策を検討中。
②岩手県警察本部
災害警備計画を策定し、各署に配付した。
最大規模1,120名、中規模900名、小規模
500名の体制をとり、他県からの応援も視
野に入れている。
③盛岡地区消防本部
県内外からの受援体制を検討。指揮に
ついては、緊急消防援助隊東北ブロック
の指揮支援部隊が行うこととなり、仙台消
防局に説明を行っている。
④NTT東日本㈱岩手支店
ア 関係機関からの臨時電話申込みに対
する対応（東八幡平から松川温泉間
に50回線分のケーブル敷設）
イ 噴火の際の避難場所へ特設公衆電話
の設置準備（ポータブル衛星電話、NTT
ドコモ衛星電話を所持しているが、東北6
県から機器を持ち寄り対応することを検討）
ウ 災害用伝言ダイヤル「171」の周知（安
否情報サービスを実施しているが、関係
町村民にチラシを配付し周知を図る予定）
⑤東北電力㈱岩手支店
有事の対策として警戒体制（自宅待機）、
第一次非常体制（事務所待機）、第二次
非常体制（災害対応）
の3段階を考えている。
⑥岩手工事事務所（当時）
監視カメラ、赤外線カメラ、雨量テレメータ等、
来週から運用開始予定。
⑦ 岩手県医師会
県と県医師会との「災害時における医療
救護に関する協定」を一部見直し、県か
らの派遣要請を待たずに自主的に医療
班を派遣できるようにした。
※説明後の岩手大学斎藤教授の発言
「気象庁は現状がこうだから、
こうしろと言え
る機関ではない。火山噴火予知連絡会も気
象庁長官の私的諮問機関であり、ああしろ、
こうしろとは言えない。最後は市町村だと言っ
ても、市町村が判断するのは難しい。我々
学者にしても学術的なことは言えるが、行政
的な判断はできない。こういった連絡会がで
きたことは大きな前進である。」

9月17日
※
１

15:30〜
岩手県
公会堂
23号会議室

10月9日
13:30〜
2

サンセール
盛岡1階
ダイヤモンド
ホール

①最近の岩手山の火山活動について（盛岡
地方気象台 佐々木 高防災業務課長）
②10月18日開催予定の岩手山噴火対策防災
訓練について（県消防防災課 小野寺 博
火山対策監）※岩手山西側の大地獄谷で
の水蒸気爆発、
土石流災害を想定
「岩手山火山災害対
連絡会議委員のほか、
策検討会委員」、オブザーバーとして県庁
内各部局長等の参加により実施した。
①「岩手山火山防災マップ」及び「岩手山
火山防災ハンドブック」について（岩手大
学 斎藤教授）
7月22日に『岩手山西側で水蒸気爆発が
起きた場合の火山防災マップ』が公表さ
れた後の審議経過が説明され、今回火
山防災マップに加わった岩手山東側につ
いて、
「噴火の可能性及び過去の噴火」、
「マグマ噴火の被害想定の概要」などが
説明された。
また、次のようなコメントがあった。
「このマップは、土石流センサーの設置等
ハード整備の基となる。今まで岩手山が
生きているとの認識がなかったが、
これか
らは、岩手山といかに共生していくかとい
う事が大事である。山と付き合うためには、
時間とお金がかかるが、
これからは命に係
わる部分から様々整備しなければならない。」
②10月18日に予定している岩手山噴火対策
防災訓練について（県消防防災課 小
野寺火山対策監）※岩手山西側の大地
獄谷での水蒸気爆発、降雨による土石流
災害を想定

※
2

※
3

※
4

12月11日
13:30〜
岩手県
公会堂
23号会議室

1999年1月29日開催予定の冬季岩手山噴
火対策防災訓練について（県消防防災課
篠谷 隆課長ほか）※岩手山東側山頂で
の噴火、火山泥流の発生の恐れがあること
を想定

①最近の岩手山の火山活動について
1999年
（盛岡地方気象台 川村靖夫防災業務課長）
6月8日
②「岩手山火山防災対策緊急対策ガイドラ
10:00〜
岩手県公会堂
イン」について（県消防防災課 高橋明朗
23号会議室
火山対策主査）
①岩手山の現状について（盛岡地方気象
2000年
台 川村防災業務課長）
5月23日
②「岩手山火山防災ガイドライン」
（2000年3
13:30〜
岩手県庁
月策定）について（県消防防災課 高橋
12階特別講堂
火山対策主査）
※上記以降、
会議は開催していないが、
随時文書による情報提供を行った。

（文責：岩手県総合防災室 菊地真司）
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2. 岩手山火山対策関係6市町村連絡会
（10）火山災害に対する防災意識の啓発（弱者対

1. 会議開催の経緯
1998 年 10 月 9 日に「岩手山火山防災マップ（西側

策を含む。）

で水蒸気爆発、東側でマグマ爆発が起こった場合）」

（11）防災訓練の設置

と「岩手山火山防災ハンドブック」が公表されたが、

（12）必要な資機材の整備

緊急時の防災体制等において、まだまだ不明確な事項

4. 会議開催の概要

があることから、県、関係市町村が連携を図り、火山
防災対策上の共通課題等について、相互に適切な対
応を講ずるよう、体制の点検、整備を行うとともに、地

各項目について、
各市町村の現状を確認し、

域住民の防災意識の向上を図り、警戒体制に万全を

今後の検討課題等を抽出した。
（1）緊急時の防災体制の明確化

期すことを目的に、同会議を開催することとした。

①災害警戒本部設置基準の策定状況
②災害対策本部設置基準の策定状況

2. 構成員

自衛措置体制の整備
（2）

県、盛岡市、雫石町、西根町、滝沢村、松尾村、
玉山村の防災担当者で構成し、必要に応じ、防災関
1

係機関等にオブザーバーとして、出席要請することとした。

1998年

①監視体制

10月30日

②避難勧告、指示の基準

14:00〜
岩手県庁
P3階映写室

3. 主要検討項目

③消防団等の出動基準、活動内容
（3）通信施設の充実
①防災行政無線等の整備状況
②子局の増設等による難聴地域の解

岩手山火山噴火に対する警戒体制の強化、徹底に

消対策及び移動系無線の増設による

関する項目とし、概ね次の項目を想定した。

現地と災害対策本部の通信の確保

（1）緊急時の防災体制の明確化

（4）消防無線の整備状況等

・災害警戒本部、災害対策本部の設置基準、対

伝達方法
（5）災害発生状況の情報収集、

応の明確化
（1）今後、左記「主要検討項目」すべてに

（2）自衛措置体制の整備

ついて、関係市町村の現状及び検討

・火山活動の確認方法
11月12日

・避難勧告・指示の発令基準の制定
（3）通信施設の充実

2

・防災行政無線の整備促進、子局の増設による難

13:30〜
滝沢村
公民館学習室

聴地域の解消

課題を取りまとめることとした。
（2）その他
①火山防災ハンドブックの住民説明
会について
②岩手山噴火対策防災訓練について
③火山災害（土石流、泥流）監視シス

・移動系無線の増設による現地と災害対策本部と

テムの導入についてなど

の通信確保（その他衛星携帯電話など）
・消防無線の整備による対応状況、消防団の出動

「主要検討項目」の取りまとめが終了した

状況、災害発生状況等の情報収集の徹底

より実効性のあ
ことから、それらを踏まえ、
る対応を図るため、次の防災関係機関に

（4）火山情報等の住民等への提供手段

オブザーバー出席要請を行い、それぞれ

・放送文のマニュアル化を徹底
・避難場所での住民への情報提供方法

12月11日

・情報伝達範囲の拡大、伝達漏れの防止

3

（5）避難場所の再確認及び施設整備

15:00〜
岩手県公会堂
23号会議室

・火山防災マップ掲載の避難場所の再確認と施設整備
（6）避難勧告、指示等

の対応状況等の説明を受けた。
（1）盛岡地方気象台
佐々木 高防災業務課長
火山情報について
（2）岩手工事事務所
中村 巌洪水予報課長
岩手山監視システムについて

・発令時期、県への報告等のマニュアル作り

（3）陸上自衛隊岩手駐屯地

（7）警戒区域の設定

高石勝人第3科長

（8）避難誘導体制の整備

自衛隊の災害派遣について

（9）自主防災組織の結成、育成の促進
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（1）
「岩手山火山対策市町村ヒアリン
1999年
3月16日
10:00〜
4

岩手県
盛岡地区
合同庁舎8階
講堂C会議室

8月30日

グ結果」について、㈱社会安全研究
9

所福井敏夫応急計画研究部長、首
藤由紀ヒューマンファクター研究部長

13:30〜
岩手県庁4階
特別会議室

から説明。

「緊急対策ガイドライン」に基づくマニュ
（1）
アルの各市町村の進捗状況について
（2）緊急情報通報設備の整備について
配置計画及び概算費用（1億9千万円）
の説明

（2）岩手山噴火対策防災訓練、岩手山
第10回（9月16日10:00〜盛岡地区合同庁舎6-1会議室）

火山防災シンポジウムについて

第11回（10月12日10:30〜盛岡地区合同庁舎6-1会議室）

（3）NTTの電話会議システム(県＋岩手

※上記2回の検討内容は次のとおり

山周辺6市町村間)を導入することに

（1）今後整備が必要となる火山防災施設・設備について

ついて（機器は県から市町村に貸与）

（2）緊急情報通報設備の整備スケジュールの変更について
（1）火山活動の状況について4月16日の「岩

（3）防災会議協議会（仮称）について

手山の火山活動に関する検討会」
4月21日
14:00〜
5

岩手県庁4階
特別会議室

の評価を説明

11月15日

（2）岩手山噴火対策防災訓練、岩手山
火山防災シンポジウムについて

12

「主要検討項目」について
（3）
いて

2000年
1月18日

（1）県の火山対策業務計画について

6

14:00〜
エスポワール
いわて会議室

13

（2）今後の対応について

岩手県庁12階

イ 県と4町村（登山口を有する町

特別会議室

村）の対応について
ウ 関係機関、団体、入山者等が
14

「緊急対策ガイドライン」が示されてから
13:30〜
7

盛岡地区
合同庁舎
8階第1会議室

最初の連絡会
（1）
「緊急対策ガイドライン」に基づくマニュ
15

（2）入山規制に係る安全対策面の条件
整備について

16

（2）緊急情報通信設備の整備について

8

15:30〜
岩手県公会堂
23号会議室

（3）
「岩手山の火山活動に関する検討会」

加いただき、
それぞれの火山災害対策の
現状の説明を受けた。
（1）西岩手山の火山現象（水蒸気爆発）
への対応について
（2）災害情報の報告について
（3）報道機関への広報依頼について
放送各社に対する放送協力要請につ

13:00〜
盛岡地区

※放送協力要請項目、要請方法につい

合同庁舎

て検討を行い、2月20日放送各社と打

6-1会議室

合せ会を行った。

13:30〜
岩手県庁

6月26日

アルについて

岩手支店及び東北電力㈱岩手支店に参

いて

7-1会議室

「緊急対策ガイドライン」に基づくマニュ
（1）

ンの支援について、東日本電信電話㈱

2月10日

4月24日

アル等の作成について

（3）迅速な判断体制の整備について

7月28日

10:00〜

ア 県と周辺6市町村の対応について

対応すべき事項について

6月17日

岩手県庁P3
階映写室

「緊急対策ガイドライン」の策定につ
（4）

5月19日

13:30〜

「緊急対策ガイドライン」に基づくライフライ

13:30〜
岩手県庁
3-J会議室

平成12年度に計画している火山対策関
係業務について県から説明し、共通認識
を図った。

（1）入山規制緩和・緊急通報システムの
設置に係る事前調査及び設置スケ
ジュールについて
（2）有珠山の教訓と今後の対応について

への盛岡地方振興局、周辺6市町村
の参加について
（4）岩手山火山防災シンポジウムについ
て

17

（5）北海道十勝岳、群馬県草津白根山
及び長野県浅間山の調査結果につ
いて
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2001年

平成14年度岩手山入山規制の取扱いに

12月25日

ついて、12月27日に開催予定の「岩手山

13:30〜

火山災害対策検討委員会」に提案する

岩手県議会

に当たり、関係市町村の意思統一及び最

第3会議室

終確認を行った。

（1）岩手山噴火対策防災訓練について

2002年
4月10日
18

13:30〜
岩手県庁4階
特別会議室

（2）岩手山火山防災シンポジウムにつ
いて
（3）岩手山東側の入山規制緩和及び岩
手山西側の入山規制地点の変更に
ついて
（1）岩手山入山規制一部緩和の実施状

10月9日
19

13:30〜
岩手県庁6階
特別会議室

況について
（10月14日）の対応
（2）規制緩和終了日
について
（3）平成15年度の岩手山入山規制一部
緩和の実施について
（4）岩手山噴火対策防災訓練について
（1）平成15年度の岩手山の入山規制緩

12月18日
20

10:00〜

和について
（2）岩手山西側の安全対策について

岩手県議会

※12月24日の「岩手山火山災害対

第３会議室

策検討委員会」開催へ向けての意
思統一を図った。
岩 手 県 情 報システム課からテレビ会

2003年
3月17日
21

14:40〜
プラザおでって
特別会議室

議システムの利用促進に係る説明を行っ
た。
（1）岩手山噴火対策防災訓練について
（2）岩手山火山防災シンポジウムについ
て

※以降は「岩手山火山対策関係 6 市町村連絡会」と
しての会議は行わず、必要な協議事項については、
「岩手山の入山規制に係る関係者会議」において実施
した。
（文責：岩手県総合防災室 菊地真司）
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3. 岩手山の入山規制に係わる関係者会議
1. 会議開催の経緯

3. 会議開催の概要

2000 年 6 月 13 日開催の「県と岩手山関係 6 市町村
長との協議」において、『火山活動が切迫した状態で
①岩手山現地調査結果について

ないとされている岩手山東側について、平成 13 年度か

岩手山東側登山口を有する3町村（雫

ら入山規制解除を行う方向で調査、安全対策を進めて

石町、西根町、滝沢村）が、今後の安

いく』との合意がなされたことを受け、岩手県および関

全対策の検討資料とするため実施した、

係市町村等により入山規制解除に向けた安全対策の詳

各種通信機器等の通信状況調査の

細について検討を行うこととした。

（調査通信機器：
結果について報告。
携帯電話、ポケベル、携帯防災無線、
携帯ラジオ）

2. 構成員

②情報伝達設備について

参加者は、岩手山東側の入山規制緩和、岩手山西
側を含めた全山入山規制解除等、それぞれの検討内
容により随時変更した。

1

※機関名は現在の名称

2000年

登山者への防災情報の伝達に係る、

8月11日

登山口及び登山道各地点への情報

13:00〜

伝達設備（スピーカー、赤色回転灯）

岩手県庁4階

の設置案が示された。

特別会議室

③その他

盛岡市消防防災課

○

○

盛岡市観光課

○

○

の噴火に係る噴石エリアに入ること
から、代 替ルートについて、西 根

ア 焼走りコースの一部が岩手山西側

雫石町総務課

○

○

雫石町商工観光課

○

○

西根町総務課

○

○

西根町企画商工観光課

○

○

滝沢村防災防犯課

○

○

合、危険を伴うことになるので、対

滝沢村商工観光課

○

○

応について、
検討していくこととした。

松尾村総務課

○

○

松尾村商工観光課

○

○

玉山村住民生活課

○

○

玉山村産業振興課

○

○

盛岡地区広域行政事務組合消防本部

○

○

盛岡森林管理署

○

○

岩手県警察本部警備課

○

○

岩手県警察本部地域課

○

○

岩手県山岳協会

○

○

10月2日

て、危険区域の外側を迂回するコース

盛岡地方振興局企画総務部

○

○

14:30〜

を設定することとし、環境庁、林野庁、

岩手県庁3階

文化庁と協議を進めることとした。

盛岡地方振興局林務部

査を実施することとした。
イ 入山規制緩和に当たり、八合目避
難小屋に監視員等を常駐させる場

①町村の現地調査結果について
9月14日
2

○

○

岩手県商工労働観光部観光経済交流課

○

○

岩手県農林水産部緑化推進課

○

岩手県農林水産部森林保全課

○

岩手県県土整備部砂防災害課

○
○

○

岩手県企業局施設総合管理所

○

国土交通省岩手河川国道事務所

○

岩手県庁3階

②入山者への情報伝達設備について
設置機種についての説明
③入山者の把握方法について
入山者の下山状況確認のため電話
番号の記載が必要があり、
カード投入
方式とする方向で検討することとした。
①岩手山西側の噴火に伴う噴石エリア
にかかる焼走りコースの取扱いについ

3

J会議室

②入山規制期間について、
「7月1日から
体育の日まで」を原案として進めること
とした。
①噴石エリアの迂回ルートおよび登山者カー

10月26日

○

岩手県企業局経営総務室

13:30〜
J会議室

○

岩手県環境生活部自然保護課

岩手県総務部総合防災室

町と岩手県自然保護課が合同調

4

13:30〜
岩手県議会
第3会議室

ドの取扱いについて意見交換がなさ
れた。
②松尾村から七滝コースの入山規制地
点の見直し（県民の森を除外すること）
について意見があり、今後の検討課題
となった。
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※11月7日開催の「県と岩手山関係6市
町村長との協議」において、岩手山東側

5

12月13日

入山規制緩和を行うことを合意したこと

13:30〜

を受け、
今後の対応について協議を行った。

岩手県庁12階

①各機関における安全対策の取組み状

特別会議室

9月18日
13

況について報告があった。
②情報伝達設備等の設置に係る許認可

13:30〜
岩手県議会
第3会議室

事務の役割分担について決定された。
①安全対策の取組み状況について
ア 情報伝達設備の設置時期について
イ 八合目避難小屋の防災無線の設
置時期について
ウ 噴石エリアの迂回ルートについて
自然保護課から認められる方向で
ある旨の報告があった。
2001年
1月31日
6

13:30〜
岩手県庁12階
第1会議室

エ 規制看板等について
各町村、警察、森林管理署の連名
で行う方向となった。
10月18日

オ 登山箱について
緩和期間終了後は、撤去する。

14

カ 監視員について
町村で組織する協議会負担。
キ パンフレット、
チラシ、
ポスター作成、
観光事業者向け研修会を実施する。
②許認可事務
情報伝達設備、登山箱、焼走りコース
申請時期の確認。
代替ルートについて、

第7回（3月14日9:30〜盛岡地区合同庁舎6-1会議室）
第8回（4月20日13:15〜岩手県議会第3会議室）
第9回（5月22日13:30〜岩手県公会堂21号会議室）
第10回（6月17日13:00〜岩手県議会第3会議室）
第11回（6月26日13:15〜岩手県公会堂12号会議室）
※上記については、安全対策、許認可事務の進捗状況確認及び
当日の配備体制の確認などの協議が行われた。
入山規制緩和前日、
①情報伝達の在り方について
緊急通報装置については、県と町村
担当者と協議のうえ、1時間以内に起

12

15:00〜
岩手県公会堂
12号会議室

岩手県庁6階
特別会議室

山岳協会に委託する。予算は三

7月13日

13:30〜

15

動することについて再確認した。
②入山者の確認について
警察と町村の連携について、マニュア
ル化することとした。
③登山者カードの投函について
投函率を上げるため、人感センサーによ
り、
投函を呼びかけるエンドレステープの
今後検討することとした。
設置について、
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入山規制緩和期間終了に向けて打合せ
が行われた。
①登山者・下山カードの記入・回収率を
高める方策について
②入山規制緩和終了日の対応について
③岩手山西側の入山規制緩和について
まだ、西側の火山活動が落ち着いたと
10月頃には関係町村、
いう認識はないが、
県土整備部、農林水産部により関係
者会議を開催し、緩和に向けて準備を
することとした。
平成13年度の入山規制緩和が終了し、
来年度に向け反省事項の検討を行った。
①登山・下山カードの内容について分か
りづらい、項目が細かすぎるなどの意
見が出されたが、回収率90％以上とい
うのはまずまずの結果であり、今後も啓
発活動を続け、現行のままで継続使用
とした。
（人感スピーカーを設置し、投
函を呼びかけることとした。）
②仮設トイレについて
平笠不動小屋付近に設置し、
利用者が
多かった。来年度も再設置する。
（県自
然保護課）
③県外客へのPRについて
県観光課から、旅行業者がツアーを組
むのは、6ヵ月前であるので、早期に来
年度の方針が決まらないかとの意見
があった。最終決定は、火山活動の推
移を確認のうえ6月になるが、12月には
方針を決定することとした。

①平成14年度入山規制緩和について
7月1日午前6時〜10月14日
（体育の日）
午前9時までとし、対象ルート、安全対
策については、基本的に本年度と同様
とすることが確認された。
②スケジュール
12月27日「岩手山火山災害対策検討
11月21日
委員会」、
「県と6市町村長との協議」
13:30〜
で方針決定、
2002年6月下旬最終決定。
岩手県競馬会館 ③岩手大学斎藤教授から次の事項につ
405会議室
いて提案があり、協議のうえ今後検討
していくこととした。
ア 機材の荷揚げについて
イ 平笠不動小屋の緊急時の活用
ウ 下山標識などの改善について
エ 入山者の意識改善について
オ 夜間の緊急下山について
カ 監視員の責任について

①松尾村七滝コースについて

岩手山に関する「火山噴火予知連絡会」
の見解から『西側での水蒸気爆発の可

松尾村から県民の森を入山規制区域

11月22日
13:30〜

16

岩手県民会館
第2会議室

から除外することについて話題（費用

10月28日

「岩手山の
能性』という表現が削除され、

安全対策案）が出され、意見交換を行

13:30〜

火山活動に関する検討会」において、2

岩手県公会堂

年後を目途に岩手山西側の入山規制を

22

い、今後の実施に向け、安全対策の準

15号会議室

備だけは進めていくこととした。
②焼切沢の治山事業について
10万 の土石流を想定し平成16年度

した。

完成予定で進めているが、御苗代湖

2003年

の決壊等の想定を考えると、モノが出

第23回（3月17日13：30〜プラザおでって特別会議室）

来たから安全とはいえない。早く避難

第24回（5月11日10：00〜岩手県庁4階特別会議室）

できる体制づくりが必要である。

第25回（6月13日10：00〜岩手県庁4階特別会議室）

12月27日の「岩手山火山災害対策検討

17

※上記は、7月1日の東側入山規制緩和に向けた各機関の作業

12月21日

委員会」に入山規制地点の変更（県民

状況の確認及び西側入山規制緩和に向けた現地調査の詳

13:30〜

の森を除外すること）についての提案を

細について協議を行った。

岩手県民会館

行うに当たり、行政側が検討している安

第2会議室

全対策について説明を行う必要があり、

11月4日

各機関の意見調整を行った。

18

2002年

12月27日の「岩手山火山災害対策検

1月29日

討委員会」で入山規制地点の変更に

13:30〜

ついては継続審議とされたことを受け、

岩手県盛岡地区

関係者に状況説明を行い、意見交換

合同庁舎
1月30日
13:30〜

19

岩手県議会
第3会議室

26

を行った。

1月15日
27

12月27日の「岩手山火山災害対策検討

10:00〜

委員会」で平成14年度の入山規制緩和

岩手県庁

の方針が示されたことを受け、関係者に

12階特別会議室

状況説明を行うとともに、準備に係るスケ
ジュールの確認を行った。

制地点の変更）について
七滝コース、松川コースの一部入山規

策内容についての事前調整を行うとともに、
作業分担の確認を行った。
11月13日開催の「岩手山火山災害対策
検討委員会」において2004年7月1日から
全山で入山規制解除を行う方針が示さ
れた。2月4日開催予定の同委員会に安
全対策の具体案を提出するため、事前
に調整を行った。

※全山での入山規制解除に係る各機関の作業状況の確認及
び当日の配備体制について協議を行った。

6月に実施することで確認した。

岩手県公会堂

を前提に提出する岩手山全山の安全対

第29回（6月24日10:00〜岩手県庁4階特別会議室）

③岩手山西側の入山規制緩和（入山規

13:30〜

11月13日開催予定の「岩手山火山災害
対策検討委員会」に全山入山規制解除

第28回（4月26日10:00〜盛岡地区合同庁舎8階講堂）

②下山訓練について

15号会議室

岩手県公会堂

2004年

各機関の分担の再確認を行った。

4月23日

13:30〜
15号会議室

①岩手山東側緩和スケジュール

20

解除するとの提言がなされたことを受け、
今後の入山規制の在り方について協議

制地点を変更することについて、安全
対策案等が示され、
6月開催予定の「岩
手山の火山活動に関する検討会」に
よる火山活動の評価を踏まえ最終決
定することとした。

第21回6月25日10:00〜岩手県庁4階特別会議室
※7月1日の入山規制に係る各機関の対応についての最終確認
を行った。
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（文責：岩手県総合防災室 菊地真司）
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4. 岩手山登山者安全対策協議会
3. 規制解除への要望（1998年7月1日〜1999年3月31日）

1. はじめに
「岩手山登山者安全対策協議会」は、2000 年 10

1998 年 7 月1日に入山規制してまもなく、不況もあいまっ

月 16日に設立し、岩手山東側 4 ルートの入山規制緩和

て、周辺の観光施設のキャンセルと予約低迷があり、さ

に向け、登山者への安全対策を目的として、雫石町、

らに 9 月3日の岩手県内陸北部の地震被害などが加わっ

西根町、滝沢村の 3 町村でスタートし、2004 年からは

て、火山活動と入山規制の影響が連日のように新聞報

松尾村も会員に加わり、2001 年からの 3ヵ年は夏から秋

道されるようになった。さらには、火山活動が長期化す

の期間限定の入山規制緩和、2004 年 7 月 1 日からは、

るとの気象台の見解に不安やいらだちの報道が多く見

西側ルートも含めた全面解禁に向け、安全対策を実施

受けられるようになった。こうした中、1999 年 3 月 30日、

してきた。

31 日に岩手山周辺 4 町村の観光協会から「岩手山の
入山禁止処置緩和を求める要望書」が各首長に提出

しかしながら、岩手山の入山規制緩和は、この協議
会が単独で実施したものではなく、「岩手山火山対策

された。
この時期の盛岡地方気象台長の見解（1999 年 1 月

関係 6 市町村連絡会」
（県、盛岡市、玉山村を含む）
、
「岩手山の入山規制に係る関係者会議」、「岩手山火

14 日）：「火山性地震は、最盛時よりも減っているが、

山対策検討委員会」等の関係機関と密接な連携のもと

このまま終息していく状況ではなく、長期化傾向が強まっ

に実施されている。ここでは 1998 年 6 月の入山規制の

ている。
」

決定経緯、入山規制緩和の要望等の経緯を含めて記
述する。

4. 入山規制解除への初期の取り組みと体制づくり
（1999年4月1日〜2000年5月12日）
1999 年 4 月以降、入山規制緩和の要望を受けた岩

2. 入山規制の決定（1998年4月29日〜7月1日）
1998 年 4 月 29 日の臨時火山情報第 1 号の発表で

手山周辺 4 町村は、各市町村別の「岩手山火山災害

緊張が高まり、続く6 月 24 日の臨時火山情報第 2 号

対策図」を作成し避難訓練などの防災対策を進める一

が決定的要因となって、6 月 26 日の第 2 回「岩手山

方で、緩和に向けた本格的な検討を始めた。

火山活動対策検討委員会」と岩手県と関係 6 市町村

当初、岩手県は入山規制の解除を岩手山全体の問

の協議により、登山口を有する岩手山周辺 4 町村（雫

題として位置付けて県が原案を作成し、「岩手山火山

石町、西根町、松尾村、滝沢村。以下、「岩手山

対策関係 6 市町村連絡会」で議論を進めたが、最終

周辺 4 町村」という。）が入山規制を行うことに決定

的には東側ルートの入山規制緩和に向け雫石町、西根

した。

町、滝沢村の 3 町村で調査や具体案の検討を行うこと

この決定は、「岩手山火山活動対策検討委員会」

となった。この時点では、まだ協議会としてではなく、

が提示した 2 つの案、「西側での水蒸気爆発の可能

上記連絡会の中の東側登山口を有する 3 構成員の町

性が高いため西側の入山規制が必要」と「東側も含

村として取り組んだ。それまでの一連の経過の概略は、

めた山体全体の活動としてとらえ全体の規制が必要」

次のとおりである。
（1）
「岩手山火山対策関係6市町村連絡会」による検討

をもとに、岩手山周辺 4 町村が「東側が安全なわけ
でもなく、西側だけ規制しても東側から西側に入ること

（1999年5月19日〜1999年10月12日）

も可能であり、人命を第一に考え全面規制すべき」と

岩手県主体の取り組み案を検討した。県原案では、
一つのシステムを採用し、音達距離を考慮して各登山

の最終判断をしたものであった。
：
この時期の専門家の見解（浜口博之東北大学教授）

道に通報装置を配置する。費用は約 1 億 9 千万円。

「火山性微動の振幅もそれほど大きくなく、低周波地

検討の結果、県主体の事業ではなく、規制権限のある

震もまだ少ないので、他の噴火事例と比べて活動レベ

登山道を有する町村が実施する方向とした。
（2）岩手山周辺4町村会議（2000年1月7日〜5月12日）

ルは低い。水蒸気爆発が起こった場合、現在のデー
タから山体崩壊を伴って大被害を出した磐梯山のよう

1）1 月 7日 担当課長会議（滝沢村役場）

な大規模なものではなく中規模程度の可能性が高い。」

規制緩和に向けた方針決定のため、首長会議の開
催が必要と結論。

入山規制しても罰則はなく、規制解除の見極めも「過
去の事例では非常に悩むところ。」
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2）2 月 8 日 首長会議（滝沢村役場）

ル（来年 7 月 1 日入山規制緩和を目指す）、県への補

①町村が行うべき事業として取り組む。②平成 12 年

助要望を協議した。
翌 8 月 11 日開催の「岩手山の入山規制にかかる関

度に調査を行う。③町村の取り組みを示した上で、国

係者会議」に、情報伝達設備として登山口と登山道

及び県に補助を要望していくことを決定。
3）5 月 12日 担当者会議（滝沢村役場）

各地点にスピーカーと赤色回転灯を設置する案等を提

①当初の県案は相当の費用を要することから、他の

示した。

方法を含め検討する。②雫石町、西根町、滝沢村が

3）9 月 5 〜 6日（3 回目）

岩手山東側登山ルートの調査を実施する。③松尾村は

調査目的：情報伝達装置設置案により実施。山頂

水蒸気爆発の可能性の残る西側ルートのため同時進行

付近では 3 町村合同

は困難。④現地調査実施項目として、通信機器（ラジ

調査メンバー：村防災担当 2 名、村観光担当 1 名、

オ、携帯電話、ポケベル、防災無線）の受信状況、

協力職員 2 名、分署員 1 名

機器の設置箇所、啓発看板の設置位置を検討すること

調査結果：サイレンは馬返しから六合目まで（50 Ｗ

を決定した。

車載用効果大）。七合目から四合目 OK。山頂付近
では三箇所（鬼ケ城、七合目、平笠）OK。特に

（3）
「県と岩手山関係6市町村長との協議」
（2000年6月13日：岩手県庁）

鬼ケ城の効果大。設置位置は最終的にこれで OK。

平成 13 年度から入山規制解除を行う方向で調査、

この最終調査結果は、9 月 14 日「岩手山の入山
規 制に係わる関 係 者 会 議 」（ 県 庁 ）に報 告し、 整

安全対策を進めていく方針を決定した。

備計画と翌年 7 月 1 日の入山規制緩和に向けたスケ
ジュールを提案し、県補助を含めた予算化に向けて

5. 現地調査の実施と情報伝達システムの方針決定

始動した。

（2000年7月11日〜11月7日）

11 月7日「県と岩手山関係 6 市町村長との協議」
（県

（1）現地調査

庁）において、岩手山東側入山規制緩和について合

本格的現地調査は 3 町村でそれぞれ 3 回実施した。

意した。

以下、滝沢村の柳沢コースの調査結果を示す。
1）7 月 11 〜 12日（第１回目）

6.「岩手山登山者安全対策協議会」の設立

調査目的：防災無線、ポケベル、携帯電話、ラジオ

（2000年10月16日）

の受信感度及び登山道の確認

（1）設立の経緯

調査メンバー：村防災担当 1 名、村観光担当 2 名、
協力職員 3 名、村山岳協会 3 名、県自然保護課 2 名

①情報伝達装置（各町村の防災無線を利用）を含

調査結果：防災行政無線、ポケットベル全区間受信

めた安全対策を可能な限り同一規格にする必要が

OK。携帯電話は一部区間受信不能。八合目避難

あること。
②県補助（地域活性化事業調整費補助金）を申請

小屋防災個別受信機受信 OK。登山道 1 箇所補修
必要。

採択するにあたり、3 町村が一本化した方が良い

2）7 月 26日（第 2 回目）

との盛岡地方振興局の指導があったこと。
（2）目的

調査目的：ハンドスピーカーサイレン（20 〜 30 Ｗ）

登山者の安全を図るため緊急通報装置の設置等の

の可聴範囲調査

安全対策を行うことを目的とする。

調査メンバー：村防災担当 3 名、村観光担当 1 名、

（3）設立総会

協力職員 3 名、県消防防災課 1 名、県自然保護課
1 名、マスコミ関係者 9 名

（2000 年 10 月 16日：盛岡地区消防本部会議室）

調査結果：強風下、馬返しから四合目まで OK。八

「岩手山登山者安全対策協議会」の設立総会を開
催し、規約が承認され設立した。

合目から山頂は不可。八合目から六合目は不可。

①構成員は雫石町、西根町、滝沢村の 3 町村

この 2 回の調査結果をもとに、2000 年 8 月 10日滝沢
村で「岩手山周辺 4 町村会議」を開催し、設置候補地、

②会長は滝沢村長（事務局滝沢村）と決定

機種（各町村の防災無線を使用）、今後のスケジュー

③地域活性化事業調整費補助金交付申請の事業概
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（1）緊急通報装置のシステム選定

要、事業費の承認

当初、費用の安いポケベルのシステムができないか

④緊急通報装置の設置計画（案）
、今後のスケジュー

検討した。調査結果では、全地域で良好であったが、

ル（案）を了承
なお、2004 年 4 月 23 日、西側を含む岩手山全山の

運営会社側としては岩手山は圏外であることから責任が

入山規制解除に向けた安全対策の実施のために開催

もてないとの回答であり、安全対策の重要な通信手段と

した総会において、松尾村が構成員に加わり、会長は

してポケベルを採用するのは無理と判断した。そこで、

雫石町長（事務局雫石町）となった。

各町村にある程度の費用負担はかかるものの、防災無
線を利用した仕様にすることとなった。
①システムの起動

7. 岩手山東側の入山規制緩和に対する取り組み

システムの万が一の起動は、3 町村毎に行うことか

（2000年10月16日〜2001年6月30日）
2001 年 7 月 1日の岩手山東側 4 ルートの入山規制緩

ら、起動に時間差が生じることもありうるため、共

和に向けて、2001 年 6 月に開催される「岩手山火山

通マニュアルを作成して訓練を行い、対応すること

災害対策検討委員会」までに安全対策を完了しなけれ

とした。
②サイレンの継続時間

ばならないため、これを目標に補助金申請、システム設

登山口は電源が確保されているのでサイレンの時

計と製作、設置の取り組みを開始した。
次に岩手山東側の安全対策をおこなう上で重要であっ

間は余裕があるが、他の箇所はバッテリー電源の

た緊急通報装置、登山者カード、人感スピーカー、注

ため余裕がないため、効果的なサイレンの鳴らし方

意啓発看板について述べる。

を検討した結果、断続的に鳴らす方法を採用した。
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③ソーラーの追加
システム電源としてソーラーシステムは、検討当初に
は経費が高いため検討から除外していた。次善策
としてバッテリーの充電で対応するシステムを製作し
たが、協力していただく山岳協会の労力と経費およ
びメンテナンスを考慮して見直すべきとの意見があり、
規制緩和の直前にソーラーシステムを追加すること
とした。その結果、維持管理がスムーズになった。
④赤色回転灯
当初、省電力の LED 式回転灯を採用したが、視
覚効果が少ないため、赤色回転灯に交換した。
その後、山頂を含むスピーカーの無い 3 箇所にフラッ
シュ型回転灯を追加した。回転灯には黄色、青
色もあり最適な色について多少の意見も受けたが、
色別の効果については検証していない。
⑤緊急通報装置の設置位置
費用と効果を考慮して登山口、主要箇所、山頂の
最小限の設置として、看板等を充実させて登山者
の自己責任を啓発することとした。関係図を図 1、2、
3 に示す。
（2）登山者カード（写真 5）
Ａ 4 一枚物の切り取り式で 150,000 枚作成した。注
意事項と配置図に加え、登山者カードと下山者カードを
それぞれ切り取るタイプの物とした。議論を重ねて作成
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したものの、2 年目 3 年目に色々な意見が出てきたのも
事実である。最初に大量に印刷したため変更せず、3
年間使用し、4 年目も登山者カードのみ利用した。もう
少し簡単な様式とし、カードを注意事項や配置図と切り
分ける方法も良かったと思う。
（3）人感スピーカー（写真 4）
登山者カードの回収率を向上させるため 2 年目に各
登山口に配置した。経費的にも安価で設置や音声の
変更も容易であり、無人箇所での啓発には効果が大きかっ
たと感じている。
（4）注意啓発看板（写真 6）
登山者に岩手山は活火山であることの認識を高めて
もらうとともに、登山時の注意事項を記載した看板を作
製し、御神坂、馬返し、焼走り、上坊の 4 コースに合
計 14 箇所設置した。
8. 岩手山西側を含む全山の入山規制の解除
（2003 年 7 月 31 日〜 2004 年 6 月 30 日）
岩手山東側における3 年間の夏期の入山規制緩和と
ともに、火山噴火予知連絡会の見解から「岩手山西側
の水蒸気爆発の可能性」を示す文言が削除されたこと
を受けて、2002 年 12 月 24 日開催の「岩手山火山災
害対策検討委員会」で「2004 年を目途に西側を含め
た全面的な規制緩和の準備を進めること」で合意された。
これを受けて、2003 年 7 月 31 日から 10 月 28 日にか
けて西側の姥倉山、黒倉山、大地獄谷の調査が岩手
県主導で展開され、協議会も全面的にバックアップした。
調査結果やこれまでの観測結果から、①姥倉山稜線
部の高温地帯対策、②黒倉山の局所的な地盤変動対
策、③大地獄谷の火山性ガス対策の実施が必要とされ、
2004 年 7 月 1 日の全面解禁に向けて、2004 年 5 月 20
日から 6 月30日に諸対策を実施した。
（1）姥倉山稜線部の高温地帯の地温調査と噴気孔
分布調査
2003 年 7 月 31 日〜 10 月 1 日の間の 7 日間、姥倉山
稜線（標高 1,480 ｍ付近）の登山道付近に出現した
高温地帯（東西 640 ｍ、南北 200 ｍの範囲）で、深
度 30 ㎝の地温を測定する調査を実施した。測定は、
登山道に沿って 5 ｍ間隔で行い、噴気孔が多く地下の
空洞がある姥倉山分岐付近では 2.5 ｍグリッドで測定した。
測定は延べ 64 名で 1,143 点で行った。また、黒倉山−
姥倉山間稜線北斜面にある未調査の噴気孔の地温を
測定した。この調査で黒倉山−姥倉山間の稜線部に
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分布する噴気孔は 330 個（以上）であることが判明した。
なお、この調査への参加機関は岩手県、盛岡地方気
象台、岩手大学工学部、雫石町、松尾村、滝沢村、
岩手県山岳協会である。
調査の結果、裸地となっているのは 40℃以上の地温
を示す地域であり、登山道を横切って 80℃以上の高温
帯が分布することや高温帯の地下に空洞が分布するこ
とが確認された。この調査によって、空洞を避ける登山
者の誘導が必要な範囲や踏み抜き防止が必要な高温
湿地の位置が判明したため、登山者誘導ロープ、高温
注意看板、半裁木による埋設木道などの安全対策を実
施することとした。
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作業メンバー：岩手県総合防災室 2 名、滝沢村 1 名、

（2）大地獄谷の火山性ガス調査

松尾村 1 名

大地獄谷主噴気孔などから噴出して拡散する火山ガ
スのうち有毒な二酸化硫黄と硫化水素が登山道でどの

2）2004 年 6 月 2日 姥倉山鞍部の高温地帯の危険

程度の濃度になるか岩手県は 2003 年 8 月 1 日〜 10 月

防止の観点から、登山道を明確に示すため誘導ロー

16 日間 2 定点で測定した（第 4 部第 2 章 P.243、第 5

プを全長 500m 区間に設置（写真 9）。

部第 2 章 P.421 〜 422 参照）。

作業メンバー：岩手県総合防災室 2 名、雫石町 2 名

その結果、観測点のひとつ（尾根側）で二酸化硫

3）2004 年 6 月 15 日 大地獄谷の火山性ガス対策

黄が観測期間の 9％の時間、作業許容濃度（その場

として注意啓発看板を 4 箇所に設置。姥倉山鞍部

所で労働省が 8 時間通常の作業を続けても身体に影

から支柱や看板、工具を自力で運搬し設置作業にあ

響を及ぼさないとする日平均の濃度）の 2ppmを超える

たった。また、地殻変動が続く黒倉山山頂への入山

ことが判明した。この事実にどのように対応するか火山

を規制するため登り口 2 箇所に立入禁止ロープを張っ

ガスの専門家の意見を中心に検討を重ねた結果、登

た（写真 12 〜 14）。

山道の利用は可能として、火山ガスに対する注意看板

作業メンバー：岩手県総合防災室 3 名、雫石町 4 名、

の設置と大地獄谷噴気地域への立入を禁止することと

西根町 2 名、滝沢村 2 名、松尾村 6 名、県山岳協

した。

会3名
これらの他にも、網張、松川、七滝の各登山口に記載

（3）音達調査

台付き登山箱を設置したほか、登山口及び登山道中間

2003 年 10 月 28 日、西側にも東側同様の緊急通報
装置の設置が必要と判断された場合を想定して、岩手

地点などに総合的な注意啓発看板を設置した。併せて、

県の協力を得て雫石町と松尾村の合同で音達調査を実

東側の既存看板について内容の変更が生じたため、

施した。

表示板の書き換えを実施した（写真 10、11）。
（5）監視員の配置

調査メンバー：県総合防災室 2 名、雫石町 6 名、松

入山規制が緩和された 2001 年から、継続して岩手

尾村 8 名
調査方法：網張、松川、七滝の各登山コースに調

県山岳協会と委託契約を締結し、緊急時における登山

査ポイントを 11 箇所設け、装置の設置箇所案である

者の避難に関する啓発や指導、緊急通報装置の通常

姥倉山と黒倉山からハンドマイクのサイレン音を鳴らし、

点検、登山道のパトロールなどを行なった。

全体の可聴状況と携帯電話の受信状況を調査した。

年度別の監視業務内容は、次のとおりである。なお

調査結果：風雨の中の調査であったが、メリット感度

2003 年、2004 年の監視業務に関しては、環境省自然

5 を示す箇所があるなど、想定箇所が適地であること

環境局の国立公園等民間活用特定自然環境保全活動
（グリーンワーカー）事業を活用した。

が判断できた。
西側への緊急通報装置の設置については、｢西側で
想定される水蒸気爆発の発生を予知することは難しい｣

2001年

とする見解から、2004 年 2 月 4日開催の「岩手山火山
災害対策検討委員会」において設置を必要としないこ
とで合意された。

2002年

（4）安全対策の実施
岩手山西側（姥倉山−黒倉山−大地獄谷）の安全

2003年

対策として、高温注意看板、立ち入り禁止看板、誘導
ロープ、丸太による木道を設置することとし、岩手県と
岩手県山岳協会の協力を仰ぎながら、協議会を構成す

2004年

る4 町村の職員らで設置した（図 4）。
1）2004 年 6 月 1 日 県防災ヘリで資材を姥倉山鞍
部に運搬後、高温注意看板 3 基と丸太による木道の
設置作業を実施（写真 7、8）。
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6月30日から10月9日までの毎日
（102日間）、
2
人体制で八合目避難小屋に常駐し監視業
務を遂行。
6月30日から10月15日までの毎日
（108日間）、
2人体制で八合目避難小屋に常駐し監視
業務を遂行。
6月30日から10月14日までの土、
日、
祝日
（48
日間）、
2人体制で八合目避難小屋に常駐し
監視業務を遂行。
6月30日から10月11日までの土、
日、
祝日
（48
日間）、
1人体制で八合目避難小屋に常駐し
監視業務を遂行。加えて、
期間中の毎週土
曜日
（15日間）、2人体制で西側（網張−姥
倉山−黒倉山−大地獄谷）
を巡視。
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ここでは事務局として活動した際に苦慮した 3 項目を記

9. 終わりに
2,000 ｍ級火山の登山口から山頂にまで緊急通信装

述しておきたい。

置を含む安全対策を実施し、入山規制を緩和した火山

最初に、緊急通報装置等の工作物の設置に係る許

はほかに例を見ないであろうと思いながら、その装置を

認可事務である。岩手山は国立公園であるため自然公

訓練以外の災害時対応として起動することなく、4 年間

園法による許可が必要で、その区分も特別保護地区と

が無事経過し全面解禁を向かえた喜びは大きい。

特別地区とがあり、他に森林法、鳥獣保護に関する法

入山規制の開始当初、緩和に向けた慎重な対応に

律 ( 略称 )、特別史跡に関する規則（略称）等の関係

対して登山愛好者や観光サイド方面の方から、また磐

法令に基づく許可申請事務が、煩雑であり期間を要し

梯山の火山活動への対策との比較をし、批判の声が

た（本誌資料に掲載）。その関係機関も「岩手山の

聞こえてきたりもした。また、不況とあいまって、周辺の

入山規制にかかる関係者会議」のメンバーに加わるよ

観光面にも大きく影響を与えた入山規制であるが、全

うになって、後半はスムーズになり、ここでも連携の強さ

面規制の解除に対する安全対策は、登山者により大き

を感じた。

な安心感を与えたものと考えている。登山者と観光客

2 番目として、観光サイドの協力の必要性である。防

を呼び戻す費用として、この 5 年間の約 6,000 万円の

災上の安全対策は、観光面の考慮から解禁との思いも

費用が高いか安いかの検証はこれからであるのかもし

抱きながら全面的な協力に至るには時間を要した。市

れないが、防災上、火山活動の終息のメドが見えない

町村の中でも温度差があり、県内部にあっては、時に

山に対し、登山者の安全を最優先に考え、各方面が

歯がゆい面も多々あった。切迫していた 1998 〜 1999

連携し対策を実施してきた岩手山方式は間違っていなかっ

年頃は、知事や総務部長の意思が伝わり、ガイドライン

たと思っている（本協議会の年度別決算額を P.516 に

の理念に基づく連携ができた面もあるが、時間の経過と

掲載）。

人事異動があり、緩和に向けた取り組みにおいては、
改めて、全体的な意思統一が必要であると感じた。

なお、この協議会の事務としてではなく、各町村が
単独に行った業務については詳しい記載を省略した。
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3 番目として、自己責任といわれる登山者のマナーで

体のツアー客がいたと耳にはさみ、それには、大きな憤

ある。一連の安全対策は、当初から三本柱が必要とい

りを感じざるをえなかったことを思い出す。啓発とモラル

われていた。①気象台からの適切な臨時火山情報の

の問題は、今後も大きな課題である。

発表、②緊急通報装置による入山者への下山指示の

最後に、協議会で取り組んだ緊急通報装置と看板等

伝達、③登山者の自己責任の啓発である。①につい

の設置対策は、柱ではあったけれども、それに至る経

ては、体制が整っていたので、②をこの協議会が主体

過では、岩手県航空隊、山岳協会、八幡平国立公園

で実施してきた。最後のもっとも大事な③について、登

協会をはじめとする様々な関係機関との連携のもとになり

山者カード・下山者カードの提出を求めたが、提出率

たっている。この一連の経緯が、いつかは活動を再開

が低かった。さらにもっとひどかったのは、入山禁止看

するであろう岩手山の火山対策に、更には、他の火山

板を確認しているにもかかわらず、7 月 1 日の緩和に向

対策の参考となることを期待し、記述をおわる。

け作業しているその横の登山道を上ってくる登山者と団

10.「岩手山登山者安全対策協議会」の活動経緯
岩手山東側4ルート入山規制緩和（2001.7.1〜2003.10.13、冬季間は入山を規制）
2001年（1年目）入山規制緩和
補助関係
2000.11.2〜12.11
地域活性化事業調整費事業の採択の内報（11.2）、
内示（11.15）、
交付申請（12.11）
通報装置等製作（通報装置・注意看板・登山箱）
2000.11.15〜12.15
岩手山防災通報装置設計委託
岩手山防災通報装置製作
2001.1.11〜3.28
（雫石町御神坂コース、
西根町上坊・焼走りコース：沖電気工業
滝沢村柳沢コース：日立国際電気）3タイプ計11基（図2）
2001.3.6〜3.28
中10枚、
立入禁止5枚）
登山者注意看板等製作（注意看板大4枚、
2001.3.6〜3.28
記載台付き登山箱製作（4個）
通報装置等設置
2001.4.24〜5.25
岩手山防災通報装置等設置工事発注〜設置
防災通報装置ヘリ搬送コンポ作業（5.10）、
設置箇所調査（5.13）
2001.5.10〜5.15
防災通報装置資材ヘリ搬送（5.15）
2001.5.17〜6.1
注意看板、
登山箱等設置〜完了
登山者カード作成
2001.5.18〜6.14
登山者カード印刷発注〜完了
通報装置試験
各ルート別通報装置通信試験完了（4ルート随時実施）
2001.5.18〜6.1
2001.6.13
3町村合同による通報装置現地起動試験
研修会及び訓練
2001.6.18
山小屋監視員
（県山岳協会）研修会
2001.6.19
緊急下山防災訓練（県他関係機関合同）
機器の追加
2001.6.22〜6.27
通報装置用太陽電池パネル追加工事発注〜完了
2001年入山規制緩和
規制緩和開始（各登山口午前0時）〜
2001.7.1〜10.8
再規制（体育の日：各登山口午前10時）
期間中、
監視員との定時交信（毎日8時35分）
機器の撤去作業
2001.10.9〜10.17
通報装置撤去作業
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2002年（2年目）入山規制緩和
2002.5.10〜6.17
2002.5.15
2002.5.28〜6.17
2002.6.16
2002.6.17
2002.6.30
2002.7.1〜10.14
2002.10.16〜18

岩手山防災通報装置設置(登山口を除く7箇所)
通報装置設置箇所事前調査（支柱の状況等）
登山口音声喚起装置設置工事発注（新規）
山小屋監視員
（県山岳協会）研修会
緊急下山防災訓練（県他関係機関合同）
監視員業務器材等山小屋搬入（無線等） 山小屋監視員と最終打合せ
規制緩和開始（各登山口午前6時）〜
再規制（体育の日：各登山口午前9時）
期間中、
監視員との定時交信（毎日8時35分）
通報装置撤去完了

2003年（3年目）入山規制緩和
2003.5.16〜5.28
2003.5.19
2003.6.15
2003.6.16〜10.31
2003.6.17
2003.6.26〜10.14
2003.6.30
2003.7.1〜10.13
2003.10.15〜16

岩手山防災通報装置設置
通報装置設置箇所事前調査（支柱の状況等）
県山岳協会山小屋監視員研修会（会場：滝沢村役場）
環境省自然観察局：グリーンワーカー事業「平成15年度岩手山入山規制緩和に
伴う登山者安全対策・監視業務」を締結（新規）
緊急下山防災訓練（県他関係機関合同）
岩手県山岳協会と山小屋監視員業務を委託契約（土日・祝日のみ）
監視員業務器材等山小屋搬入（無線等） 山小屋監視員と最終打合せ
規制緩和開始（各登山口午前6時）〜
再規制（体育の日：各登山口午前9時）
期間中、
監視員との定時交信（土日祝日のみ）
通報装置撤去完了

2004年（4年目）入山規制緩和
◇西側ルートを含む全面解禁へ
2004.4.23
2004.5.20
2004.5.20〜6.1
2004.5.20〜6.23
2004.5.25〜6.10
2004.5.27〜6.23
2004.6.1
2004.6.2
2004.6.14〜10.14
2004.6.15
2004.6.18
2004.6.19
2004.6.23
2004.6.25〜10.31
2004.7.1〜

岩手山登山者安全対策協議会総会（松尾村構成員に加わる）
通報装置設置箇所等事前調査（支柱の状況等）
安全対策物品製作その1（ 高温注意看板3基、
立入禁止看板3基、
火山性ガス注意看板4基、
中間転用注意看板（板のみ）9枚）
安全対策物品製作その2（ 登山箱兼記載台3基）
八合目避難小屋太陽電池常設設置工事
安全対策物品製作その3（ 登山口用注意看板（一式）3基、
登山口用注意看板（板のみ）4枚、
中間転用注意看板（一式）1基）
西側への資材搬送・注意看板設置・東側用の書き換え看板設置（御神坂）
西側の誘導ロープ・丸太設置・東側用の書き換え看板設置（馬返し・焼走り・上坊）
監視員設置業務委託
・八合目避難小屋監視、
西側監視、
事前パトロール
大地獄谷への注意看板設置
緊急通報装置の適正収納作業（九合目避難小屋から八合目避難小屋へ）
監視員設置業務（県山岳協会）研修会
登山箱及び登山口用看板設置
環境省自然環境局：グリーンワーカー事業「平成16年度岩手山入山規制緩和に
伴う登山者安全対策・監視業務」を締結
岩手山全登山ルート規制緩和開始（各登山口午前0時）〜、
以降、
全面解除

（文責：滝沢村元防災防犯課

藤原

治、雫石町総務課
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小志戸前浩政、岩手県総合防災室

土井宣夫）

第4章 防災訓練と火山防災啓発
1. 岩手山噴火対策防災訓練
4. 訓練組織

1. 目的
岩手山の噴火に伴う災害発生に備え、県及び岩手

災害対策本部の組織に準じた次の組織を設置する。

山周辺市町村と防災関係機関が一体となり、住民の参

ア 訓練岩手県災害対策本部及び同本部盛岡地
方支部

加協力のもとに実践的な訓練を実施し、有事の際に迅

イ 訓練盛岡市、雫石町、西根町、滝沢村、松

速かつ円滑な応急対策活動を行うことができるよう関係

尾村及び玉山村災害対策本部

機関相互の協力体制の確立を図り、併せて地域住民

5. 実施した主な訓練項目

等の避難体制確立及び防災意識の高揚を図ることを目

【本部運営訓練】

的とし、平成 10 年度から開催した。

１）通信情報連絡訓練

開催地は、噴火の影響を受ける周辺 6 市町村の持
ち回りとし、3 年で一巡するよう年度 2 回 ( 夏、冬 ) 開催

２）災害対策本部設置運営訓練

した。2 巡目となった平成 13 年度からは年度 1 回の開

３）職員非常招集訓練

催とし、岩手山東側でのマグマ噴火等、西側での水蒸

４）避難勧告訓練

気爆発を交互に想定し実施してきた。

５）災害救助法適用訓練

2. 主催

６）現地災害対策本部設置運営訓練
７）情報収集伝達訓練

岩手県、盛岡市、雫石町、西根町、滝沢村、松尾

８）無線電話回線設定訓練

村、玉山村

【応援要請訓練】

3. 主な参加機関

９）自衛隊派遣要請訓練

1

盛岡地方気象台

2

陸上自衛隊岩手駐屯地

10）ヘリコプター要請訓練

3

自衛隊岩手地方連絡部

11）県内市町村相互応援要請訓練

4

岩手河川国道事務所

12）放送要請訓練

5

北上川ダム統合管理事務所

6

盛岡森林管理署

7

東北管区警察局岩手県情報通信部

8

岩手県警察本部（各所轄署を含む）

14）被災状況確認訓練

9

盛岡地区広域行政事務組合消防本部

15）映像伝送回線設定訓練

10

東日本電信電話㈱岩手支店

16）先行情報収集訓練

11

㈱NTTドコモ東北盛岡支店

12

東北電力㈱岩手支店・盛岡営業所

17）衛星通信映像伝達訓練

13

東日本旅客鉄道㈱盛岡支社

14

盛岡中央郵便局、
盛岡北郵便局

15

盛岡ガス㈱

19）避難広報訓練

16

日本道路公団東北支社盛岡管理事務所

20）住民避難訓練

【情報連絡訓練】
13）上空・地上偵察訓練

【避難訓練】
18）交通規制訓練

17

岩手県バス協会

21）避難誘導訓練

18

岩手県トラック協会

22）避難住民輸送訓練

19

日本赤十字社岩手県支部

20

岩手県医師会

21

岩手郡医師会

22

23）避難者確認訓練
24）登山者避難誘導訓練
25）観光客等避難訓練

岩手県社会福祉協議会

23

岩手県看護協会

24

日本アマチュア無線連盟岩手県支部

26）家畜輸送訓練
【災害応急対策訓練】

25

岩手メディカルハムクラブ

26

岩手県立大学ソフトウェア情報学部柴田研究室

27

通信・放送機構岩手IT研究開発支援センター

28）応急救護所開設運営訓練

28

岩手県災害看護ネットワーク連絡協議会

29）医療救護訓練

29

消防団、
婦人消防協力隊、
交通指導隊、
防犯隊

30）応急食料炊き出し訓練

30

各市町村内小中学校 など

31）応急給水訓練

27）収容避難場所開設運営訓練
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6. 訓練の概要

32）応急電源供給訓練（電気防災知識普及活動）

【第 1 回】

33）緊急物資輸送訓練

①実施日時

34）安否情報窓口開設運営訓練

1998 年 10 月 18 日（日）
6:30 から 10:15 まで

35）住民相談窓口開設運営訓練

、
②訓練地 松尾村（さくら公園イベント広場ほか）

36）健康相談窓口開設運営訓練
37）こどもの相談窓口開設運営訓練

滝沢村（陸上自衛隊岩手駐屯地・村

38）ボランティア受入窓口開設運営訓練

総合公園体育館）、雫石町（西山公

39）住民救命訓練

民館）、西根町（西根中学校）

40）臨時郵便局開設運営訓練

③参加機関

37 機関

41）特設公衆電話設置訓練

④訓練項目

38 項目

42）移動通信復旧・通信確保訓練

⑤参加人員

5,657 人

43）災害用伝言ダイヤル「171」運用訓練

⑥災害想定の概要

44）道路降灰物除去・交通確保訓練

ア 10 月18日雫石町で震度 5 弱の地震が発生。

45）架橋及び応急築堤訓練

イ 岩手山西側大地獄谷で水蒸気爆発。

46）LP ガス容器撤去及び積載訓練

ウ 大雨により大規模な土石流が発生し被災。
⑦訓練の特色

【救出救護訓練】

ア 岩手山の噴火を想定した初めての訓練であっ

47）臨時ヘリポート開設運営訓練

たこと。

48）ヘリコプター救出救護訓練

イ 初めて村を主会場として行ったこと。
（総合

49）孤立者救出訓練

防災訓練は都市部が会場である。）

50）倒壊建物救出訓練

ウ 災害発生直後における本部運営、初動対応、

51）救急搬送訓練

避難・救護を主に訓練を実施したこと。

【災害医療対策訓練】

⑧実施結果

52）医療機関負傷者受け入れ訓練

訓練当日は、県内全域に暴風警報が発令されてい

【災害復旧訓練】
53）下水道管調査訓練

る中で行ったが、より地域住民に密着した実践的

54）上水道施設復旧訓練

な訓練内容としたことから、関係機関等においても、

55）都市ガス臨時供給訓練

火山災害に対する備えが充実・強化され、概ね、

56）仮設住宅配管施工訓練

所期の目的を達成したといえる。
⑨主な反省点

【講演等】

ア 暴風雨のため、防災ヘリコプターによる救出・

57）火山災害体験者講演会

救助訓練ができなかったことから、今後何

58）火山活動の現状についての講演会

らかの代替策を検討する必要がある。

74

⑧今回初めて実施した訓練
ア 自衛隊雪上車を利用した避難住民移送訓練。
イ 県警小型雪上車を利用した孤立者救出訓練。
ウ 避難勧告後、住民の避難を戸別確認する避
難確認訓練。
エ 避難所で避難住民名簿を作成し、外部からの
安否確認に対応する安否情報窓口開設訓練。
オ 避難所運営にあたり、避難者による自治会を組
織し、自治会において避難者の相談窓口を開
設する避難者の生活相談窓口開設訓練。
カ テレビ会議システムを活用し、有識者との
意見交換を行った。
キ デジタルカメラ、イリジウム衛星携帯電話

イ 強風下での衛星通信車「ぎんが号」の運用

を活用し、情報伝達手段の確保を図った。

面での可能性を検討する必要がある。

⑨主な反省点

ウ 現地対応職員に、火山災害対応時の装備が

ア 現地災害対策本部内での関係機関による情

必要である。（防塵メガネ〔ゴーグル〕・防

報交換などの活動が少なかったことから、

塵マスク・ヘルメット・雨具等）

運営の在り方を検討する必要がある。

【第 2 回】
①実施日時

イ 住民からは、防災行政無線の屋外拡声器や広

1999 年 1 月 29 日
（金）

報車による避難勧告などの情報が窓を締めて

10:30 から 13:30 まで

いたため聞こえなかったとの声があった。

（火山活動に対応した情報伝達訓練

ウ 県の防災行政無線の回線が輻輳した場合、

等は、1 月 27 日 15:00 から開始。）

本部から地方支部と庁内への円滑な情報伝

②訓 練 地 滝沢村（北部コミュニティセンター、

達ができるよう工夫する必要がある。

一本木中学校、東部体育館ほか）
③参加機関

30 機関

④訓練項目

39 項目

⑤参加人員

5,126 人

【第 3 回】
①実施日時

1999年10月24日（日）
8:00から11:00まで
（火山活動に対応した情報伝達訓練は、

⑥災害想定の概要

10 月21日15:00 から開始。）

ア 1 月 27 日雫石町で震度 3 の地震が発生する
②訓 練 地

とともに火山性地震が増加。

西根町（町立西根中学校、町民体育
館、町民センター）

イ 1 月 29 日岩手山東側山頂で噴火。火山泥流
が発生し被災。
⑦訓練の特色
ア 積雪期において特定の地域に火山泥流が発

③参加機関

31機関

④訓練項目

39項目

⑤参加人員

3,828人

⑥災害想定の概要

生し、人家等に被害が及ぶことを想定し、

ア 10 月 21 日地震が急増。

地域ぐるみの参加訓練とする。
イ 滝沢村が現地災害対策本部を設置した。

イ 10 月 24 日雫石町で震度 3 の地震が発生。

ウ 避難・救援訓練（避難誘導、避難確認、避

ウ 岩手山東側山頂で噴火。火山泥流が発生し
被災。

難所開設・運営、災害弱者対策）を徹底し、

⑦訓練の特色

減災を図るための実践的な訓練とした。

ア 積雪期に目視では確認できない中で噴火し、

エ 特定の地域で複数の避難所を開設、運営す
る訓練を行い、この訓練に関係する各種訓

火山泥流が特定の地域に発生し、人家等に被

練を防災関係機関の参加のもとに実施した。

害が及ぶことを想定した実践的な訓練とする。
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イ「緊急対策ガイドライン」に基づき作成した

④訓練項目

39項目

マニュアルにより、県から市町村へ電話会

⑤参加人員

3,140人

議システムにより対策の助言を行う訓練、

⑥災害想定の概要
ア 2 月 20 日空気振動、火山性微動、有感地震

現地対策本部において関係機関が情報の共

を観測した。

有化を図るなどの運営訓練を実施した。

イ 岩手山西側大地獄谷で水蒸気爆発が発生。

ウ 倒壊建物からの救助、医療救護、救急搬送

ウ 大雨による大規模な土石流が発生し被災。

など関係機関が連携する訓練を実施した。

⑦訓練の特色

エ 相互応援協定に基づき青森県防災ヘリによる

ア 目視では確認できない中で水蒸気爆発が発生、

孤立者救出訓練、救急搬送訓練を実施した。

その後の降雨により土石流の発生の危険性が
高くなり、人家等に被害が及ぶことを想定し、
災対本部の設置、情報収集・伝達、避難訓
練を中心とした実践的な内容とした。
イ「緊急対策ガイドライン」に基づき作成した
マニュアルにより、現地災害対策本部にお
いて関係機関が情報の共有化及び連携に重
点を置いた訓練を実施した。
ウ 倒壊建物からの救助、医療救護、救急搬送
など関係機関が連携する訓練を実施した。
エ 相互応援協定に基づき宮城県防災ヘリによる
孤立者救出訓練、救急搬送訓練を実施した。

⑧今回初めて実施した訓練

⑧今回初めて実施した訓練

ア 知事が県内に不在の際の通信手段の確保を
図るため、NTT 東日本・西日本の協力をい

ア 知事が不在のため、携帯電話と電話会議シ

ただき、テレビ会議システムを稼動した。

ステムを活用し本部員会議を開催した。
イ 現地において災害救助活動の担当地区を明

イ 電話会議システムを活用し、市町村との意

確にし、救助訓練を行い、共通の救護所に

見交換を行った。

搬送し、トリアージを行うなど連携に努め

ウ 現地本部において関係機関が同一のテーブ

るとともに、情報の共有化を図った。

ルに着席し、情報の共有化を図った。

⑨主な反省点

エ 救急搬送訓練の際、防災ヘリからドクターカー

衛星携帯電話が通信不能、防災無線電話が塞がっ

に重症者を引継ぐ訓練を実施した。

ていたりと、情報伝達に手間取った。

オ 県医師会、日本赤十字社による相互協力の
もとの医療救護訓練を実施した。
⑨主な反省点
ア 現地対策本部からの県災害対策本部への情
報発信がなかった。
イ 進行シナリオが定められた訓練でなく、抜
き打ち訓練を実施すべき。
【第 4 回】
①実施日時

2000年2月20日（日）
8:30から12:00 まで

②訓 練 地

【第 5 回】

雫石町（西山公民館、西山運動場、

①実施日時

西山保育所）
③参加機関

2000年8月27日（日）
8:00から12:00まで

30機関
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イ 避難住民に対する避難場所の周知、自主防

②訓 練 地 盛岡市（厨川中学校、青山小学校
ほか）

災組織が未形成である地区の弱者の搬送方

③参加機関

37 機関

法の確立、参加住民の参加態度などに不備

④訓練項目

50 項目

があり、住民の防災意識の向上を更に促進

⑤参加人員

4,849 人

する必要がある。
【第 6 回】

⑥災害想定の概要

①実施日時

ア 7 月 21 日岩手山東側山頂で噴火後、活動が

2001 年 2 月 18 日（日）
8:30 から 12:00 まで

小康状態。
②訓 練 地

イ 8 月 25 日火山性地震が増加。

玉山村（玉山村文化会館、渋民小学
校、玉山村総合福祉センターほか）

ウ 8 月 25 日再び噴火。火山泥流が発生し被災。
③参加機関

36 機関

④訓練項目

45 項目

火山泥流等の発生の危険性が高くなり、再

⑤参加人員

2,634 人

び住民を避難させることを想定した。

⑥災害想定の概要

⑦訓練の特色
ア 岩手山の噴火後、小康状態の中で再び噴火し、

ア 2 月 16 日有感地震のほか火山性地震が増加。

イ 倒壊建物からの救助、医療救護、緊急輸送な

イ 2 月 18 日岩手山東側山頂直下の火山性地震、

ど防災関係機関が連携した訓練を実施した。

火山性微動が増加。

ウ 相互応援協定に基づき青森県の防災ヘリに

ウ 噴火による融雪型火山泥流が発生し被災。

よる孤立者救出訓練を実施した。

⑦訓練の特色

エ 有珠山噴火の教訓を生かし、下記の新しい

ア 積雪時で、かつ目視では山の状況が確認で

訓練項目を実施した。

きない中で、火山活動が切迫し、噴火の可

⑧今回初めて実施した訓練
ア 学識者によるヘリ上空偵察等の訓練。

能性が高まったことから、住民を事前に避

イ 陸上自衛隊ヘリによる画像を災害対策本部

難させる事態を想定した。
イ 倒壊建物からの救助、医療救護、緊急輸送な

及び避難所に伝送する訓練及び架橋訓練。

ど防災関係機関が連携した訓練を実施した。

ウ 避難勧告放送要請訓練。

ウ 相互応援協定に基づき山形県の防災ヘリに

エ 災害弱者の避難所への移送、災害弱者に配

よる孤立者救出、緊急搬送訓練を実施した。

慮した避難所運営、健康相談窓口開設の訓練。

⑧今回初めて実施した訓練

オ 上水道施設復旧訓練、下水管調査訓練、都

ア 火山活動の切迫段階に応じた避難訓練。

市ガス臨時供給訓練、仮設住宅配管施工訓練。

（災害弱者の事前避難）

⑨主な反省点

イ 全ての避難所 (9 箇所）を対象とした避難所

ア 訓練のポイントを絞った、より実戦的な訓

開設訓練及び避難住民受入れ訓練。

練を検討する必要がある。

ウ 防災ヘリによる避難広報訓練。
エ 火山活動の様々な局面に応じ「岩手山の火山
活動に関する検討会」とテレビ会議を実施。
オ いわて情報ハイウェイのテレビ会議による
市町村長への避難勧告の助言。
カ アマチュア無線を活用した医療・救護訓練。
キ 畜産農家が飼育している家畜を避難させる想
定で、情報伝達や畜産農家への配車の訓練。
⑨主な反省点
ア 災害体験コーナーなどの「感覚的」に知ら
せるものがほしい。
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体験やパネル展示など住民が体感できるコー

イ 各組織ごとではなく連携した訓練とするべ

ナーの実施。

き。

イ 他市町村、振興局からの避難所運営への応

ウ 医療救護訓練について、あらかじめ傷病者

援。

の重傷度が設定している、医師等に被害状

ウ 警察・自衛隊等と地元消防団が連携する倒

況の情報伝達がない、医療材料提供訓練が

壊建物救助訓練。

盛り込まれていないなどの問題があり、改

エ 登山者の安全を確保するための避難誘導の

善が必要である。

実施。
オ 自衛隊の架柱橋を活用した救助訓練の実施。
カ より実災害に近い河川敷を会場とした、救出・
救護訓練を実施。
⑨主な反省点
ア 住民の参加が少なく意識改善が必要である。
イ 展示・体験コーナーをより住民参加型へ変
える工夫が必要である。
ウ トリアージの実施方法に改善が必要である。

【第 7 回】
①実施日時

2001 年 11 月 18 日（日）
8:00 から 12:00 まで

②訓 練 地

雫石町（西山公民館、葛根田川河川
敷、町営西山運動場）

③参加機関

30 機関

④訓練項目

48 項目

⑤参加人員

2,188 人

⑥災害想定の概要
ア 11 月18日有感地震が発生。
イ 岩手山西側で水蒸気爆発が発生。
【第 8 回】

ウ 大雨による大規模な土石流が発生し被災。

①実施日時

⑦訓練の特色

2002 年 12 月 15 日（日）
8:30 から 12:00 まで

ア 荒天であり、目視では確認できない中で岩
②訓 練 地

手山西側で水蒸気爆発が起こり、大雨によ

西根町（田頭小学校、西根中学校、

る土石流被害の可能性が高まったことから、

松川河川敷、岩手山焼走り国際交流

住民を事前に避難させる事態を想定した。

村、町総合運動公園）

イ 火山活動の様々な局面に応じた「岩手山の

③参加機関

34 機関

火山活動に関する検討会」とのテレビ会議

④訓練項目

42 項目

の開催及びいわて情報ハイウェイのテレビ

⑤参加人員

1,425 人

会議による市町村長への避難勧告の助言を

⑥災害想定の概要
ア 12 月 11 日火山性地震の回数増加。

実施した。

イ 12 月 15 日岩手山東側山頂直下の火山性地震、

⑧今回初めて実施した訓練

火山性微動が増加。

ア 一般住民や小学生の避難訓練のほか、火山

ウ 噴火による融雪型火山泥流が発生し被災。

災害体験コーナーの開設による、火山灰の
78

ア 12 月 14 日有感地震が発生。

⑦訓練の特色

イ 岩手山西側で水蒸気爆発が発生。
（目視では

ア 火山活動の活発化により、噴火の恐れがあ

確認できない。）

るため、岩手山麓の観光施設の観光客等を

ウ 水蒸気爆発による降灰の後、大雨による土

陸上自衛隊岩手駐屯地と連携し、大型ヘリ

石流が発生し被災。

コプターを使用して一度に多数避難させる

⑦訓練の特色

訓練の実施。

ア 土石流の発生により、松尾村内 2 箇所（八

イ 火山災害に伴う防災知識の普及を図るため、
有珠山の噴火の際に避難所に避難し生活を送っ

幡平温泉郷・松川温泉）で孤立し、救出が

た体験者の講演会を実施。

必要となった住民を、自衛隊ヘリ、防災ヘ
リにより避難させる。
（視界不良により中止）

ウ 災害発生時の災害救援ボランティアの活動

イ 平成 16 年度の入山規制解除に向け、住民に

調整や関係団体との連携の中心となる、災

火山活動の現状を正確に理解してもらうため、

害ボランティアコーディネーターを養成す

「岩手山の火山活動の現状」の講演会を開催

る研修を本訓練と併せて開催。

した。

⑧主な反省点

⑧主な反省点

ア 訓練が形式的に流れている。より実践的な

ア 関係市町村間において、テレビ会議システ

内容となるよう工夫が必要。

ムや防災 FAX の使用において多少スムー

イ 電話が不通になることが想定される災害時
の訓練という認識が不十分である。また、

ズさに欠けた。日頃から、積極的に活用す

災害時の訓練であり、タイムスケジュール

ることが必要である。
イ 様々な火山災害に適応できるよう、机上で

を作って通信情報訓練をするのではなく、

の訓練等も計画していく必要がある。

同時に入ってくる情報を整理するような訓

ウ 平成 16 年度の入山規制解除に向け、住民に

練に改善が必要。

対し安全対策調査や岩手山の現状について、
詳しい説明（講演）がなされ、効果的だった。

【第 9 回】
①実施日時
②訓 練 地

7. 今後の訓練について
2004 年 7 月 1 日に岩手山全山での入山規制解除を

2003 年 12 月 14 日
（日）
8:30 から 12:00 まで

行い、1998 年 6 月 24 日以降継続していた「岩手県災

松尾村（柏台小学校、さくら公園イ

害警戒本部」も同日をもって廃止し、岩手山の火山対

ベント広場ほか）

策は新たな段階に入った。

③参加機関

38 機関

今後は、限られた時間内で行われる実働訓練では想

④参加項目

42 項目

定しきれない、多岐にわたる火山災害の想定が可能な

⑤参加人員

1,100 人

図上訓練を中心に継続実施を計画していく。
（文責：岩手県総合防災室 菊地真司）

⑥災害想定の概要
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2. 岩手山火山防災シンポジウム
⑤パネルディスカッション

1. 趣旨

1）コーディネーター

岩手山周辺住民が火山活動の現状を正しく認識し、

岩手大学教授

日頃から防災に対する心構えを持つとともに、県、関係

斎藤

徳美氏

2）パネリスト

市町村、防災関係機関と一体となって火山活動への防
災対策を講ずることは、岩手山との共生に不可欠であり

九州大学名誉教授

太田 一也氏

火山防災対策の基本であることから、啓発事業の一つ

地熱エンジニアリング㈱取締役事業本部技師長
土井

として開催した。

宣夫氏

東北大学大学院理学研究科附属地震・噴火

開催地は、噴火の影響を受ける周辺 6 市町村の持ち

予知研究観測センター長

回りとし、3 年で一巡するよう年度 2 回開催した。2
巡目となった平成 13 年度からは年度 1 回の開催とし、

【第 2 回】

講演会、パネルディスカッションのほか、会場では、噴

①日

時

浜口 博之氏

1999 年 1 月 31 日
（日）
13:30 から 16:30 まで

石の展示、火山に関する写真展示などを実施してきた。
②場

所

③参加者

2. 主催

④講

岩手県、盛岡市、雫石町、西根町、滝沢村、松尾

雫石町総合福祉センター
300 人

演

1）
「岩手山の火山活動の現状について」

村、玉山村、盛岡地方気象台、岩手河川国道事務所

東北大学大学院理学研究科附属地震・噴火
予知研究観測センター長

浜口 博之氏

2）
「火山活動の予測と行政 ･ 住民の対応について」
九州大学名誉教授

太田 一也氏

⑤パネルディスカッション
1）コーディネーター
岩手大学教授

斎藤

徳美氏

2）パネリスト
九州大学名誉教授

太田 一也氏

地熱エンジニアリング㈱取締役事業本部技師長
土井

宣夫氏

東北大学大学院理学研究科附属地震・噴火
予知研究観測センター長

3. シンポジウムの概要
【第 1 回】
①日

時

1999 年 1 月 30 日
（土）
13:30 から 16:30 まで

②場

所

③参加者
④講

西根町町民センター
450 人

演
【第 3 回】

1）「岩手山の火山活動の現状について」

①日

東北大学大学院理学研究科附属地震・噴火
予知研究観測センター長

1999 年 11 月 6 日（土）
13:30 から 16:30 まで

浜口 博之氏
②場

2）
「火山活動の予測と行政 ･ 住民の対応について」
九州大学名誉教授

時
所

③参加者

太田 一也氏
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玉山村文化会館
360 人

浜口 博之氏

④講

演

1）
「岩手山の火山活動の現状について」
東北大学大学院理学研究科附属地震・噴火
予知研究観測センター長

浜口 博之氏

2）
「火山噴火と土砂災害」
建設省土木研究所砂防部長

松井

宗広氏

斎藤

徳美氏

⑤パネルディスカッション
1）コーディネーター
岩手大学教授

②場

2）パネリスト

所

東北大学大学院理学研究科附属地震・噴火

③参加者

予知研究観測センター長

④講

浜口 博之氏

建設省土木研究所砂防部長

宣夫氏

松井

宗広氏

300 人

演

1）「岩手山の火山活動の現状について」

地熱エンジニアリング㈱取締役事業本部技師長
土井

松尾村体育館

岩手大学教授

斎藤

徳美氏

2）
「火山活動の予測と行政 ･ 住民の対応について」
九州大学名誉教授

太田 一也氏

⑤パネルディスカッション
1）コーディネーター
岩手大学教授

斎藤

徳美氏

2）パネリスト
九州大学名誉教授

太田 一也氏

地熱エンジニアリング㈱取締役事業本部技師長
土井

【第 4 回】
①日

時

宣夫氏

2000 年 2 月 12 日（土）
13:30 から 16:30 まで

②場

所

③参加者
④講

滝沢村ふるさと交流館
300 人

演

1）「岩手山の火山活動の現状について」
岩手大学教授

斎藤

徳美氏

2）
「火山活動の予測と行政 ･ 住民の対応について」
九州大学名誉教授

太田 一也氏

⑤パネルディスカッション

【第 6 回】

1）コーディネーター

①日

岩手大学教授

斎藤

②場

所

③参加者

太田 一也氏

④講

地熱エンジニアリング㈱取締役事業本部技師長
土井

2000 年 10 月 29 日（日）
13:30 から 16:30 まで

徳美氏

2）パネリスト
九州大学名誉教授

時

盛岡市西部公民館
200 人

演

1）「岩手山の火山活動の現状について」

宣夫氏

東北大学大学院理学研究科附属地震・噴火
予知研究観測センター長

【第 5 回】
①日

時

浜口 博之氏

2）
「火山活動の予測と行政 ･ 住民の対応について」

2000 年 10 月 28 日（土）

九州大学名誉教授

13:30 から 16:30 まで
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太田

一也氏

②パネルディスカッション
1）コーディネーター
岩手大学教授

斎藤

徳美氏

2）パネリスト
九州大学名誉教授

太田 一也氏

地熱エンジニアリング㈱取締役事業本部技師長
土井

宣夫氏

東北大学大学院理学研究科附属地震・噴火
予知研究観測センター長

【第 8 回】

浜口 博之氏

①日

時

2003 年 1 月 26 日（日）
13:30 から 16:15 まで

【第 7 回】
①日
②場

時
所

③参加者
④講

2002 年 1 月 27 日
（日）

場

所

13:30 から 16:30 まで

②参加者

西根町町民センター

③講

演
東北大学大学院理学研究科附属地震・噴火

演

予知研究観測センター長

1）「有珠山噴火と行政 ･ 住民の対応について」
岡田

浜口 博之氏

2）「秋田駒ヶ岳の火山防災マップについて」

弘氏

岩手大学名誉教授

2）
「火山活動の予測と行政 ･ 住民の対応について」
九州大学名誉教授

300 人

1）「東北の火山について」

320 人

北海道大学教授

雫石町中央公民館

石橋

秀弘氏

3）「岩手山の火山活動の現状について」

太田 一也氏

岩手大学教授

⑤パネルディスカッション

斎藤

徳美氏

1）コーディネーター
岩手大学教授

斎藤

徳美氏

2）パネリスト
九州大学名誉教授

太田 一也氏

北海道大学教授

岡田

弘氏

地熱エンジニアリング㈱取締役事業本部技師長
土井

宣夫氏

㈱岩手日報社報道部局付部長
及川 正彦氏
道の駅「にしね」駅長（西根町長）
工藤

【第 9 回】

勝治氏

①日

時

2004 年 2 月 1 日（日）
13:30 から 16:15 まで

②場

所

③参加者
④講

玉山村文化会館
350 人

演

1）「東北の活火山と噴火」
秋田大学教授

林

信太郎氏

2）「三宅島の火山噴火と住民避難」
東京都防災専門官

笹井

洋一氏

斎藤

徳美氏

3）「岩手山の火山活動の現状」
岩手大学教授
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4. 今後のシンポジウムについて
2004 年 7 月 1 日に岩手山全山での入山規制解除を
行い、1998 年 6 月 24 日以降継続していた「岩手県災
害警戒本部」も同日をもって廃止し、岩手山の火山対
策は新たな段階に入った。
入山規制が解除されたとはいえ、火山活動は継続し
ており、登山道においても通行に注意が必要な箇所が
あることから、2004 年 7 月 25日には、地域住民、登山
者等に火山活動の現状を正しく認識し、火山防災に対
する心構えを持ってもらうため、「岩手山火山防災現地
説明会」を開催した。
今後も、様々な機会を通じ、地域住民、登山者等の
意識啓発を図っていく。

（文責：岩手県総合防災室 菊地真司）
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第5章 火山防災先進地からの提言
1. 雲仙普賢岳からの提言
しかし、その 20 年ほど前にも似たような震源移動があっ

1. はじめに
1990-1995 年の雲仙普賢岳噴火活動終息後、1998 年

たが噴火には至らなかった。そこで本当に直ぐ噴火す

には岩手山の火山活動が活発化、被害地震が発生し

るのか確信に乏しく、また、パニック発生を恐れた気象

たものの幸い噴火には至らなかった。2000 年には、有

庁の要望もあり、観測強化の事実や噴火の可能性につ

珠山と三宅島が噴火した。これら 3 火山では、関係者

いての公表は避けていた。ただ、200 年前の記録から、

の懸命な減災努力で、死者は皆無であった。その背

噴火前に地震被害や異常発生の恐れが懸念された西

景の一つに、報道で知らされた雲仙普賢岳での火砕流

側の小浜町役場には、噴火の可能性を知らせたが、

の脅威が、住民を含めて防災意識を格段に高めたこと

内密の対応を求めた。
そのような中で、国立大学火山観測機関による合同

が挙げられよう。
これらの火山での減災のための危機管理手法は、地

観測の必要性が高まり、特別科学研究費の特別交付

域性や噴火様式の違いを反映してか、あるいは 1995

を依頼するため、11 月 9 日に文部省に出向き、噴火の

年の阪神淡路大震災を踏まえた国の姿勢や法体系の

切迫を誇張して説明した。担当官からは、「そこまで把

変化もあってか、雲仙岳の場合と様変わりしていて、か

握していて何故公表しないのか」と観測事実の公表を

つ三者三様であった。

強いられた（火山噴火予知連絡会の覚書では、国の
機関としては、陸上の火山情報は気象庁、海底火山に

火山国日本、火山災害は次々とやってくる。これらを

関しては海上保安庁が発表することになっている）。

徹底的に検証し、教訓として学ぶべき点を伝え、より確
実な対応を目指すことが求められている。ここでは、普

そこで、11 月 14 日に気象庁雲仙岳測候所に公表す

賢岳噴火に関連して、伝えたい事例を二、三紹介して

る旨通知したところ、即日「お知らせ」で、「ひと月前

みたい。

から、普賢岳一帯で基礎調査観測を実施している」こ
とを関係機関に連絡した。ここに至っても、噴火の可能
性については言及しなかった。他方、当日、私は、前

2. 火山情報公開は迅速に！
−普賢岳では予知情報を隠蔽していた−

回の普賢岳噴火からほぼ 200 年になるからと、取材に

普賢岳噴火では、1990 年 11 月 17 日の噴火開始 1

訪れた熊本日日新聞の文化部記者に、普賢岳の活動

年前から、前駆地震活動が続いていた。最初の震央

状況を詳細に説明し、パニックが起きないように慎重に

は、雲仙火山西麓のカルデラである橘湾で、その地

記事にして欲しいと要請した。「『雲仙』噴火活動か」

下十数㎞のところにマグマ溜まりの潜在が想定されてい

のトップ記事が朝刊に掲載された 11 月 17日未明、普賢

た。しかし、この区域は、東側から迫っている別府―

岳で噴火が始まった。

島原地溝帯と、南南西から北上している沖縄トラフの一

噴火した九十九島火口底には登山道が縦断し、地

部との会合点で、構造性地震の群発地点でもある。し

獄跡火口縁には神社や憩いの場があった。噴火開始

たがって、ここで地震が群発しても、即火山活動とは断

は土曜日であったが、幸い未明の午前 3 時 35 分で、

定できない難しさがある。

噴石による死傷者はなかった。もし昼間であったら、人

前駆地震は、8ヵ月目の 1990 年 7 月に、震源が普賢
岳に達するとともに、火山性微動が初めて検知され、
噴火の前兆である可能性が認識された。そこで、気象
庁は、噴火開始ひと月前には、機動観測班を投入し観
測態勢を強化していた。しかし、地震頻発や火山性微
動の発生状況については、「雲仙岳の状況についての
お知らせ」として、非公式に防災関係機関には流して
いたが、噴火の可能性については一切触れなかった。
私が所属していた九州大学島原地震火山観測所も、
観測強化を図るとともに、観測データの解析に全力を挙
げ、普賢岳西側にマグマらしきものの上昇を把握してい
た。
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いわば、選択肢の提供である。

身事故がおきていたかもしれないと思った時、火山観測

行政や住民に、そのような判断能力はないとの意見も

情報を隠蔽していたことを大変後悔した。
隠蔽の背景には、噴火の可能性を公表すると、雲仙

あった。結果的に、若干の見解の不統一や予測の誤

温泉への観光客が激減するなど風評被害が予想され、

りがあっても、大きな混乱はなかった。むしろ、情報不

噴火予知が外れた場合は、苦情や責任を追及される懸

足から来る不安やストレスの緩和、あるいはデマの発生

念があった。現に、普賢岳が噴火を開始したとき、雲

防止に有益であったと思っている。噴火期間が長期化

仙岳測候所は、公式名称の「雲仙岳」の呼称を避け、

したため、被災住民は生き延びることに必死であり、真
剣に山の様子を見ていたことから、多様な情報の信憑

「普賢岳」と表現した。しかし、当時は、普賢岳がど

性を峻別する能力を備えるに至っていた。

こにあるのか、全国的には知られていなかった。そこで
報道機関は、一斉に「雲仙普賢岳」と報じた。NHK

なお、このような状況の中で、私は、地元行政に対

も例外ではなく、一部に視聴料不払いの動きがあったと

し住民避難や、防災工事のための危険区域への一時

聞いた。

立ち入りに関して、一つの判断を示さなければならない
立場にあった。その際、報道されている研究者たちの様々

そこで、以後は、九大観測所を報道機関に開放し、
正確な報道を期すため、記者自身に火山現象について

な見解は参考になり、かつ、陥りがちな自己の独善的

学習してもらうとともに、随時、観測結果を、記者のイン

思考を律するのに効果的に作用した。同時に、観測情

タービュー形式で公表することに踏み切った。ショックが

報や多様な見解の全面公開により、住民も含めて危機

なければ、意識が変わらない最初の事例である。

管理上の責任を共有してもらおうとの思いもあった。

ところが、翌年 6 月 3 日の災害発生の翌日から現地

普賢岳噴火以後は、このような教訓が生かされ、岩

常駐を始めた火山噴火予知連絡会は、観測陣各個の様々

手山をはじめ、気象庁が積極的に、かつ迅速に情報

な情報発信は、社会的混乱をもたらすとして発言を禁

発信をするようになったことは喜ばしい。

止し、指名された火山噴火予知連委員による見解表明

なお、観光か人命かの命題は防災意識の問題であり、

を行うことにした。しかも、その内容は学術的見解にと

火山観光地の行政や住民、観光業者の理解をうるべく、

どめ、具体的防災にはふれないことにした。予測が外

平常時からの啓蒙活動が重要である。

れた場合の責任追及の回避である。そのため、それま
3. 火山防災の危機管理は知事主導で！

での研究者個々からの、独自の取材源を絶たれた報道
機関の不満が爆発し、予知連絡会は、噴火活動は活

―協働意識の重要性―

発化しているにもかかわらず、観測態勢が整備されたと

災害対策基本法や活動火山対策基本法では、火山
防災の責任は市町村長に課せられている。きめ細かな

の理由で、ひと月後には退去してしまった。

対応をするには、常識的には、現地を熟知している地

この後私は、われわれの九大観測所を拠点に普賢岳

元市町村長が最適である。

観測に参加していた国立大学合同観測班の研究者には、
随時、それぞれの責任において、自由に発言するよう

しかし、最近の有珠山などの火山防災先進地を除け

奨励した。また、報道機関には、取材源である発言者

ば、安全対策をとることが、行政の負担増や観光への

の氏名と所属を明らかにするよう求めた。

風評被害で、地元が危険情報への対応を渋るケース

なかには、現場や噴火活動の実態を熟知しない外来

が散見される。住民との距離があまりにも身近すぎる市

研究者の無責任な発言もあり、地元からは「学災（学

町村長には、早急な決断を下すのに躊躇するきらいは

者災害）」と呼ばれ、批判もあった。しかし、情報隠

ないだろうか。また、多くの火山は、複数の市町村にま

蔽は、間違った憶測を呼び、不安と混乱をもたらす。ま

たがっている。それぞれの市町村が、考え方や財政力

た、火山研究者間の見解の相違は、ある意味では火

の違いからばらばらに対応し不公平を生じた場合、住

山学の未熟さから、正確な判断を下すことが困難なこと

民に不満が出てくる。

を反映している。それならば観測陣としては、考えられ

普賢岳噴火の場合は、当初は、市・町長主導であっ

る多くの見解を提示し、慎重を期して危険側の見解に

た。しかし、死者発生のショックや自衛隊の災害派遣

従うか、各自の事情から安全側の見解をとるかは、そ

要請、さらには知事の強力な要請で警戒区域が設定さ

れぞれに判断してもらう他はないと考えたからである。

れたこともあり、その後は必然的に知事主導となった。
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その後の住民避難に関しては、市町長、国の出先

噴火開始直後、私は、有史後過去 2 回の噴火様式

機関長も含めた知事直接主導の協議（地域防災計画

から、溶岩流出があっても、流下速度は 1日30 ｍ程度

外で、後に、調整会議と呼ばれるようになった）で合意

であったことから、危険性はないことを公言した。ところ

した後、市町の災害対策本部で追認、法的に決定す

が、予想に反して溶岩は流下せず、盛り上がって溶岩

るシステムが出来上がった。著者も出席したが、自衛隊、

ドームが成長を始めた。

警察、消防関係機関の協力を得、かつ、市町を行政

その成長過程で、溶岩が局部崩落を始め、崩落型

指導するには、知事主導でなければ円滑に運ばないこ

の火砕流を誘発した。最初の火砕流は、ほぼ 1 ㎞流

とを度々実感した。その背景には、当時の知事の熱意

下した。集落は、最も近い所で 2.9 ㎞のところにあった。

と誠実さを感じさせる人柄が、知事を助けようとする雰

火砕流には、最悪の場合は広域にわたって壊滅させ

囲気を醸し出していたことを指摘できよう。最高責任者

る威力を持った「爆発型」のものと、局地的に限定さ

の資質の問題である。

れる「崩落型」のもとのがある。火砕流発生を公表す

また、災害が長期化したため、住民の苦痛には計り

ると、爆発型火砕流の事例が報道され、パニックが起

知れないものがあり、疲労した市町職員やわれわれ観

きはしないかと懸念した。そこで「高温岩屑流」と呼

測陣も含めて感情が高揚し、殺気立ってきた。このよう

ぶことを提案したが、噴火予知連会長を含めて検討の

な場合、冷静に対応できるのは、市町当局より僅かに

結果、火砕流の表現を使うことになり、気象庁は小規

距離がある知事であり県幹部職員であった。その関与は、

模であることを誇張した。私も、この程度のものでは、

責任の一端を担ってもらえることから、市長・町長の精

人的被害は起きないと公言した。このように押さえ気味

神的負担の軽減に、少なからず寄与したものと思ってい

な対応をしたのは、研究者の大げさな発言を嫌う行政に、

る。

不信感をもたせることを避けるためでもあった。

さりとて、現地の機微に疎い国の機関が、安全一点

ところで、火砕流は次第に流下距離を伸ばし、発生

張りに強引に関与することは、住民との間に立つ県や市

開始から 3日目の 5 月 26日には、2.5 ㎞に達し、山中で

町村を苦しめることにもなりかねない。物語・虻田町史（別

治山工事をしていた作業員が火傷を負う事態が起きた。

巻、2003）の「2000 年有珠山噴火、その記録と教訓」

そこで、私は初めて危険性を指摘するとともに、島原市

に記されている「地元自治体の意向や要望を十分に踏

長に、最も火口に近い上木場地区に避難勧告を発する

まえた（政府の）現地対策本部の協働意識の向上が

よう提言、即日実施された。
その後も火砕流は徐々に流下距離を伸ばし、5 月 29

期待される」との文言が、すべてを物語っていよう。

日には、民家へ 200 ｍと迫るとともに、山火事が発生した。

このようなことから、火山災害に関する危機管理は、
知事主導であることが望ましく、国の関係機関は出過ぎ

しかし、避難勧告地域では、迫力ある火砕流の映像を

ることなく、背後から支えることが理想的である。次の

求めて、報道機関が取材合戦を展開していた。また、

いずれかの火山噴火で、どのような対応がなされるか見

消防団も土石流・火砕流の警戒のため、一部住民も家

守りたい。

畜や家財道具の搬出のため入域していた。そこで私は
危険性を強く感じ、県、市災害対策本部と島原警察署
に、彼らを避難勧告地域から退去させるよう警告（勿論、

4. 避難勧告では自己責任の自覚を！
―何故死者が出たのか―

法的権限はない）した。これを受けて市および警察署は、

普賢岳噴火の初期段階で、火砕流により43 人の死

報道機関に退去を要請したが、避難勧告では強制力

者を出した。死者の多くは、取材中の報道機関と、避

がないことから、報道の使命の名の下に取材を続けた。

難留守宅の警備に当たっていた地元消防団員であった。

消防団は退去した。火砕流流下距離がさらに伸びてき

いずれも避難勧告地域内であり、返すがえすも残念で

たため、私は 31日にも、再度警告を発するとともに、防

ならない。

災関係者の入域も禁じるように要請した。市災害対策
本部は、報道機関に対して二度目の退去要請をしたが、

それでは何故死者を出したのか、一部専門家によっ

応じなかった。

て検証されているが、内容は、一般的にはあまり知られ

当時の新聞記事を振り返ってみると、私の発言として、

ていない。二度と死者を出さないためには、危機管理

5 月28日には「想像を超えた事態」、5 月31日には「小

上の教訓として、この実態を周知させることが重要である。
86

規模火砕流でも人命を含む大被害の恐れあり、避難徹

的には、防災知識はあっても、防災意識は希薄であった。

底を」と、事態の進展に対応して前言を修正し、6 月 2

なお、死者を出さなかった時事通信現地取材班は、

日には「想像を超える展開、火砕流の危険性に対する

市の退去要請後、避難勧告地域内での取材を放棄、

認識が甘い」と、警告を発し続けていたことが掲載さ

朝日新聞社も、原則立ち入り禁止にしていた。この 2

れている。

社は例外的で、共同通信社は、死者こそ出さなかったが、

このような中で、6 月 1 日、一部報道機関による避難

「他社もしていると取材を続けていて、警告を真剣に考

住民留守宅の電源・電話の無断使用が発覚、消防団

（新
えていなかった。犠牲を出した他社とは紙一重だった」

は、翌 2 日に警備のために再度避難勧告地域である上

聞研究、481 号、1991）。他社の多くも、避難勧告地

木場に戻った。そしてその翌 3日の最初の大火砕流で、

域内で取材をしていて、たまたまその時間帯に居合わ

その消防団員 12 人や、報道機関 20 人、さらには数分

せなかっただけである。
雲仙での死亡事故は、関係者や住民の防災意識を

前に危険を知らせ退去を要請するために入域した警察
官 2 人も含めて、43 人もの犠牲者が出た。死者が出る

劇的に高揚させ、その後の諸火山の噴火で生かされた。

と、報道機関は、
「研究者は危険はないといっていた」と、

こちらも死者発生というショックが必要であった。しかし、

噴火開始と火砕流発生開始当時の私の発言を指摘し

時間が経過するに従い、このような意識も薄れつつある。

たり、「火山研究者が危険性を知らせなかった」などと、

日常的に、学校教育や社会教育などをつうじて、防災

その後、火砕流の活発化にともなって、われわれが軌

知識を与えるだけでなく、防災意識の高揚を図る施策

道修正し警告を発し続けたことや、市当局によって避難

を取り入れることが、重要だと考える。
豊かな防災知識も、防災意識＝使命感がなければ、

勧告が出され、二度にわたって退去要請を受けていた
こと、さらには自らが危険性を報道していたことは棚上げ

絵に描いた餅である。また、強制力のない避難勧告や

にしてしまった。

指示で対処するには、自己責任意識を植え付けておか
なければならない。

彼らの多くには特権意識があり、「報道の使命」とい
う名の下に入域したり、あるいはキー局や上層部からの

5. 特異な火山監視態勢の構築

威圧を感じながら、他社に勝る迫力のある映像を求めて、

―大学の火山学と自衛隊の戦闘力の融合―

過熱した取材合戦を展開していた地方局の取材陣もいた。
事故発生から半年後に刊行された「新聞研究、481

普賢岳噴火災害での危機管理上の最大の特徴は、

号、1991」に、関係報道機関責任者の見解が掲載さ

大学と自衛隊を一体化した火山監視態勢が構築され、

れているが、その中で、NHK 報道局長は「市の避難

4 年 6ヵ月余にわたり、自治体や警察・消防へリアルタイ

勧告後、安全に十分留意するよう局長通達を出した。

ムで監視情報を提供したり、随時、防災助言をしたこと

しかし、専門家から火砕流の危険性の説明を受けなが

であろう。

ら、現実の問題として捉えなかった」、また、「他社との

陸上自衛隊は、1991 年 6 月 3 日の最初の大火砕流

競争意識もあった。NHK の映像の迫力のなさをスタッ

被害発生直後に、「人命救助」を目的に災害派遣を要

フが強く感じた。表向きには安全第一といいながら、民

請され、2 時間後には現地入りした。被災区域の中で

放との違いを語って、有形無形の圧力をかけるなど、チ

の任務遂行には、噴火状況の把握が不可欠で、火山

グハグなきらいがあった」。これらが、民放を含めた実

監視のため偵察隊を配置するとともに、われわれ九大

態であろう。

島原地震火山観測所に協力を要請、隊員を出向させた。

つまり、死者発生の根本的原因は、危機管理意識

観測所配置（4 人）の隊員は、地震計が捉える震

の希薄さにあった。また、社会心理学者が指摘してい

動波形から火砕流の発生を即時検知、その振幅と継

る「正常化の偏見」（廣井ほか、1993）、つまり危険

続時間から規模を把握した。他方、偵察隊は、昼間は

性は認識していても、根底には「まさか」と軽視しがち

目視で、夜間は装甲車に装備した暗視カメラやレーダー

な逃避心理があった。

を駆使して、火砕流の流下方向と通過地点を把握、こ
れらを刻々と無線発信する24 時間監視態勢を即日構築

また、行政や警察側にも、報道機関とのトラブルを回

した。

避しようとする遠慮があったのも事実である。さらには、

さらに、救助に際しては、ヘリコプターによる空中監視・

市役所内部の危機管理の徹底も欠如していた。基本
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保という使命感に燃えていたことを指摘できよう。

隊員誘導態勢も導入され、自衛隊の総力を挙げての野

そして、必ずしも連携が緊密でない防災関係諸機関

戦が展開された。

の核として、九大観測所がそれぞれの機関に個別に助

これらにより、自衛隊の救助作戦の安全性が確保され、
災害派遣機能を高めたが、これらの監視情報は、同時

言協力することも行い、それぞれの機関が、本来の機

に、住民の安全確保の任に当たっていた県・市・町災

能を各段に向上させ、使命を全うすることが出来たことは、

害対策本部や、警備を担当していた警察や消防機関も

特筆すべきことであった。
この普賢岳での画期的な災害派遣活動の一部は、

無線傍受し、自らの安全を確保しながら、それぞれの

有珠山でも活かされ、映像伝送や火山観測支援は、

防災警備機能を高めることが出来た。
さらには、災害の長期化につれ、危険区域での治山・

定番化された。しかし、普賢岳でのように大学と自衛隊

砂防工事の必要性も生じてきたが、工事現場でも、自

との連携は直接的ではなく、中間に国の行政機関が介

衛隊の監視情報が傍受され、1 分間で危険性を判断、

在したため、普賢岳での場合に比べて緊密さと融通さ

3 分間で避難態勢がとられるなど、安全確保に寄与した。

を欠き、大学観測陣に不満をもたらしたことは、今後の

このような監視態勢は、土石流についても機能した。こ

課題であろう。

ちらは流速が遅いため、7km 離れた山麓の国道に達

将来的には、自衛隊と消防団との緊密な連携も訴え

するまで数分以上の余裕があり、警察の交通管理に威

たい。自衛隊は必ずしも災害派遣担当区域に精通して

力を発揮した。また、当時、自衛隊唯一の東部方面隊

いるわけではない。消防団は地域については精通して

通信群映像伝送隊も投入され、連日、噴火や被災状

いるが、災害発生と同時に被災者になることが多い。

況を空中生放映（初期 1 年 5ヵ月間、後は地元第十六

また、団員が少数であるため、長期化した場合、交代

普通科連隊がビデオ放映）したが、これらのすべての

要員がいない。消防団は、災害発生から自衛隊到着ま

情報は、防災機関はもとより、民間ケーブルテレビ（有料）

での平均的約 2 時間を死守し、後は、自衛隊の支援を

を通じて、住民にも提供された。

求めるがよい。そして、緊急事態発生時には、一刻も

このように自衛隊の火山監視は、地域の安全確保や

早く自衛隊へ直に情報提供したり、支援ヘリコプターの

住民の不安除去に不可欠なものとなった。そこで長崎

着陸誘導を円滑化させるために、日常的な接触と合同

県は、災害派遣要請目的の「人命救助」に、「それ

訓練を定常化することを望みたい。

にかかわる情報収集・警戒」を追加した。監視も、最
初は、装甲車から行っていたが、長期化につれてクーラー・
暖房付きのパネルハウスにかえた。
また、われわれ観測陣は、自衛隊のヘリコプター支援
を得て、連日、溶岩ドームの成長状況や火砕流の流下
状況を空中から把握できた。使用したヘリコプターは、
延べ 1,400 機にも達した。さらには、危険で過酷な山
頂部での観測点の設営や、それらの電源確保のため
のバッテリー交換にも自衛隊の支援を得た。その結果、
火山学的に貴重なデータを得ることが出来たが、同時に、
自治体の避難勧告地域や警戒区域の設定・解除、拡大・
縮小、あるいは警察災害警備隊や林野庁、建設省の
（文責：九州大学名誉教授

治山・砂防工事現場の安全確保について助言できたの
もその成果であった。
これらはまさに、自衛隊の戦闘力と大学の火山学を融
合させた、極めて実用的な火山監視態勢の構築であっ
た。この組織を超えた協力態勢を、4 年 6ヵ月余の長期
にわたり持続できた背景には、相互の役割の重要性と
その相乗効果を認識するとともに、地域社会の安全確
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太田一也）

第3部 I N S「岩手山火山防災検討会」の活動
第1章 ＩＮＳ「岩手山火山防災検討会」の立ち上げと活動の経緯
目観測体制の整備を終えていた。常時観測の対象で

1. 誕生の背景
岩手山周辺では、約 40 万人が火山の恵みを享受

なく気象庁も常置観測点を持たない岩手山で、噴火

し生活しているが、県都盛岡市も山頂から約 20 ㎞

時の防災対応の指針が策定され、その後段階的に入

の至近距離に位置し、噴火時には大きな災害を被る

山規制の緩和が行なわれたのも、これらの定常観測

可能性がある。しかし、岩手山では、1732 年焼走

点の存在によるものである。
土井宣夫、地熱エンジニアリング㈱技師長（当時）

り溶岩流の噴出以降、260 年余大きな噴火に見まわ
れていない（土井、2000）ために、住民、行政とも

は、同社に入社以来二十余年、本務とは別のライフワー

岩手山が生きている火山との認識がなく、火山防災

クとして、岩手山の噴火史の調査研究を地道に進め

体制も皆無の状態であった。岩手山の噴火を目視し

ていた。噴火対策の立案に不可欠な災害予測地域の

た人はおらず、噴火時の観測データも採られたこと

想定は土井氏の研究成果がなければ不可能であった。

はないのである。また、地元岩手大学では、地熱開

斎藤徳美、岩手大学工学部教授は、産学官民連携

発の視点で岩手山の熱構造の調査研究は進められて

の先駆として全国的にも知られるようになった岩手ネッ

いたものの、火山学を専門に研究する講座も観測施

トワークシステム（ＩＮＳ）
（会員約千人、33 研究会）

設も設置されていなかった。

の運営委員長として、 人つながり

1995 年 9 月の火山性微動の発生時、新聞には 岩
手山忘れた頃に活火山

の輪を拡大し、

また、阪神淡路大震災以降、岩手の地震・津波災害

との見出しが載ったが、ほ

の軽減をめざしてＩＮＳ［地盤と防災研究会」を主宰、

とんど関心をよばずに経過した。そして、1998 年 4

地域防災のあり方を模索し実践していた。

月 29 日の臨時火山情報第 1 号の発表、同 5 月 7 日

もともと斎藤教授は、東北大学地震・火山噴火予

の有感地震（雫石町長山で震度 1）の発生、さらに

知研究観測センターのある青葉山キャンパスで大学

噴火の可能性の文言がのせられた同 6 月 24 日の臨

院生として研究生活を送り、浜口教授と親交があっ

時火山情報第 2 号の発表などで、にわかに噴火が現

た。また、岩手大学の斎藤教授研究室の山本英和助

実味を帯びることになった。

手（当時）が同センターから赴任したという点でも

経験のない火山噴火に、地元は浮き足立ち、戸惑っ

つながりがあった。一方、斎藤教授と土井技師長は、

た。その中で明らかになったのは、火山防災対策の

地熱開発に関する共同研究を実施しており、長年の

欠如と火山に関する認識の低さである。何をどうす

研究仲間として知己の間柄にあった。

べきか困惑のなかで手がかりになったのは、岩手で

こうした

ひと

つながりもあって、1997 年 11

実践されてきた地震・津波など地域防災活動の経験

月 29 日、ＩＮＳの「地盤と防災研究会」の第 9 回

であり、その経験が必然的にＩＮＳ方式の火山防災

研究会で、浜口教授と土井技師長が岩手山の火山活

の取り組みを模索させることとなった。

動について講演、三人が

火山

岩手山の視点でリ

ンクし、ＩＮＳを主体とした地域防災の取り組みの

臨時火山情報第 1 号が発表されて 1 週間後の 5 月

輪がスタートすることになった。

8 日、ＩＮＳ「岩手山火山防災研究会」の立ち上げ
が呼び掛けられた。

3. 定例会の発足
岩手ネットワークシステム（ＩＮＳ）は、岩手県

2. 誕生のキーパーソン
地下深部のマグマがうごめき始めた頃、後に「岩

における産学官民の連携組織として 15 年余の活動

手方式」とも称される防災体制の構築に貢献した三

実績を有するが、33 の研究会の一つである「地盤

人のキーパーソンは、それぞれ独自の活動を展開し

」には、
と防災研究会（会長：斎藤徳美岩手大学教授）

ていた。

研究者、県や市町村の土木・建築・防災関係者、民

浜口博之、東北大学大学院理学研究科地震・噴火

間企業（土木・建設・コンサルタント・ハウスメー

予知研究観測センター教授は、噴火周期が長く、経

カー・防災など）など約 150 名が参加している。

験則の蓄積のない岩手山で、事前の兆候を精度良く

1995 年の阪神淡路大震災をきっかけに発足した同

観測することを目指し、周辺 4 箇所（その後 1 箇所

研究会は、地域の安全を守るために、関係機関から

増設）の地下に地震計・傾斜計などを設置し、多項

住民までが連携した、地震・津波防災システムの構
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築を目指した活動を実践し、防災をキーワードとし

関の連携の場づくりに乗り出した。その場が、その

た

後「岩手方式」とも呼称され、主体としての住民の

ひと

と

ひと

のネットワークづくりが進め

られていた。

防災意識・活動を啓発・支援し、報道機関も含めた

1995 年の火山性微動の発生以降、本格的な対応

関係機関の連携のもとに岩手山火山防災を先導した、

を迫られるには至らないものの、その挙動に一抹の

分科会ＩＮＳ「岩手山火山防災検討会」である。な
お、代表幹事には、誰が推薦したわけでもないまま
に、斎藤本人が居座る（本人談）ことになった。
1998 年 5 月 8 日にＩＮＳ「地盤と防災研究会」会
長名で、
「岩手山火山防災検討会」の設立について、
と題した呼び掛け文には、以下のように記載されて
いる。
今後の活動の予測は困難ですが、火山活動が活発
化していることは否定できません。観測は、気象庁、
東北大学地震・噴火予知研究観測センターなどが集
中的に実施しており、地元で対応できることに限度
はありますが、産学官の連携実績のある当研究会が、

不安を抱いていた斎藤会長は火山、岩手山への理解

独自の調査検討、情報の交換、防災対策への提言を

を深めることの必要性を感じ、1997 年 11 月 29 日に

目的として活動を行なうことは重要な意義があると

浜口教授および土井技師長を講師として火山防災に

共に、地元組織としての責務と考えられます。公的

関する講演会を開催した。

、「岩手
な組織として「岩手山火山活動対策検討会」

1998 年 2 月以降、岩手山での火山性地震が頻発

山の火山活動に関する関係機関連絡会議」の設置が

するようになり、同年 4 月 29 日の臨時火山情報第 1

予定されていますが、各機関が横断的に、臨機応変

号の発表で、噴火が一気に現実味を帯びることとなっ

に事態に対処するためには、正しい知識と共通の認

た。具体的な防災体制の構築が不可欠と認識される

識をもって連携することが不可欠です。本検討会で

ものの、地元岩手県に火山観測施設や観測の専門家

は組織のしがらみは別に、あくまで個人の資格で、

もなく、行政機関も何をなすべきか困惑するのみの

フリーな話し合いを行ない、地元拠点として親睦と

事態である。こうした状況を受けて斎藤会長は、県

信頼を築きあげておきたい、結果的に公的な会議を

に火山活動や防災対策に関する公的な検討会の設置

サポ−ト出来ればと考えております。多くの方が県

を提言する一方で、浜口教授や土井技師長らととも

の会議のメンバ−としても重複していますが、その

に、地震・津波防災対策で実践しつつあった関係機

意味で二重構造ではなく、役割分担と位置付けてい
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ます。会として

統一見解

というスタイルが定着、2004 年 6 月 12 日の第 50 回

をまとめるとか、対外

的に発信することはしません。

検討会まで会を重ねている。
定例会では、岩手山の火山活動の現状として、最

ＩＮＳ「岩手山火山防災検討会」の立ち上げの根
底にあったのは、 地域の安全は地域が守る

新の観測データが

包み隠さず

報告され、忌憚の

地元

ない意見交換が行なわれた。その主なものは、盛岡

の大学が地元の安全に貢献できなければその存否を

地方気象台からの火山性地震・微動、東北大学地震・

問われる

とした熱い想いであった。その熱意、志

噴火予知研究観測センターからの同じく火山性地震・

が地域の関係者の力の結集を促し、岩手以外の関係

微動・体積歪み・傾斜、国土地理院からの GPS・

者とも連携を深めることとなった。

APS（光波測距）観測、岩手大学からの機上観測・
噴気モニター、土井宣夫氏からの松尾村柏台自宅で
の噴気観測などで、他に、産業技術総合研究所、防

4. 定例会の活動と構成メンバー
当初、斎藤代表幹事が働きかけをしたのは、岩手

災科学技術研究所、東京工業大学など他機関から提

大学工学部建設環境工学科の教官 8 名と同じく応用

供されたデータも紹介された。2000 年 11 月 18 日の

化学科の教官 2 名、土井宣夫地熱エンジニアリング

第 24 回定例会からは、雫石町の「岩手山火山活動

㈱技師長（当時）であったが、「岩手山火山活動対

特別調査隊」の西岩手山現地調査結果の報告も定番

策検討委員会」の関係者の多くがＩＮＳにそのまま

となった。

参加することとなり、5 月 22 日の第 2 回検討会には

研究者の率直な個人的見解も吐露され、一方で専

約 40 名、6 月 20 日の第 3 回検討会には約 50 名と参

門的知識をもたない参加者からの素朴な疑問にも丁

加者が増加した。主なメンバーの所属機関は、岩手

寧な説明が行なわれた。報道関係者も多く参加して

大学工学部、東北大学地震・噴火予知研究観測セン

おり、いわば統一見解以前の生データにも接するこ

ター、建設省岩手工事事務所、岩手県総務部消防防

とになったものの、検討会の趣旨を理解した対応に

災課、同土木部砂防課、盛岡地方気象台などである。

徹し、未確定情報が報道されることはなかった。観

1998 年 7 月 8 日に「岩手山火山災害対策検討委員

測機関も研究者もＩＮＳでは情報をすべて開示した

会」が発足し、岩手山火山防災マップの作成が始まっ

ことで、関係機関の信頼が築かれた意義は大きいと

て以降は、ほとんど毎日岩手大学工学部で行なわれ

考えられる。

ていたミニワーキングがＩＮＳ「岩手山火山防災検

観測データの紹介の他、それぞれの時期において

討会」そのものであったといえよう。岩手山周辺 6

直面した課題が話し合われた。防災訓練の成果と課

市町村（盛岡市・雫石町・滝沢村・玉山村・西根町・

題、「岩手山火山防災ガイドライン」の内容、被災

松尾村）の担当者が避難場所の選定など対応の実務

者の生活再建支援、
「岩手山火山災害対策図」の内容、

に係わることになり、マップ作成過程での熾烈な議

有珠山視察報告、三宅島の噴火対応、関係機関の防

論が国・県・市町村の連帯責任と連携をうたった「岩

災対応の進捗状況、人工地震探査、東側入山規制緩

手山火山防災ガイドライン」の理念につながっていっ

和の課題、西側入山規制緩和に向けた対応など、多

た。 税金を払っている住民からすれば、国も県も

くのテーマが協議の対象となった。

市町村もみんなおんなじだ

との斎藤代表幹事の口

斎藤代表幹事の強い要請や参加者の口コミで、定
例会に参加する機関も増加した。岩手大学工学部の

癖がこの頃から頻発されるようになった。
1998 年 10 月 8 日の西側・東側を併せた「岩手山

他、農学部・教育学部さらには岩手県立大学の看護

火山防災マップ」の公表直後まで、作成に中心的役

学部の教員も加わった。国土地理院は、毎回観測結

割を果たした斎藤代表幹事、土井宣夫氏らは、マッ

果を提供すると共に、ＩＮＳでの検討結果、要望に

プの作成や啓発に奔走し、第 4 回の定例会開催は同

よって GPS、APS の観測点を増強した。陸上自衛

11 月 19 日まで間があくこととなった。その後、定

隊岩手駐屯地からは毎回情報幹部をはじめ多数の隊

例会は月に 1 回ないし 2ヵ月に 1 回のペースで、土

員が参加した。盛岡森林管理署、自然環境局東北地

曜日の午後 15 時から 18 時まで岩手大学工学部食堂

区自然保護事務所も環境保全の視点から協議に参加

で開催、21 時過ぎまで会費 3 千円で本音の意見交換

するようになった。岩手県からも公的委員会の事務
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局を努める消防防災課や砂防課の他、自然保護課・

務を援助するという、個人商店的な運営を行なって

森林保全課・観光課などが加わった。岩手県警察本

きた。強力な指導力を発揮できてここまで継続した

部警備課や各警察署の署員も多数参加した。盛岡地

との評価の反面で、今後の火山との共生への長期的

区広域行政組合消防本部では、各地区の消防署員に

対応には体制が心許ないとの指摘もある。

参加の呼び掛けを行なった。日本道路公団盛岡管理
事務所からは所長・副所長、東北電力㈱岩手支店、

5. ＩＮＳ「岩手山火山防災検討会」の主な活動
ＩＮＳ［岩手山火山防災検討会」の活動の大きな

NTT 東日本㈱岩手支店、JR 東日本旅客鉄道㈱盛岡
支社からは防災担当者などライフライン関係者も出

特徴は、その活動が

ひと

と

ひと

のつながり

席した。さらに、生活再建にかかわる岩手県農業共

に支えられていることである。前述のように、検討

済組合連合会、全国労働者共済生活共同組合岩手県

会ではその基本となる活動として、岩手大学工学部

本部、登山者の安全対策に貢献した滝沢村山岳協会

で定例会を開催している。最新の火山観測データが

も加わった。通研電気工業㈱など民間機関約 10 社、

提供され、火山活動に関する共通認識を養い、その

新聞・テレビなど報道機関など併せると、2004 年 7

上で関係機関の連携を図るべくざっくばらんな討論

月現在での参加機関は約 50 機関にのぼる（P.148 資

を行ない、その結果が実務的な防災対策に生かされ

料 3）。

ていく。これらの意見交換が、行政の公的な委員会

火山情報の開示、忌憚のない意見交換の場が自ら

等をサポートする大きな役割を果たしている。定例

の職務遂行に有用であると感じたメンバーは、主体

会後の学生食堂での交流会は、互いの組織・肩書き

的に参加するようになり、定例会の開催が疎遠にな

などを抜きにして本音で語り合う場であり、検討会

ると、開催の要望が届けられることもあった。しか

のメンバー同志が

し、行政関係者は 2 年程度で異動となり、発足当時

培うことになった。公式の会合では築くことできな

のメンバーは、大学関係者や土井氏以外はほとんど

い個人個人の信頼関係が、柔軟で有機的なＩＮＳの

いない。斎藤代表幹事は 3 月の定期異動時には、新

活動の原点と位置付けられよう。

ひと

と

ひと

のつながりを

たな担当者に直接に会の意義を説明し参加を呼び掛

また、防災の実務においては、高尚なお題目を唱

けるとともに、4 月には火山の基礎知識と岩手山の

えるだけでなく、自らが汗して行動することが大切

防災対応の経過を理解してもらうべくセミナーを開

である。斎藤代表幹事は

催するなど、認識の共有および継続への努力も行なっ

提言をし、しかも率先して連携の場を切り開くこと

ている。

が責務。1 歩を踏み出すのに 100 の理屈をこねるよ
うな愚を避けよ

定例会の開催日程や内容に関しては、斎藤代表幹

自由な大学人こそ率直な

と檄をとばし続け、自らも様々な

事が企画し、岩手大学工学部建設環境工学科山本英

防災対応の先頭に立った。多くの検討会メンバーは

和助教授・佐野

それぞれの組織・団体に戻って、必要な防災対応を

剛技術職員・野田

賢技術職員ら

企画、実施し、また培われた

が事務局を担当、同地下計測学研究室の学生らが雑
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ひと

つながりをも

とに組織間の調整を行なうなど、地道な努力を積み

それをセンセーショナルに報道することによる弊害

重ね、成果をあげてきた。

（報道災害）を防ぐ取り組み。情報の共有化と地元

ＩＮＳ［岩手山火山防災検討会」およびその参加

への情報提供の要望など各種対応。
（５）行政の火山防災体制構築への提言と支援

メンバーが、組織的あるいは個人としてこれまで行
なってきた活動は多数にのぼり、そのすべて包括す

「岩手山の火山活動に関する検討会」27 回開催

ることは困難である。斎藤代表幹事が記録に留めて

「岩手山火山災害対策検討委員会」16 回開催

いる主な活動を以下に掲げる。

「岩手山火山砂防計画検討委員会」3 回開催

（１）定例会の開催

「岩手山火山治山計画検討委員会」3 回開催等の

火山活動の現状認識、公的な委員会では論議しが

体制作りと参画。

たい実践的な防災対策の検討や機関相互の連携調整

「岩手山火山防災マップ」、「岩手山火山防災ハン

の場。岩手大学工学部で開催、1998 年 5 月 16 日か

ドブック」
、「岩手山火山防災対策図」
、「岩手山火山

ら 50 回開催、参加者の所属機関数は約 50。

防災ガイドライン」等の作成実務。

（２）報道機関との連携のための会合・説明会

岩手県災害警戒本部、盛岡地方気象台、東北大学

減災の四角錐体制の構築を目指した報道関係者を

地震・噴火予知研究観測センター、岩手大学工学部

対象にした講習会、局内研修会、研究者・行政関係

相互のテレビ会議システムの構築。

者・報道関係者相互の意見交換会などの開催。約

西岩手山への岩手県の地震計、地温計の設置支援。

20 回。

岩手山噴火対策防災訓練の企画・立案と参加 12 回。

公的な委員会の公開や終了後の記者レクの開催、
火山噴火予知連絡会の見解に関する定例説明会の開
催、機上観測や現地調査結果の説明および写真・ビ
デオ等の提供。
（３）
「火山噴火予知連絡会」や気象庁との連携
地元行政機関などへの火山活動の噛み砕いた説明
や助言を目的にした「岩手山の火山活動に関する検
討会」と「火山噴火予知連絡会」や気象庁との密な
情報交換や意見交換。火山噴火予知連絡会への出席
20 回、盛岡地方気象台での予知連見解説明会 10 回。
（４）火山観測情報の共有と正確な情報発信のため
の取り組み
地域の安全への認識の希薄な研究者（機関）から
の不確実な観測情報公開による弊害（学者災害）と
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（６）行政機関者、地域住民、学校生徒、民間企業

人工地震探査

などへの火山防災啓発活動

火山トレンチによる噴火史調査

火山防災セミナー、住民への説明会など約 150 回。

地元企業への火山監視協力要請

観光業者への安全確保に関する説明。

光波測距、赤外映像解析、水質分析など
（10）入山規制解禁にむけた安全対策の構築

啓発のツール作成支援（滝沢村小学生副読本、
CD-ROM「ハルくんの部屋」、各種ビデオ、パ

安全対策要件の検討、緊急通報装置の設計、看板・

ンフレット等）
。

安全ロープなどの設置支援。

（７）情報メディアを通じての啓発活動

なおこれらの活動の詳細については、斎藤（2003）

新聞での意見公表、「日報論壇」など 12 回。

および斎藤（2004b）などにまとめられている。

岩手山周辺 6 市町村広報紙での解説 28 回。
ラジオでの解説 45 回。
（文責：岩手大学 斎藤徳美、岩手県総合防災室 土井宣夫）

テレビ特集番組での解説 19 回。
イーハトーブ火山局の開設支援と岩手山最新情報
の提供。
（８）防災先進地の視察や事例紹介
太田一也前島原地震火山観測所長、鐘ケ江管一前
島原市長、岡田

弘有珠火山観測所長、長崎良夫

虻田町長らの招請による火山防災セミナーや勉強
会の開催。十勝岳、雲仙普賢岳、有珠山、桜島な
ど先進地の視察。
（９）地元機関としての火山観測
岩手県防災ヘリコプター（ひめかみ）、県警ヘリ
コプター（航空いわて）、自衛隊ヘリコプター等
による機上観測、約 110 回。
現地踏査
地温調査
火山ガス調査
監視カメラによる噴気解析
火山性微動観測
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第2章 火山防災体制の整備に向けた活動
各機関による警戒体制が立ち上げられた一方で、

1.「噴火の可能性」との臨時火山情報発表時の混乱
噴火の可能性

個別の判断による行動の不一致がもたらす混乱や、

との文言が含まれた臨時火山情

報第 2 号をうけて、1998 年 6 月 24 日、岩手県と岩

住民の不安喚起が懸念された。さらに、1998 年 6

手山周辺 5 町村（雫石町・滝沢村・玉山村・西根町・

月 30 日の第 3 回ＩＮＳ「岩手山火山防災検討会」

松尾村）は災害警戒本部を設置した。また、既に 5

でも検討されながら指針が得られなかった、緊急事

月 1 日に岩手県地震災害対策本部を立ち上げていた

態との判断の根拠、判断の主体、防災対応の主体な

岩手県警察本部は、火山災害対策本部に改組した。

どを明確にすることが現実に迫られることとなった。

そして、岩手県警察本部は独自の判断で、同ヘリコ
プターによる下山の呼び掛けや登山道入口での入山

2. 研究者と行政との連携体制の構築

者のチェックを開始した。

わが国の火山の活動評価は、気象庁長官の私的な

1998 年 5 月 22 日、地域防災の視点にたっていち

諮問機関である「火山噴火予知連絡会」が、関係機

早く活動を始めていたＩＮＳ「岩手山火山防災検討

関の火山観測データをもとに総合的に検討し、「統

会」の発足に呼応して、岩手県は防災の専門家を中

一見解」または「全国の火山活動について」として

心とした「岩手山火山活動対策検討会」（委員長：

まとめられ発表される。

斎藤徳美岩手大学教授）および「岩手山の火山活動

しかし、その内容は火山知識をもたない行政の防

に関する関係市町村等連絡会議」（委員長：清水眞

災担当者には難解なものであり、一方、具体的な防

一郎消防防災課長）を立ち上げていた。

災対応には言及していない。さらに、年に 3 回の定

「岩手山火山活動対策検討会」には、前述の三人

例会と随時開催される臨時会では進行する噴火危機

のキーパーソンが専門家として名前を連らねていた

への対応は難しいと考えられた。そこで、ＩＮＳ「岩

が、他は盛岡地方気象台防災業務課長、岩手県土整

手山火山防災検討会」は、既設の「岩手山火山活動

備部砂防課長の二人のみの参加で、取り急ぎ立ち上

対策検討会」を改組する形で、「岩手山の火山活動

げられた現地の意見交換会といった性格のものであっ

に関する検討会」を立ち上げることを提言。「火山

た。同検討会が開催され、7 月 1 日からの入山規制

噴火予知連絡会」との二重構造を避けつつ、地元研

を提言したのも、岩手県警察本部により実質的な規

究者を中心に、地元でなければできない山体の監視、

制が始められた 2 日後の 6 月 26 日であった。

各地の観測機関との連携による観測データの収集、

同検討会の斎藤座長による、臨時火山情報第 2 号

地元行政や住民への噛み砕いたわかりやすい状況説

発表時における対応メモには、以下のように記され

明、防災対応に関する行政への助言などを行なうこ

ている。

ととした。
この検討会には、前述のキーパーソン三名の他、

いつ、どのような形で警戒態勢を立ち上げるべき
かを

苦慮

青木謙一郎東北大学名誉教授と盛岡地方気象台の野

していたことからすれば、一気に警戒

口晉孝台長がメンバーとして加わった。気象庁に籍

本部が設置され、しかも岩手県警察本部の緊急対応

をおくしかも責任ある立場の人物がこのような委員

が実践的に機能することが実証されたことは

結果

会で議論に加わるのは異例のことであり、地元の気

だ。しかし、警戒本部設置（16 時）以

象台が一方的な火山情報の提示だけではなく、地域

前の 14 時 45 分から県警ヘリコプターは登山者に下

防災へ貢献する公的機関としての認識に基づく連携

山を呼び掛け、登山口にパトカーを配置して実質的

の姿勢を示したとして大きく評価される。このこと

に入山規制を始めたのに対し、「検討会」の提言に

により、同検討会は防災実務を見据えた学術的助言

基づき、岩手山登山口のある 4 町村が正式に全山で

を行なう決意を新たにしたといえよう。同検討会の

の入山規制を決めたのは 6 月 29 日になってからと、

座長を努めることになった斎藤徳美岩手大学教授が、

各機関の連携のなさが露呈、噴火など緊急時に何を

野口台長の異動の歓送会を兼ねた 2000 年 3 月 25 日

もとに、どこが判断してどこがどう動くのか、この

の第 16 回ＩＮＳ「岩手山火山防災検討会」でした

ままでは恐ろしい事態になる。

ためたメモには以下のように記されている。

オーライ
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ば噴火の可能性があるのは一般的な事象

1998 年 7 月 11 日にＩＮＳが初めて市民向けセミナー

とするな

として開催した「岩手山火山市民セミナー」の際、

ど認識に差が生じていた。このため、斎藤教授らの

最前列で熱心に耳を傾けていた野口台長の姿が目蓋

地元研究者は、火山専門の職員の配置などによる連

に浮かぶ。地方気象台が地域防災に深く関わり、後

携の強化を気象庁に強く要請した。こうした働き掛

の「岩手方式」が形つくられる上で、野口台長の存

けの結果として、1998 年 7 月 24 日から、気象庁地

在は大きい。交流会も欠かさず参加し、気象台が身

震火山部の西脇

近な信頼できる存在となった。おそらく、立場とし

在、同 9 月 1 日から田口庸介氏が技術専門官として

ての葛藤、軋轢もあったと思うが ･ ･ ･ 。

岩手山対応にあたることとなった。

誠氏が併任で盛岡地方気象台に駐

行政機関にも火山防災を専門に対応する部課も、
「火山噴火予知連絡会」には、正規委員である浜

専門的知識を有する職員も不在であった。岩手県で

口博之東北大学教授の他に、検討会座長として斎藤

は総務部消防防災課が対応にあたり、市町村では総

教授が、 予知連内部での議論を、ドア越しでもよ

務部の消防防災あるいは消防交通に係わるごく少数

いから聞かせて参考にさせてほしい と強く要請し、

の職員が対処する状況であった。斎藤教授ら地元研

オブザーバーとして参加することとなった。さらに、

究者は岩手県に向けても火山防災を専門に推進する

地元での防災情報の公的な発信元として野口気象台

職員の配置を強く要請した。その結果として、岩手

長の傍聴も強く要請した。臨時委員の立場で出席し

県は火山防災マップの作成とそれに基づく防災対応

ていた土井氏とともに、岩手県消防防災課職員も含

に本腰を入れるために、1998 年 9 月 10 日に消防防

めて関係者の多くが予知連の席に顔を連ねることと

災課に課長職ポストとして火山対策監（小野寺

なった。予知連の席上や現地視察の機会には、井田

氏）を配置。さらに火山対策監補佐、火山対策主査、

喜明会長や気象庁小宮

火山対策主事の計 4 名が岩手山防災に専念する体制

学火山課長などと率直な意

博

見交換を行ない、地元の防災実務への理解を求め、

がとられることになった。この体制強化は、岩手県

協調体制をつくる努力も行なった。

が火山防災の先進地域を目指すうえで大きな力とな

火山情報の発表にあたっては、気象台などにも混

り、また、ＩＮＳ「岩手山火山防災検討会」が公的

乱はあった。臨時火山情報などは盛岡地方気象台か

な委員会を支援するのに太いパイプが形成された意

ら発表されるが、当時、同気象台には火山の専門家

義をもつといえる。

がいないため、地元報道関係者の質問に充分に答え

また、今回の活動活発化以前から観測を行ない、

ることができなかった。1998 年 6 月 24 日の臨時火

多数の臨時観測点を展開する東北大学地震・噴火予

山情報第 2 号の内容に関しても、盛岡地方気象台は

知研究観測センター、盛岡地方気象台、岩手大学工

文字通り

を強調したのに対し、仙

学部、岩手県消防防災課の 4 箇所を結ぶテレビ会議

火山活動が活発化すれ

システムを 1999 年 1 月 21 日に設置した。このシス

噴火の可能性

台管区気象台や気象庁では

96

テムは、岩手山噴火対策防災訓練に際してはもち

で、報道機関の果たす役割の重要さを認識し、ＩＮ

ろん、1999 年から 2000 年にかけての 3 度の緊急事

Ｓ「地盤と防災研究会」は報道関係者との意志の疎

態に活用され、有効に機能した。

通を図っていた。また、北海道大学の岡田

弘教授

斎藤教授らは、噴火災害に際して防災実務の陣頭

らは、研究者、行政関係者に加えて報道関係者が相

指揮にあたる関係機関のトップとも、危機管理につ

互に連携し、頂点に位置する住民の安全を守る減災

いて認識の共有を図った。盛岡地方気象台長、岩手

。
の三角錐との考えを提示していた（岡田・宇井、1997）

県警察本部長、陸上自衛隊岩手駐屯地司令、岩手県

ＩＮＳ「岩手山火山防災検討会」も、設立当初か

総務部長、同県土整備部長、同盛岡地方振興局長、

ら報道機関が地域防災に大きな役割を果たすとの認

建設省岩手工事事務所長、岩手山周辺 6 市町村長お

識の基に、報道関係者に対する火山知識の研修、地

よび岩手県知事らと個別に協議を行なった。さらに、

域防災における報道の在り方などについての協議や

ＩＮＳ「岩手山火山防災検討会」の活動の延長線上

啓発に力を注ぎ、同検討会への参加を呼び掛けた。

にも位置付けられる交流会を企画した。トップが一

当初、火山に関する知識を持たない報道関係者は、

同に会しての会合は、相互の信頼関係を育む場とな

火山防災体制の立ち上げに奔走する斎藤教授の研究

り、関係機関の連携強化を推進することになった。

室などで基礎知識の収集を図った。それらの訪問に

こうした経緯を経て、増田寛也岩手県知事は、岩手

対しては、正しい火山知識を身につけ、岩手山の現

山の噴火時に際して

災害対策基本法では避難の勧

状を理解し、さらに地域防災への認識を持ってもら

告は首長が行なうことになっているが、自らが判断

うように出来るだけ丁寧な対応を行なった。翌日に

し助言する

掲載する記事を脱稿した記者たちが研究室に集まり、

との決意を示し、噴火時に大きな被害

が予測される滝沢村の柳村純一村長は

取得した情報を提示し、また、今後の防災の在り方

自分が判断

に関して意見交換を行なうこともしばしばあった。

し、例え空振りになるにしても避難勧告を出すから、
踏み込んだ学術的助言をしてほしい

報道機関の幹部にも連携の重要さの認識が広がり、

との決意をＩ

ＮＳ「岩手山火山防災検討会」に集う研究者に伝え

地元のテレビ局や新聞社では、火山担当記者以外の

た。こういった姿勢により行政の方向性が定まり、

社員も対象に、岩手山の防災への基礎知識を得るた

研究者が地域防災の視点でより踏み込んだ学術的助

めの局内講習会を開催した。

言をすることが可能になったといえる。

情報の共有を図るべく、公的な委員会は出来るだ

後述する「岩手山火山防災ガイドライン」には、

け公開とし、報道機関を通じて広く情報を発信する

噴火時の避難勧告に関して、 県知事が「岩手山の

ことに留意した。「岩手山の火山活動に関する検討会」

火山活動に関する検討会」の学術的助言に基づき、

のみは、討議時間に限り非公開としたが、「岩手山

協議・判断をして市町村長に助言する

など、縦割

火山災害対策検討委員会」などその他の委員会は開

り行政の弊害を排除し、責任の所在を明確にしてい

会から閉会まで公開とした。そして、閉会後の記者

る（斎藤、2001）。噴火に関して経験則のない岩手

レクでは納得がいくまで質疑応答を行なった。入山

山では事前の噴火予測が難しく、緊急火山情報の発

が規制されたあとは、現地の状況は「岩手山の火山

表は噴火後になる可能性が大きい。そのような場合

活動に関する検討会」のメンバーを主に行なわれた

には噴火直後に発生する火砕流や融雪型火山泥流に

現地調査のみによってもたらされることになったが、

対応できないことが危惧されていた。住民の安全を

その調査結果は斎藤座長や土井氏らが報道関係者に

守るために、研究者の踏み込んだ助言が、行政の判

も詳しく説明すると共に、写真、ビデオなどの情報

断と責任のもとに活かされる体制が構築され、研究

を提供した。ＩＮＳ「岩手山火山防災検討会」では、

者と行政責任者が住民の安全を守るとの理念を共有

関係機関からの最新の観測情報が報道関係者の参加

したことは、特筆すべきことである（土井・斎藤、

のなかで討議されていたが、報道機関への徹底した

2003）
。

情報公開は、「減災の四角錐」に示された
関が地域防災の大きな柱

報道機

との認識を広めることに

つながった。

3. 報道機関との連携強化
地震・津波等に対する地域防災の取り組みのなか

こうした背景もあり、情報の持つ意味や、それら
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4. 火山観測データの共有と正確な情報発信を目指して
ＩＮＳ「岩手山火山防災検討会」の発足当時、岩
手県には火山学の研究室や観測所がなかったために、
表面現象の調査以外は東北大学や、国の研究機関に
依存していた。そのため、地域防災への視点を欠い
た生の観測データが中央から発信され、一方で、研
究者による極めて専門的な議論を住民が自由に閲覧
できるホームページ上で行なわれ、地元住民の不安
を増長させたり風評被害を生じさせるなど、いわゆ
る「学者災害」「報道災害」の広がりが危惧された。
中央の研究機関から報道機関への 投げ込み は、
他の研究機関とのデータとの整合性などについて協
が地域の安全を守るためにいかに重要であるか否か

議されないまま行なわれるために、地元報道機関に

が報道すべき情報の価値、といった考え方が地元報

混乱を引き起こし、また、地元の防災対策の進捗状

道関係者に浸透し、 今日の災害より明日の防災

況などに全く配慮されていなかったため、対策を模

との考えが根づいていった。地元経済への影響につ

索する行政関係者を困惑させることとなった。
一部の県外新聞紙面での

いても配慮がなされた。被害区域の想定が公表され、
それに基づいての防災対策が前進していることを前

昇

提に、一部中央紙などでの報道によって生じた風評

は正しいといえるものの、住民には、今にも庭先か

被害に対して、地元観光地を元気づけるといった視

らマグマが噴出するような錯覚を与え、観光客のキャ

点での報道も行なわれた。

ンセルを誘発した。インターネット上での火山専門

ＩＮＳに係わる地元研究者や行政機関の関係者の、

地殻ひび割れ

マグマ地表近くまで上

といった見出しは、地学的に

家による噴火の確率議論などは、住民に過大な不安

報道機関が単なる報道ではなく、建設的な批判精神

と行政の防災対応への不信感を抱かせかねなかった。

を前提に、地域防災の一翼を担う機関として機能し

こうした事態は、噴火危機対応の実務に対する意識

てほしいとの願いは、多くの正確な情報を取得した

の希薄さによるものと考えられた。

いとの報道関係者の要望とも合致し、かなり達成さ

そのため、岩手山の噴火危機の初期には、地域防

れた。そして、報道機関との強い連携は、「減災の

災にも係わる地元研究者は、中央の観測機関や他地

四角錐」構造を実践した「岩手方式」の火山防災の

域の研究者との意志の疎通に多大の労力を費やした。

大きな特徴として位置付けられることになる。

データの投げ込みなどを行なっている機関や研究者
には、以下のような要請を行なった。
1）報道機関への観測データの公表にあたっては、
単に生データの投げ込みといった形ではなく、
調査の意義や精度、データの意味するところ
など平易な解説を加え、報道関係者が内容を
理解し正しく報道できるよう配慮すること。
2）観測データは可能なかぎり、
「火山噴火予知連
絡会」へ提示戴くか、特に、岩手山に関して
は多岐にわたる観測を実施している東北大学
地震・噴火予知研究観測センターとデータの
整合性など一定の検討を経た上で報道機関へ
公表すること。
3）すみやかに地元の公的な検討会に調査結果を提
供するなど、地域防災への活用に配慮いただくこと。
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4）現地での調査、観測に際しては、岩手県消防
防災課や地元大学などに内容、日程などを連
絡いただくこと。
また、ホームページ上での専門的な議論は、当該
の専門の研究者間で行なうか、広く公開する場合に
は、誤解を招くセンセーショナルな表現は自制する
など火山知識を持たない一般の方々、特に噴火危機
に直面している地域の住民についても配慮して行なっ
て戴くよう要請した。
こうした呼び掛けを行なうと共に、地元報道機関
には忌憚のない意見や要望を提出し、さらに、現場
を担当する一線の記者諸氏とは勉強会の実施や情報
公開によって信頼関係を培う息の長い活動を行なっ
た。その結果、他機関の観測データは、優先して地
元岩手大学などに伝達されるようになり、また、地
元報道機関が受信した情報は岩手大学等に提供され、
必要な場合は東北大学地震・噴火予知観測センター
と協議を経るなどの体制が築かれることになった。
ＩＮＳに係わる研究者を中心としたこれらの活動
で、火山観測データの共有と正確な情報伝達の体制
づくりが進み、「報道災害」といった弊害は時を経
るに従い少なくなった。

（文責：岩手大学 斎藤徳美、岩手県総合防災室 土井宣夫）
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第3章 行政の防災実務の先導と支援
い岩手山南麓の住民の一部は、この火山防災マップ

1. 岩手山火山防災マップの作成

に従って指定避難場所へ避難している。

噴火によりどのような災害がどこまで及ぶかを事

一方、岩手山東側の山頂やや深部では低周波地震

前に予測し対策を講じることは、火山活動の監視と
共に火山防災の重要な柱と位置付けられる。しかし、

が発生しており、繰り返しマグマ噴火が発生してい

岩手山では噴火周期が長いことから防災対応の必要

る山頂部からの噴火では多岐にわたる噴火災害が予

性が全く認識されておらず、火山防災マップは作成

測された。そのため、検討委員会は引き続きワーキ

されていなかった。

ング、ミニワーキングを開催し、同年 10 月 9 日に 西

岩手山が噴火危機を迎える以前から、「火山噴火

側で水蒸気爆発が起きた場合

と

東側でマグマ噴

警戒避難対策計画」の中で「火山災害予想区域図」

火が起きた場合

が作成されつつあった。しかし、これは砂防対策の

分の 1 の「岩手山火山防災マップ」を公表し、岩手

指針となるもので、住民の避難など防災対策を念頭

山周辺の 6 市町村の全世帯および高校生全員の他、

においたものではなく、公表しないことを前提にし

岩手県内の小中高各学校のクラスなどに約 20 万部

ていたものであるため、現実のものとなっている噴

を配布した。また、噴石・降灰・溶岩流・火砕流・

火危機に対応できるものではなかった。

火砕サージ・土石流・融雪型火山泥流など想定され

を並記したＡ 1 サイズ、約 6.9 万

こうした状況のもとで、防災実務にあたる行政機

る災害の形態や対処の仕方をわかりやすく解説した

関と被災するかもしれない住民が互いに共有し、減

「岩手山火山防災ハンドブック」も同時に公表、配

災に向けた取り組みの基礎となる被害想定の作成が

布した（斎藤、1999）。

急務と考えられた。その認識を培うために、研究者

噴火に遭遇した経験のない住民はもちろん、防災

と国・県・市町村の防災担当者との忌憚ない意見交

の実務に携わる防災関係機関にも火山噴火に関する

換が岩手大学で行なわれた。そして、防災マップの

知識や防災への認識がなかった。作成されたマップ

作成が最終目的ではなく、緊急対策の立案と試行に

は、それに基づいた緊急対策が策定され、また住民

スクラムを組んで前進しようとの関係者の合意が得

に理解されなければ意味を持たない。そのため、コ

られることとなった。1998 年 7 月 8 日、建設省岩手

ンサルタント会社に下駄を預け、研究者が単にお墨

工事事務所、岩手県土木部砂防課、同総務部消防防

付きを与えるといった形式を避け、国・県・市町村

災課を事務局として、「岩手山火山災害対策検討委

の防災担当者と研究者が膝を突き合わせて真剣な議

員会」
（委員長：斎藤徳美岩手大学教授）が設置され、

論を繰り返した。正規委員である市町村長が出席す

住民の避難など地域防災の視点に基づく新たな火山

る検討委員会の開催は 5 回にすぎないが、担当者を

防災マップの作成がスタートした。

含むワーキングおよびミニワーキングは連日深夜ま

火山性地震の多くが大地獄谷から姥倉山一帯の西

で開催され、マップの作成と平行して防災実務の立

岩手山で発生し、過去の噴火実績からしても、当面

案も行なわれた。当初は、被災区域を出来るだけ狭

西側での水蒸気爆発の可能性が大きいと推定された。

く想定し少ない防災対応を願って臨んだ行政側も、

噴火の可能性が指摘される中での緊急作業との認識

火山災害への認識が深まると共に納得して防災マッ

のもとで、委員会は作成を急ぎ、2 週間後の 7 月 22

プの内容に合意することとなった。

日には「岩手山火山防災マップ（西側で水蒸気爆発

岩手大学工学部 7 号館の 6 階に設置された小部屋

が起きた場合）」を公表した。このマップでは、網

「岩手火山研究連絡室」には、建設省岩手工事事務所、

張温泉、松川温泉といった観光地や集落までは、噴

岩手県土木部、岩手山周辺 6 市町村の担当者等が集

石や厚さ 10 ㎝以上の降灰は到達しないと想定され、

い、マップの作成に知恵を絞った。西側で水蒸気爆

緊急避難の必要はないとしたが、降灰後の大雨によ

発が起きた場合の火山防災マップは検討委員会が立

る土石流に備えた避難施設が指定されている。同マッ

ち上がって 2 週間という短時間にこぎつけたが、火

プは、岩手山周辺 6 市町村の全世帯に 16 万部余が

山性地震が頻発するなかで

配布され、公民館などでの住民説明会が多数繰り返

火が起きたら、洒落にもならない

された。同年 9 月 3 日に、雫石町長山で震度 6 弱を

況での作業であった。短時間での策定には、マップ

観測した岩手県内陸北部の地震の際に、震源地に近

作成の基礎となった土井宣夫氏の調査結果に関して、
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マップができる前に噴
との切迫した状

被害想定は 1686 年の噴火と同規模との前提にした
もので、シミュレーションに必要な物性値も推定値
であり、描かれた被害区域は被害を受ける可能性が
高いと推定される範囲である。しかし、多くの住民
は自分の住居は区域外、イコール安全との即断に走
ることが危惧された。いかにして、これらの背景を
理解してもらうかが課題とされた。
啓発のため最も効果的な手段は報道機関を通じて
広く訴えるものであが、複雑な背景や内容を火山知
識の少ない住民に理解してもらうには、まず、報道
関係者が理解を深めること、十分な紙面や放送時間
を確保してもらうことが重要である。斎藤検討委員
委員会の発足以前からとりまとめ作業が進められて

会委員長は、委員会やワーキング後の記者レクで経

いたことが大きな力になった。

過を懇切丁寧に説明し、また、担当デスクなどにも

東側でマグマ噴火が起きた場合の被害予測は、さ

当該の報道態勢への理解を求めた。一方で、新聞で

らに容易ではなかった。1686 年の山頂噴火とほぼ

の掲載やテレビ画面での表示がしやすいように、文

同規模の噴火を想定しているが、同噴火では出てい

字が大きく、記号をよりシンプルにした概略図を別

ない溶岩の総量、温度、粘性や融雪型火山泥流を予

途作成、1998 年 10 月 9 日開催予定の第 2 回「岩手

測するための火砕流の温度などは推定するしかない。

山の火山活動に関する関係機関連絡会議」での了承

検討結果をもとに、実務を担当した 砂防・地すべ

時を解禁とするむねの信頼関係のもとに、2 日前に

り技術センターのスーパーコンピュータで計算が行

は全報道機関を対象に説明、資料配布を行なった。

なわれ、その結果をもとに再度議論をといった過程

マップ公表後、地元紙の岩手日報は第一面の大半を

が繰り返された。 東側のマップは作成できないか

使ってカラー図を掲載、テレビ各社も夕方の地元ニュー

もとすら思ったこともある。後日、浜口教授等の研

ス番組でマップの説明を詳しく行なった。新聞の見

究で、1998 年 2 〜 4 月と同年 8 月にマグマの貫入が

出しも、 冷静な中に警戒を 、 万一に備え態勢本腰

あったことが明らかにされたが、その時に噴火が起

など、危機感をあおるのではなく冷静な対応を訴え

きていたら、どう対応したのか。今考えるとゾッと

るものとなった。
直接に地域住民への配布・説明の役を担う、周辺

する。 と、斎藤委員長は当時を振り返る。

市町村の職員に対しては、同じく 10 月 7 日約 150
名を岩手大学に集めて説明会を行なった。また、防

2. マップ理解のための啓発活動
これまで火山防災マップが作成された多くの火山

災意識の啓発は、未来の時代を担う子供たちを対象

では、行政が観光地などへの風評被害を恐れて、防

にする必要がある。そのため、住民配布用の他に、

災関係機関内部の閲覧に留めたり、公表するにして

児童生徒を対象としたマップ約 3 万枚の増刷を、斎

も、ひそやかに配布するといった傾向があったこと

藤委員長が直接岩手県教育員会へ要請、岩手山周辺

は否めない。

6 市町村の高校生全員、県内小中高等学校各クラス

噴火の可能性が指摘されているという背景もあり、

にマップが配布された。そして、同年 10 月 14 日に

「岩手山火山防災マップ」は、防災関係機関が有効

は、生徒への説明にあたる教職員約 150 名を対象に

な防災対策を立案、一方住民には岩手山に対する理

した勉強会も、岩手大学で行なわれた。地域住民と

解を深め、自らの命を自らが守るとの意識の啓発を

の対話集会や民間機関の研修会などには、斎藤委員

目指すものと位置付けられた。東西両側での噴火に

長や土井宣夫氏などＩＮＳ「岩手山火山防災検討会」

よる被害区域を併せて示した火山防災マップは、配

のメンバーがボランティアで企画・出席し、地域の

色や表示方法に最大限の工夫をこらしたものの、複

一人一人と顔の見える対話を繰り返した。直接参加

雑でわかりにくいことは否めない。そして何よりも、

した住民は、50 人の集会を 200 回行なったとして
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も１万人、岩手山周辺の 6 市町村の住民約 40 万人

4. 岩手山火山防災ガイドラインの策定

に比するとあまりに少なすぎるとする一方で、集会

岩手山火山防災マップの完成の直前、「岩手山火

がテレビ・新聞を通じて詳しく紹介された効果は大

山災害対策検討委員会」を担当する行政の一部に、

きく、住民との間に信頼関係を築きあげる上で役立っ

マップ公表をもって委員会の役割は終了

たと評価される。

とする

空気が流れた。これに対して、斎藤委員長は、 緊

なお、その後、岩手工事事務所では、観光客用や

急対策の立案と試行を目指して短期間でのマップ作

留学生対象に英語と中国語版の「岩手山火山防災マッ

成に全力をもってあたるとした初心はどこにいった

プ」およびハンドブックを作成、火山防災マップの

のか。マップを防災実務に生かさないのなら、マッ

内容を解説したビデオ「火山災害に備えて」を作成

プ完成の前に委員会を解散することも辞さない と

し、関係機関に配布した。

宣告。事務局のトップである、岩手工事事務所長、

岩手山火山防災マップの作成から啓発の過程で、

岩手県総務部長、同県土整備部長らを立案、実施の

ＩＮＳ「岩手山火山防災検討会」の定例会の開催は

責任者として委員に加え、さらに社会心理や地方行

間をおくこととなったが、委員会やワーキングの開

政分野の専門家である岩手県立大学の教授らにも参

催から策定、啓発の実務作業は、ほとんどがＩＮＳ

加を要請して体制の強化を図り、総合的な火山防災

のメンバーによって進められた。マップの作成およ

の指針つくりを目指した。

び平行して行なわれた防災実務の検討が、ＩＮＳの

噴火の可能性が指摘されるなかで、緊急に必要と

活動そのものであったと位置付けられよう。

されたのは、噴火後 48 時間以内におこなうべき避
難などの緊急対策を明らかにし、具体的な対応を進
めることであった。そのため「岩手山火山災害対策

3. 岩手山火山災害対策図の監修
県と岩手山周辺 6 市町村では、防災担当の他、各

検討委員会」では、ワーキンググループを中心に緊

部課などとも連携して、災害予測図に基づいた、実

急対策の検討を行い、1999 年 5 月 27 日に、噴火後

務的な防災対策の立案を進めた。それらの結果をも

48 時間までの「緊急対策ガイドライン」をまとめた。

包括し、縮尺を 2.5 万分の 1 とし、住民の住居の所

さらに活動活発期、避難期、避難生活期、生活復興

在地もわかりやすくした、6 市町村毎の「岩手山火

期までの中長期になすべき対策についての検討を進

山災害対策図」を、2000 年 4 月に約 3 万 8 千部を作

め、2000 年 3 月 23 日に総合的な「岩手山火山防災

成し、それぞれの市町村の避難対象の世帯などを中

ガイドライン」をとりまとめた。

心に配布した。

ガイドライン公表時の委員会には、増田寛也岩手

この図には、被害想定の他、避難場所、避難経路、

県知事と周辺 6 市町村の首長が顔をそろえ、堅い握

防災行政無線、防災関連施設などが図示されると共

手によって防災対策への意欲を顕示したが、このセ

に、火山防災に関するデータが包括されており、噴

レモニーは首長等に後述のガイドラインの理念の実

火時には本対策図に基づいて防災対応が進められる

践、連帯と連携を公の場で示してもらうべく、斎藤

こととなる。一部の町村では、課題とされている災

委員長らの強い要望と企画によって行なわれたもの

害弱者の救援のために、部内取扱い資料として、そ

である。

れらの世帯を記入した 1 万分の 1 の詳細図を加えた

「岩手山火山防災ガイドライン」では、冒頭に以

対策図も作成した。

下のような理念が示されている。

「岩手山火山災害対策図」の作成作業は、財政上
基本理念

から 6 市町村が独自に行なう体裁がとられたが、
ＩＮＳ「岩手山火山防災検討会」のメンバーが連携

噴火は防げないが、災害は軽減できる。必要な

した編集や監修にあたった。表示記号や方法を統一

対策をできるところから実行し、
「火山と共生」

してあり、6 枚の図面を張り合わせることによって、

する「防災先進地」を目指す。
対策推進の理念

防災実務に供される岩手山全域での災害対策図とな
るように工夫されている。

実務的な対策は、 国
して責任を負う。
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県

市町村

が連帯

地域の安全は、 行政機関・防災関係機関
識者

住民

学

5. 火山砂防および治山計画の策定

が連携して、それぞれの役割を

「岩手山火山防災マップ」の公表で被害想定区域

遂行することにより、初めて守られる。

が明らかになったことから、砂防、治山の計画も具
体的に検討がなされることになった。建設省岩手工

策定作業の初期には、掲げられた対策の実施主体

事事務所は 1998 年 11 月 29 日に「岩手山火山砂防

が明示されないままに作業が進められた。すなわち、

計画検討委員会（委員長：石橋秀弘岩手大学名誉教

責任の所在を不明確にする従来の

授）」を、また、青森営林局森林管理部治山課と岩

お役所的

発想

が再び頭を持ち上げ始めたといえるかもしれない。

手県林業水産部森林土木課は 1999 年 1 月 7 日に「岩

これに対して、斎藤委員長らは

主語のない対策な

手山火山治山計画検討委員会（委員長：村井

ど、絵に書いたモチに過ぎない

と強烈に異議を唱

北地域環境計画研究会長）」を設置。砂防ダム、遊

え、前記の対策推進の理念を冒頭に記載することを

砂地、治山ダム、さらに監視カメラ、雨量計、積雪

主張した。また、緊急時に、 いつ

計、振動センサー、ワイヤセンサーなどの設置が計

のように

だれ

が

ど

判断し、避難行動が行なわれるのかとの

宏東

画され、1999 年 4 月からは計測計の大部分が稼働し、

苦悩に応えるものとして、
『県は必要に応じて、
「岩

関係機関にもその情報を発信している。

手山の火山活動に関する検討会」から火山活動の現

しかしながら、砂防および治山計画の立案の当初

状に関する学術的助言を受け、警戒本部長（県知事）

には縦割り行政の弊害がかいま見られた。同じ山体

を中心に協議・判断し、市町村長に避難の勧告につ

に、しかも、類似の機能のダムであるにも係わらず、

いて助言する。』ことを明記した。法的に、避難の

建設省が砂防、農水省が治山と別々に委員会を立ち

勧告を行なう責務のある市町村長が責任を負うのは

上げ、別々に計画の立案を始めたことによるもので

当然であるが、学術的知識の少ない首長に、防災的

ある。

な視点にも踏み込んだ「岩手山の火山活動に関する

「岩手山火山災害対策検討委員会」の斎藤委員長は、

検討会」の助言を基に、知事が判断して、避難勧告

統一的な検討を望んでいたが入れられず、災害対策

の助言を行なうとして、連帯責任と連携の理念を実

全般に目をむける立場から両計画委員会に、オブザー

行動に規定したことは、画期的なことである。これ

バー参加した。そして、両計画の調整の欠如に強く

らの基本的な考え方はＩＮＳ「岩手山火山防災検討

異義となえ、また、新聞も

会」の定例会などでもしばしば討議され、参加者の

災迷走

共通認識でもあった。「岩手山火山災害対策検討委

Ｓ「岩手山火山防災検討会」は大きな役割を果たし

員会」の委員および事務局の行政関係者の多くが

た。1999 年 2 月 27 日の第 5 回ＩＮＳ「岩手山火山

ＩＮＳ「岩手山火山防災検討会」のメンバーで、公

防災検討会」の場で斎藤委員長が連携の必要性を強

的な委員会の場では討議できない忌憚のない意見交

く訴え、同会終了後の交流会で岩手工事事務所と青

換で信頼関係が醸成されていなければ、このような

森営林局・岩手県森林土木課の担当者が腹を割って

とりまとめは出来なかったであろう。

厳しい意見のやりとりを行なった。これがきっかけ

役所縦割りで岩手山防

と批判した。この不協和音の調整にもＩＮ

火山防災に関して、総合的かつ系統的な火山防災

のひとつになって、砂防・治山の調整が公的になさ

ガイドラインは、わが国で初めてのものであり、策

れ、それぞれが役割分担をした対策が立案、遂行さ

定されたこと自体に大きな意義があるが、特に、縦

れることとなった。

割りで責任の主体が不明確とされていた行政機関の
連帯責任が明記され、減災の四角錐の考え方が具体

6. 噴火対策防災訓練

的に記載された意義は大きい。火山防災ガイドライ

岩手県と岩手山周辺 6 市町村は、立案された緊急

ンの多くは、「岩手県地域防災計画」の火山対策編

対策の試行として、「岩手山噴火対策防災訓練」を

に取り込まれ、火山防災対策の理念として位置付け

繰り返し実施した。訓練は地域住民の安全をいかに

られることになった。

守るかの実践であることは言うまでもないが、噴火
時に、首長が自らの判断と責任で避難勧告など必要
な措置を講ずるべく認識を徹底する目的もあった。
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訓練のシナリオは、季節や噴火の形態など課題を

に説明し、安全対策の必要性に理解を求めた。風評

掲げて作成され、様々な事態に対応ができるように

被害を研究者の発言によるものとし （斎藤委員長が）

工夫がなされた。また、盛岡地方気象台の「緊急火

きたらぶんなぐってやる

山情報」を引き金とした避難の他、噴火以前に、岩

加者もいたといわれる会合で、斎藤委員長はひざを

手県知事が「岩手山の火山活動に関する検討会」の

突き合わせて杯を交わした。この席で関係者に向け

学術的助言に基づき判断して市町村長へ助言すると

せめて自分等で防災無線を備えるなど自助努力を

と怒りをあらわにする参

いう「岩手山火山防災ガイドライン」の指針に従っ

した上で役場に文句をいうべき

た訓練も実践された。

確な情報を発信する努力を

1998 年 10 月 18 日、松尾村を主会場に行なわれた、

く態勢は整える

台風接近時の悪天候での第 1 回訓練を皮切りに、

顧客に向けて正

我々も出来るだけ早

と防災対策への理解を求めると共

に、地域の一員としての連帯を訴え、理解を得た。

2001 年 2 月 18 日の玉山村まで岩手山周辺 6 市町村す

地元報道機関も、ＩＮＳ「岩手山火山防災検討会」

べてで訓練が実施された。これらの訓練のシナリオ

での本音の意見交換や同メンバーによる情報開示に

作成の討議や訓練後の反省などの意見交換はＩＮＳ

信頼をよせ、住民の方々に冷静な対応を求める一方

「岩手山火山防災検討会」でも行なわれた。また、

で、地域経済を元気づけようとするニュースも発信

検討会に参加するメンバーが係わって企画された訓

した。西側での水蒸気爆発の噴石危険区域が網張・

練が、市町村単独で、また陸上自衛隊岩手駐屯地、

松川両温泉をギリギリで外れたことは、過去の水蒸

岩手県警察本部、建設省岩手工事事務所、さらに、

気爆発での調査から学術的に検討された結果である

東北電力㈱岩手支店、JR 東日本旅客鉄道㈱盛岡支社、

が、1998 年 7 月 22 日の「岩手山火山防災マップ（西

NTT 東日本㈱岩手支店などライフライン関係など

側で水蒸気爆発がおきた場合）」の策定と公表の記

で実践的に行なわれた。

者会見をあえて国民休暇村岩手山麓（当時）で行なっ
たのには、地元在住の研究者のひとりとしての斎藤
委員長の強い想いが込められていた。

7. 観光地など地域経済への対策
1998 年 6 月 24 日の臨時火山情報第 2 号に「噴火

その、斎藤委員長が十勝岳を視察中の 1998 年 8

の可能性」の文言が掲げられて以降、それまで全国

月 20 日、「岩手山南麓エリア協議会」は

的に注視されていたとは言えない 活火山、岩手山

発なんかこわくない

は大きな注目を浴びることになり、一方でポツポツ

之東北大学教授らから

と出始めていた観光地を中心とする地域経済への影

看過できない。 と厳しく叱責を受ける場面もあった。

響が目に見えた形で表れ始めた。同年 7 月 1 日の岩

事前の問い合わせに

手県議会では、岩手山周辺 4 町村の観光客のキャン

少ないと訴えることは可 とした斎藤委員長は、 対

セルが 1,200 名にのぼったことが報告されている。

応に甘さがあったことは否めない、忸怩たる思い。

地域の安全確保には、防災体制の構築が必要であ

水蒸気爆

キャンペーンを実施、浜口博
火山災害を軽視しすぎる。

火山防災マップから、危険は

と手探りの当時を反省を込めて振り返る。

るが、そのためにはどのような災害が起きるのかが

1998 年 9 月 17 日には岩手山南山麓の岩手高原スキー

予測されなければならない。最初に発生するのは西

場が火山活動の活発化を理由にスキー場の営業を停

側での水蒸気爆発、との予測に基づいて火山防災マッ

止、2001 年 2 月 21 日には JR 東日本が北山麓の東

プの策定が急がれた。それは一方では、風評被害の

八幡平リゾート事業から撤退を表明するなど、不況

拡大を防ぐことにもつながる。風評被害防止のため

による地域経済の落ち込みは入山規制の緩和を求め

に適切な情報発信を訴えたのも、火山の恵みで生き

る大合唱となって岩手山防災へ様々な課題を投げ掛

る地域には、火山災害への備えもまた表裏一体であ

けた。ＩＮＳ「岩手山火山防災検討会」でも、火山

ることを理解して戴く必要を痛感したからに他なら

活動と安全対策の接点を模索すべく意見交換が行な

ない。

われることになった。

1999 年 5 月 27 日には斎藤委員長は、ペンション経
営者らで組織する「岩手山南麓エリア協議会」に出

（文責 : 岩手大学 斎藤徳美、 岩手県総合防災室 土井宣夫）

席し岩手山の現状と地元関係者の努力をありのまま
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第4章 地域への啓発活動
いのか

1. 学習会やセミナー

と呆れられる）に、約 1,700 名が集まり、

噴火体験や岩手山が生きている火山との認識がな

噴火に対する関心の高まりが感じられた。ＩＮＳ「岩

いままに噴火の危機を迎えた岩手山では、専門家に

手山火山防災検討会」は、その後も関係者の顔触れ

よる火山観測体制の整備、災害予測地域の想定、緊

が変わる 4 月には、同会の定例会も兼ねて、毎年「岩

急対策の立案と施行を進めると共に、地域防災の主

手山火山防災セミナー」としてテクノホールで開催

役である住民への啓発活動が不可欠であった。噴火

している。参加者は 100 名〜 200 名である。

の仕組み、火山災害の種類、防災対策といった基本

1999 年以降は、岩手県と 6 市町村が主催して、6

的な火山知識から、
「岩手山火山防災マップ」の見方、

市町村持ち回りで開催される「もしもに備えて−岩

「岩手山火山防災ガイドライン」への理解など多岐

手山火山防災シンポジウム」が行なわれるようになり、

にわたる火山知識をできるだけ早く、多くの住民に

噴火対策防災訓練と共に、行政が主催する継続的な

理解していただくために、様々な手段を講じた。

啓発の場となった。シンポジウムでは、斎藤代表幹

ラジオ・テレビ・新聞等の報道機関は多くの住民

事や土井宣夫氏らＩＮＳの地元メンバーを常連に、

に伝達するには有効であった。一方、直接住民の方

浜口博之東北大学地震・噴火予知研究観測センター長、

と顔の見える会合は、深い理解を得て信頼関係を築

太田一也前島原地震火山観測所長、岡田

き、地域防災の担い手との認識を高めるのに重要で

山観測所長らも講演にかけつけた。このシンポジウ

あった。

ムは、合計 9 回開催され、多いときは 500 名近い住

弘有珠火

民の参加を得ている。この他、建設省などが主催す
る「道路防災シンポジウム」
「岩手山火山防災サミッ
ト」、盛岡広域地域安全活動パイロット地区推進協
議会企画の「岩手山火山フォーラム」なども開催され、
斎藤代表幹事が講演、ヘリコプターからの解説、パ
ネルディスカッションなどに関わった。
「岩手山火山防災マップ」の公表後の住民説明会な
どに関しては第 3 章第 2 節に述べたが、ＩＮＳに参加
する市町村担当者が住民啓発のための学習会を多数
企画した。雫石町、滝沢村などでは公民館ごとに草
の根学集会が開催された。これらの会では、床に胡
坐をかいた聴衆と説明にあたった斎藤代表幹事や役
場職員が膝を突き合わせて、疑義に応える場合もし
ばしばで、 ひと と ひと の顔の見えるＩＮＳの
最初のシンポジウムは、ＩＮＳ「岩手山火山防災

理念が実践された。講師役は手弁当であることがほ

検討会」が企画した「岩手山火山市民セミナー」で、
1998 年 7 月 11 日に岩手大学工学部テクノホールで
開催され、約 200 名の参加者で会場はほとんど満員
となった。同 8 月 11 日には、雲仙普賢岳の噴火で火
山防災の先頭に立った太田一也前島原地震火山観測
所長の講演・対談を桐花会（県内報道機関 16 社で組
織）とＩＮＳ「岩手山火山防災検討会」の共催で開
催した。岩手県民会館大ホールにも関わらず及川正
彦岩手日報社報道部次長が入口に案内のビラを張り、
斎藤代表幹事が一人で司会進行、パネリストを努め
るというＩＮＳ方式の手作りの会（舞台担当者から セ
ミナーの企画・実施を請け負うイベント会社はいな
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とんどであり、 謝金はないのだが ･ ･ ･

地域住民の方々との対話、児童生徒の勉強会で火

と直接に

講師を要請された斎藤代表幹事は、 畑でとれた枝

山活動の現状解説に心がけた点は、当然ではあるが、

豆一束とワンカップひとつが日当

と常に返答、地

できるだけ専門用語を避け、噛み砕いて子供にもわ

元の野菜を山ほど背負わされて帰途につくことも何

かる話をすることである。また、仮定、条件はでき

度かあった。雫石町では小原千里消防防災係長の提

るだけ簡潔に、ここまではわかる、この先はわから

案で、役場職員はもちろん、災害時に第一線に立つ

ないと明言することである。地域がもっとも知りた

消防団員の研修が繰り返し行なわれた。定例の消防

い噴火の予測が学術的にもむずかしいが故に、研究

団幹事会には斎藤代表幹事がいつも招かれ、火山活

者がより正確に伝えようとすると、歯切れの悪い説

動の最新情報をわかりやすく説明し、また交流の場

明にならざるをえない。しかし、噴火危機が差し迫っ

にも加わった。「消防団主任」名の消防団員のハッ

た状況のなかでは、防災実務上、たとえ 51 対 49 の

ピももらったし、 骨は絶対拾ってやるから心置き

比率であっても、白黒の決断を避けて通れないこと

なく調査に行け

のあるのが事実である。

との暖かい激励？も受けたと斎藤

代表幹事は目頭を熱くして語る。

印象深く残る出来事を二つ、斎藤代表幹事は語る。

警察・消防・自衛隊・建設省・大学、その他国の

1998 年 6 月 24 日噴火の可能性との文言を含む臨時

機関でも火山防災への研修会を開催した。地元火山

火山情報第 2 号の記者会見が盛岡地方気象台で行な

情報の唯一の公的な発信元である盛岡地方気象台で

われた。噴くのか噴かないのか、何をすればよいの

も、台長の要請で斎藤代表幹事が研修会に出席し、

かと詰め寄る報道関係者に、防災実務に携わる立場

地域防災における地方気象台の役割の重要性と地域

にない気象台は

の期待を訴えた。通常は気象観測業務のみに従事す

との答えに終始するしかなかった。その後のやりと

る職員の何人かから、 台長が何を求めているかよ

り。 子供にもわかるようにはっきり説明しろ

うやくわかった気がする

単刀直入で有名であったＳ新聞のＩ記者の怒声。返

とのことばを聞いて心強

今後とも注意深く監視を続ける

く感じたこともあった。地元の民間会社や各種団体

す刀で、会見場の端で話を聞いていた斎藤に

も、独自に講演会や勉強会を開催した。斎藤代表幹

教授はどうなんだ？

事や土井宣夫氏らは、スケジュールの許す限り、積

私の認識は別の場でいう。

極的に講師の役を引き受けた。

らに廊下に移動して

と、
斎藤

今は気象台の公式記者会見、
じゃ会見は終了。 さ

で、斎藤の見解は？

噴く

岩手山周辺の多くの中学校、高等学校でも火山学

か噴かないか誰にもわからない。すぐに関係者の招

習の場を企画した。総合学習に岩手山を課題として

請をも求めて何をなすべきか協議する。 わからな

取り上げ、研修で岩手大学を訪れた学校もある。斎

いということだな。それならわかった。わかるのか、

藤代表幹事が講師を努めた学校だけでも 10 数校にお

わからないのかすらわからないではニュースになら

よぶが、数百名の生徒が体育館などで居眠りもしな

ない。 これは、地元研究者として、子供にもわか

いで熱心に聴講した。その中には、後日、防災の勉

る明快な説明の必要性を思い知らされると共に、危

強をしたいと岩手大学工学部に入学した生徒もいる。

機に直面したら苦渋の選択を迫られる立場に自らを

噴火周期が長い火山では、明日を担う児童、生徒へ

追い込んでしまったと、事の重要さに震えた出来事

火山との共生の認識を育むことが重要であることは

であった。

いうまでもない。火山活動が沈静化に向かうなかで、

その延長線上での失敗談をひとつ。約 1,700 名の

特に 2004 年以降の開催が激減していることは、平常

聴衆がつめかけた 1998 年 8 月 11 日の太田一也先生

時における継続的な啓発活動の難しさを表している。

の講演後の会場からの質問、 火山活動が活発化する

これらの学習会、セミナーなどは、斎藤代表幹事

と山の近くで大地震起きると聞いたが、岩手山では

および土井宣夫氏が関わったものだけで約 150 回を

大丈夫か。 様々な可能性が頭のなかに浮かんだ。山

数える。噴火が起きる前に、しかも短期間でこれだ

体内部での大地震は手の打ちようがない山体崩壊を

け多くの直接対話が地域住民の方々となされたこと

引き起こす。活断層が動くとして確率は ･ ･ ･ 、以前

はわが国ではなく、岩手山の火山防災対応を特徴づ

調査した雫石盆地西縁断層帯のトレンチ現場も目に

けることがらといえよう。

浮かんだ。当時、ホームページなどで不安をあおる
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（2）ラジオ、テレビ

情報が多く流され風評被害も出始め、その「モグラ

斎藤代表幹事は、㈱テレビ岩手の放送番組審議会

タタキ」に追われていたことから、不安を増強して
火山

の委員長の役職にあったこと、地震・津波防災、さ

活動の活発化による大地震はまずない。むやみに不

らには県などの審議会等の取材を通じて担当記者や

安がることはない。 と明快に答えた。そして、１ヵ

報道責任者とも懇意であったこともあり、ニュース

月もたたない 9 月 3 日、マグニチュード 6.2、雫石

番組での解説から報道特別番組の企画まで多岐にわ

町長山で震度 6 弱の岩手県内陸北部の地震が発生し

たって関わることとなった。㈱ IBC 岩手放送のラジ

た。この地震は火山活動に直接関わるものではなく、

オ番組では、1998 年 5 月 3 日から、毎週日曜日の朝

活断層によるものであったが、そんな釈明はともか

8 時 30 分からの「サーティーミニッツ」後半の 7 〜

く、 斎藤のウソツキと思った人はいったい何人い

8 分を電話出演して岩手山関係の解説を行なった。

るのだろう 。9 月 3 日夕暮に緊急機上観測を終え、

その解説は、2001 年 10 月まで 35 回に及び、広く情

岩手県防災ヘリコプター「ひめかみ」から降り立っ

報発信の役割を果たした。

はいけないとの判断に回路がスイッチオンし

た斎藤代表幹事は

この地震で岩手山の崩壊が生じ

なかったことにほっとする一方で、暗澹たる想いも
胸に湧き上がった

という。

2. 情報メディアを通じた啓発
（1）新聞
新聞はテレビ等に比して速効性はないものの、噴
火が起きていない時期での火山防災意識の啓発には、
解説などで多くの情報を伝える点や、繰り返し読む
ことで理解度を深められるといった点で有効であっ
た。観測データや防災体制の構築に関するニュース
の報道の他、特集として各紙が独自の切り口で取り
上げた。ＩＮＳのメンバーが多くの情報源になり、
取材を受けることが多かった。斎藤代表幹事は、Ｉ
ＮＳが関わるニュースについては、事前の情報提供

テレビ各社には、ヘリコプターによる機上観測や、

を行なうとともに、必要な内容をすべて包括した報

入山規制で取材ができない現地映像を提供したが、

道用メモを用意し、正確な報道の支援することを心

これらの映像は、住民の方々に、目に見える形で岩

がけた。一部中央紙にはセンセーショナルな見出し

手山の変化を知って戴くために役立った。そのため

であおるような記事もあった。斎藤代表幹事が直接

に、現地調査の際にテレビ局の高性能ビデオカメラ

本社デスクに抗議し、翌日の紙面に斎藤代表幹事の

を借用する場合もあった。夕方 6 時台の地元ニュー

解説を掲載して実質的に修正するといったケースも

スでは数えきれない位多くのコメントを伝え、約

起きた。しかし、緊密な情報交換と信頼関係が築か

20 本の防災特番にも出演し、火山防災に関する啓

れていた地元新聞、中央紙の岩手版の記事は冷静で、

発を行なった。

地域の安全を守る視点に基づいていたといえよう。

なお、斎藤代表幹事と土井宣夫氏は、1998 年 12 月、

また、斎藤代表幹事は、火山防災の基本的な考え

県政記者クラブから、この 1 年間にニュース報道に

方や対策の理念を防災関係者や住民の方々に理解し

最も貢献した人に送られる「ゴールデンクラブ賞」

てもらうことを目的に、
「岩手日報論壇」
、
「朝日論壇」

を贈られた。

に掲載を依頼した。防災対応の節目ごとに提示され
た 12 回の意見はすべて掲載され、岩手山火山防災

（3）雑誌等

の理論的支柱の役割を果たした。

岩手山への関心が高まるなかで、社報、ミニ広報
誌などから執筆の要請があった。内容は、１ページ
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（6）啓発用ツールの開発

程度と短いものから、10 数ページにわたるものもあっ

2000 年 6 月 17 日、建設省岩手工事事務所（当時）

たが、できるだけ要望に応え、啓発の一助とした。

と松尾村は、
「岩手山火山防災情報ステーション（愛
（4）岩手山周辺６市町村広報誌への連載

称：イーハトーブ火山局）」を開所した。有事の場

「岩手山火山防災ガイドライン」の策定作業がほ

合は現地災害対策本部として使用されるが、通常は

ぼ終わりかけたなかで、岩手山周辺 6 市町村の防災

火山監視・学習の拠点となる。展示されるパネルや

担当者から、各自治体で発行している広報誌を啓発

放映されるビデオの監修には、ＩＮＳ関係者が支援

に活用してはどうかとの声があがった。早速、広報

した。また、活動の状況を伝える「岩手山最新情報」

担当者との協議が行なわれ、区切りの良い 2000 年

の編集は斎藤代表幹事が行なっている。

4 月号から掲載が決まった。「斎藤教授の、岩手山

滝沢村では、火山の恵みと防災の章をもりこんだ

との共生を目指して」と題する半ページの解説が、

小学生用の副読本を作成した。東北電力㈱岩手支店

2001 年 4 月まで 2 年間にわたって掲載され、その後

では火山防災の啓発用 CD-ROM「ハルくんの部屋」

不定期に、2003 年 1 月号まで 28 回続いた。

を作成、建設省岩手工事事務所（当時）は火山防災

原稿は、盛岡市の広報担当が斎藤代表幹事の研究

マップの説明用ビデオ「火山災害に備えて」を作成

室から受け取り、5 町村に配信するなど各自治体の

した。また、その他、各種パンフレットなども作成

協力のもとに行なわれた。住民の自宅に配布される

されているが、その折々にＩＮＳ関係者の知恵が活

広報誌は、最新の火山情報を伝えるには適さなかっ

用されている。

たが、火山防災意識の啓発には有効であったと考え
られる。

3. 火山防災先進地に学ぶ活動
活火山

（5）ホームページ

との認識がなく、他の火山地域との交

流もほとんどなかった岩手山で、先進地の事例を学

「岩手山火山防災ガイドライン」が策定される時

ぶにあたっては、新たな

期までは、ＩＮＳ関係者は防災体制の立ち上げに奔

ひと

つながりを築くこ

とが必要であった。

走し、地元からの系統的な情報発信を行なうゆとり
をもてなかった。岩手大学建設環境工学科のスタッ
フが、ＩＮＳのホームページから「地盤と防災研究会」
のページを経由して粗仕上げのＩＮＳ「岩手山火山
防災検討会」にリンクを張るところまではしたものの、
ほとんど更新がなされないままに放置された。
防災対策の形が見え始めた 2001 年 11 月、岩手山
の活動や対策の現状、さらには岩手山火山防災への
理念、ＩＮＳ「岩手山火山防災検討会」の活動を紹
介する新たなホームページを、地下計測学研究室の
山本英和助教授、佐野

剛技官らが立ち上げた。そ

の後、同研究室の 4 年次学生が卒業研究として引継
ぎ、斎藤代表幹事らの機上観測や現地調査の映像や
ＩＮＳの活動を随時更新している。

岩手山で噴火危機が叫ばれ始められた当時、もっ

なお、ＩＮＳ「岩手山火山防災検討会」に参加し

とも最新の事例は、火砕流や土石流災害にみまわれ

ている、建設省岩手工事事務所（現：国土交通省岩

た雲仙普賢岳であった。島原地震火山観測所長とし

手河川国道事務所）、岩手県総合防災室、盛岡地方

て奮戦した太田一也九州大学名誉教授には一度も面

気象台、㈱岩手日報社、㈱岩手めんこいテレビ、㈱

識がなかったにも関わらず、斎藤代表幹事は直接電

テレビ岩手などが岩手山火山防災に関するホームペー

話を入れ、招請した。テレビの全国ニュースなどで

ジを独自に運用している。

岩手山の火山活動が活発化したことは知っておられ
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たが、火山学者として直接に交流がなかったことか

盛岡地方気象台長らが増田寛也岩手県知事ととも

ら、当初、斎藤代表幹事とは一体何者かと思ってお

に現地を訪れ、避難所運営、生活支援などについて

られたとのことであった。たまたま、斎藤代表幹事

学んだ。さらに、噴火活動が終息した 2002 年 9 月

と物理探査の学問領域で親交のあった松島 健氏が

には、斎藤代表幹事が、金比羅山周辺の復旧工事や

島原地震火山観測所へ赴任していたことから、斎藤

遊歩道が設置され観光客で賑わう西山火口群を視察

代表幹事の素性を理解されており、来盛の要請を快

し、現地の関係者と火山との共生の在り方について

諾戴くことになったとの経緯もある。

意見交換を行なっている。

太田名誉教授は 1998 年 8 月 11 日にＩＮＳ「岩手

その他、検討会のメンバー、岩手県および岩手山

山火山防災検討会」と桐花会（地元報道機関 16 社

周辺 6 市町村の防災関係者も繰り返し有珠山を訪れ

の集まり）が共催した「雲仙普賢岳に学ぶ火山防災

ており、現地で取材にあたった報道関係者をも含め

セミナー」に出席し、その後、岩手県の火山対策ア

て、有珠山の教訓と岩手山の対応を協議する第 18

ドバイザーとして岩手山噴火対策防災訓練や岩手山

回ＩＮＳ「岩手山火山防災検討会」が 2000 年 5 月

火山防災セミナーにも参加するなど、貴重な助言を

13 日に開催されている。2001 年 1 月 29 日には、岡

行なっている。また、同じく、島原市長として行政

田 弘教授、長崎良夫虻田町長を岩手に招請し、生々

対応にあたった鐘ケ江管一前市長も 1999 年 9 月に

しい体験談を聞いた。

講演に招請した。

岩手山の火山活動が活発化して以降、1998 年北

1998 年 8 月には、斎藤代表幹事らが、土石流対策

海道駒ケ岳の噴火、2000 年有珠山の噴火、全島避

や避難施設の整備などが進められている先進地であ

難が続く 2000 年三宅島の噴火など多くの事例が岩

る十勝岳を視察し、地元住民と行政の信頼関係の重

手山の火山防災の教訓として活かされている。こう

要さを改めて認識した。

した、各火山における噴火危機対策のキーパーソン
を岩手に招請するにあったては、ＩＮＳ参加メンバー
の 人脈 が大きく貢献している。

2000 年 3 月 31 日の有珠山噴火における防災対応は、
岩手県においてもまさに我が事として注視するこ
とになった。斎藤代表幹事らは、噴火直後の 4 月 1
日に㈱ テレビ岩手の柴柳二郎キャスターらととも

（文責：岩手大学 斎藤徳美、岩手県総合防災室 土井宣夫）

に現地入りして、地元で防災対応を先導する北海
道大学教授の岡田 弘、宇井忠英の両氏と危機対
応について意見交換し、噴火の状況を上空からヘ
リコプターで視察するなど、有珠山の経験を岩手
山での対応に生かすべく迅速に行動した。同 6 月
23 日には斎藤代表幹事、土井宣夫氏、酒井重典
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第5章 火山活動の監視と学術調査
は、火山性微動の発生源を解明するため、微動の多

1. 現地観測
（1）観測機器の設置状況

点同時観測を展開し、このたびの活動のメカニズム
を解明するための解析を進めた（斎藤ほか、2002）。

1998 年春、岩手山の火山性地震が頻発しはじめ
た頃、気象庁の常時観測対象火山ではないため減災

また、地殻環境研究室では、噴火シナリオ想定の基

の第一要件である「火山活動の監視」体制は貧弱な

礎となる過去の噴火史の解明を目的として、後述す

ものであった。東北大学地震・噴火予知研究観測セ

るトレンチ調査などを実施した。

ンターのみが 1981 年から、岩手山周辺の 4 箇所（1999
年 12 月 2 日に松尾観測点増設）の定常観測点を設
置し地下深部で地震・体積歪み・傾斜などを連続観
測しており、活動が活発化する以前からの観測体制
の整備や、観測データの蓄積が岩手山の火山防災対
策の構築に大きく貢献した。また、地震計・GPS
等約 20 箇所の臨時観測点を設置し、噴火の兆候を
把握するための体制を強めた。そして、岩手高原ス
キー場に設置した地震記録の一部は若干の時間遅れ
があるものの、地元岩手大学の研究室に配信され監
視できる体制が整備された。
一方、定常観測点をもたない気象庁も、1995 年
10 月に馬返し登山口に臨時の地震計を設置してい
たが、1998 年以降、さらに地震計や空振計を設置、
また、国土地理院は GPS や光波測距（APS）を設置、
工業技術院地質調査所（現：産業技術総合研究所地
質調査総合センター）、防災科学技術研究所なども
観測機器を設置した。
西側での水蒸気爆発の可能性に対応すべく、観測
機器の西岩手山への設置の必要性がＩＮＳ「岩手山
火山防災検討会」等で協議され、岩手県は、地震計
を姥倉山〜黒倉山稜線部の 2 箇所に、同じく地温計
を 5 箇所に設置した。県などの自治体が独自に観測
機器を設置する例はほとんどなく、また、解析は勿
人工地震探査をはじめとする関係機関の共同調査

論、維持等にＩＮＳの研究者が労を取るなど、岩手

への参画とともに重要であったのは、地元研究機関

山独特の連携が図られた。

としての現地調査である。岩手県の防災ヘリコプター
（2）地元機関としての火山観測

「ひめかみ」による機上観測は、月に 2 〜 3 度の定

岩手大学では、火山研究を専門とする観測施設や

期観測の他、火山性微動の発生や噴気活動が活発化

研究室がないため、継続的な観測は行なわれてきて

した際などには緊急に実施され、防災関係機関や住

いない。関係する分野として、工学部建設環境工学

民へ火山活動の状況に関する適切かつ迅速な情報提

科の地殻環境研究室が火山地質を担当し、地下計測

供が行なわれることとなった。

学研究室が地下構造探査の研究を行なっており、両

新たに発生した噴気孔の調査や地温分布などの現

研究室とも地熱開発を目的として岩手山周辺の調査・

地調査も、ＩＮＳ「岩手山火山防災検討会」のメンバー

研究を進めていたことから、活火山としての岩手山

を主として実施している。マグマの貫入によって生

の素顔を掌握していた。

じた表面現象の変化が、時系列的に詳しく調査され
たのは、わが国の火山でも初めてのことであろう。

火山性地震の頻発とともに、地下計測学研究室で
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一方、ＩＮＳ「岩手山火山防災検討会」を通じて、

3. 噴火史解明の調査

国の研究機関や大学の岩手山観測結果が地元に提供

岩手山噴火史研究は、噴火地点、規模、様式、推

されることになり、研究者間でデータの共有が図ら

移を予測し、火山防災マップを作成するうえで根幹

れるとともに、報道機関、防災関係機関に包み隠さ

となる研究である。岩手山火山防災マップは、ＩＮ

ぬ観測データが、わかりやすく噛み砕いた説明とと

Ｓ「岩手山火山防災検討会」の発起人のひとりであ

もに提供された。このような情報公開の活動および

る土井宣夫氏の 20 余年にわたる調査・研究成果に

それに基づく関係機関の信頼関係を育むうえで、Ｉ

基づいて作成された。1998 年当時、東岩手山のマ

ＮＳ「岩手山火山防災検討会」に係わる研究者は重

グマ噴火の年代、噴火様式、規模や西岩手山の水蒸

要な役割を果たした。

気爆発の規模、年代、噴出源が解明されており、東
西岩手山で噴火様式が異なること、東西岩手山とも
最近の地質年代まで噴火が発生し将来の噴火が予測

2. 岩手山構造探査
1999 年および 2000 年に東北大学地震・噴火予知

されることなどが指摘されていた。これらの研究成

研究観測センターを中心とする研究グループが、岩

果があったからこそ、火山活動が急速に進行する中

手山の山体内部の構造解明を目指して、人工地震探

で、短時間での火山防災マップの作成と公表が可能

査を行なった。1999 年には、爆破孔 1 箇所、地震

となったのである。このように、噴火危機に至る前

計 70 箇所であったが、2000 年 10 月 19 日に実施し

での噴火史調査や構造探査は、火山防災対応にきわ

た文部省の噴火予知計画に基づく探査では、爆破孔

めて重要であり、土井宣夫氏はその業績によって、

9 箇所、地震計 350 箇所と国内最大規模で、東北大学、

1999 年岩手日報社文化賞（学芸部門）
、2002 年防災

岩手大学など 12 の大学・機関の参加のもとに実施

担当大臣表彰（内閣府）を受賞している。

された。爆破孔 3 箇所の掘削や爆破の費用は岩手県
が負担し、山体への地震計の設置・回収には岩手県
の防災ヘリコプター「ひめかみ」が協力した。解析
の結果、岩手山内部の地下速度構造が初めて明らか
にされた。地震や地殻変動の解析結果と併せて､ 1998
年 2 〜 4 月および 8 月のマグマの貫入プロセスが解
明され（佐藤・浜口、2001）、その後の火山活動の
推移を考える上で重要な知見を与えた。
岩手県の防災ヘリコプター「ひめかみ」は、この
他の観測機器の設置やメンテナンスに協力しており、
また、岩手県独自に地震計や地温計の設置するなど
自治体として積極的な取り組みを行なっている。こ
のように、行政が研究者の要請を受けとめ、監視強

岩手山噴火史のさらなる解明のため、1998 年以降

化を図ることが出来たのは、研究者と行政関係者と

も調査・研究は継続して行なわれている。岩手山東麓

の間に、ＩＮＳ「岩手山火山防災検討会」を通じた

の滝沢村の陸上自衛隊岩手駐屯地演習場内で、岩手駐

日頃からの意志の疎通と信頼関係が育まれていたか

屯地の協力を得てトレンチが掘削され、火山噴出物の

らに他ならない。こうした活動を通じて得られた観

調査を行なった。1998 年には、工業技術院地質調査

測デ−タは、「火山噴火予知連絡会」はもとより、

所（当時）の伊藤順一氏を中心とするグループが 2 箇

防災関係機関へ学術的助言を行なう「岩手山の火山

所のトレンチで、1999 年〜 2003 年には、土井宣夫氏

活動に関する検討会」や毎月のように開催されてい

や越谷 信岩手大学助教授らを中心とするグル−プが

るＩＮＳ「岩手山火山防災検討会」に提供されデー

15 箇所のトレンチで調査を実施し、多くの知見を得

タの共有が図られた。

ている。これらのトレンチ調査は、ＩＮＳ「岩手山火
山防災検討会」に参加する陸上自衛隊岩手駐屯地が、
調査・研究の重要さを認識し、全面的な支援を行な
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うがゆえに可能となったもので、ＩＮＳの活動を通

6. 監視カメラデータの活用
1998 年当初には表面現象の観測は、徒歩で現地

じての大きな成果のひとつにあげられる。

に赴く他、ヘリコプター等による機上観測か山麓か
らの目視以外に方法がなかった。その後、大地獄谷

4. 地震断層調査
1998 年 9 月 3 日発生した、岩手県内陸北部の地震

を至近距離から望むことが出来る、岩手山北西側の

で、雫石町篠崎に地震断層（篠崎地震断層と命名）

松尾村樹海ラインの下倉スキー場や、南西側の小高

が出現した。断層出現の報告を受け、翌日から岩手

倉山には、NHK および地元民放各社が遠隔操作の

大学工学部越谷 信助手（当時）を中心とする大学・

監視カメラを設置した（現在は、NHK 以外は撤収）
。

国立研究機関の 20 名余の研究者によって、断層変

また、岩手県警察本部、盛岡地方気象台は北側の八

位調査、地形調査などが実施された（越谷ほか、1998）
。

幡平温泉郷や柏台に、建設省岩手工事事務所（当時）

また、機上観測によって斎藤代表幹事が撮影した

は岩手山周辺 10 箇所に監視カメラを設置している。

写真には、稲田を横断して稲列や畦を左横ずれに変位

噴気状況に変化がある場合には、テレビ局各社は

させる断層の特徴が明瞭にとらえられていたが、こう

斎藤代表幹事らの要請に応じてカメラを振って観測

いった成果も、ＩＮＳ「岩手山火山防災検討会」に参

に協力した。逆に、テレビ局で変化を認めた際には、

加する報道機関との連携により得られたものである。

見解を求めて連絡が入ることもしばしばあった。
㈱テレビ岩手の監視カメラの映像は、岩手県消防
防災課に分岐され監視がよりきめこまかく行なわれ

5. 噴気連続観測
1999 年 3 月以降、西岩手山では表面現象が顕著

た。また、㈱テレビ岩手と㈱岩手めんこいテレビの

になり、笹枯れが広がるとともに新噴気が多数出現

監視映像は、録画テープが岩手大学に提供され、大

した。最初に出現した黒倉山〜姥倉山北斜面の噴気

地獄谷や黒倉山山頂の詳細な噴気解析が行なわれた。

（黒姥北 1 号噴気、当初関係者は徳美 1 号と呼称）は、

このように、報道機関の自局の取材映像がその目的

地表から 30 ｍ以上にも達し、黒倉山山頂の強い噴

外に供されることは極めて少なく、ＩＮＳ「岩手山

気とともに松尾村から肉眼でも認められるようになっ

火山防災検討会」で連携と信頼の絆が深められてい

た。また、北斜面には東西方向に走る断層に沿って

たことにより実施されたものであろう。

100 箇所以上の噴気が出現し、その範囲は黒倉山西

建設省岩手工事事務所（現、国土交通省岩手河川

裸地から姥倉山東側まで拡大した。

国道事務所）は、岩手山周辺光ケーブル網を設置。

この事態に、噴気観測の重要性をいち早く認めた

山体や砂防ダムを監視するカメラや土石流センサー

土井宣夫・小枝子夫妻は、黒倉山山頂の北約 7 ㎞に

をつないで、岩手山火山防災ネットワークを構築し

ある松尾村柏台 3 丁目の自宅から目視による噴気観

ている。なおこれらの情報は、岩手山火山防災情報

測を開始した。観測は、1999 年 5 月末から 2001 年

ステーション、岩手県、岩手山周辺 5 町村役場や盛

6 月までは、日の出から日没まで常時行なわれ、

岡市市民交流施設の同子局、盛岡地方気象台、盛岡

2001 年 7 月から現在（2004 年 9 月、継続中）まで

森林管理署などに配信されている。監視カメラの映

は 30 分ごと（噴気が活発化した場合は常時）に行なっ

像は岩手河川国道事務所のホームページで一般にも

ている。観測結果は、
「西岩手山噴気ダイアグラム」

公開している。また、地元民放各社の監視カメラは、

に計 37 回まとめられ、「火山噴火予知連絡会」、「岩

火山活動が小康状態になった 2002 年 5 月以降は撤

手山の火山活動に関する検討会」、ＩＮＳ「岩手山

去したため、岩手河川国道事務所の映像が民放各社

火山防災検討会」に報告され火山活動評価の貴重な

にも提供される体制が整備された。

資料（岩手県、2004）となっている。
土井夫妻による観測記録は、1999 年当時の表面

7. 他機関との共同観測

現象の推移を知る唯一の資料である。また、この民

他地域の大学や国の研究機関の火山観測には地元

間人による観測の尽力が、岩手山北側に監視の目を

研究者ができるだけ協力した。岩手県の防災ヘリコ

持たない気象台の柏台小学校への監視カメラ設置

プター「ひめかみ」は、岩手県の検討会メンバーや

(1999 年 12 月）を促すことになった。

担当職員による機上観測、西岩手山稜線部や不動平
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への調査員の送迎、観測機器の設置やメンテナンス

タントなどの民間企業からは、噴火時の調査、観測

などに大きな力を発揮した。「ひめかみ」が定期点

への協力の申し出が多く寄せられた。

検時には岩手県警察本部のヘリコプター「航空いわ

このような地元民間企業などの協力は、岩手山の

て」が協力し、また警邏中に撮影したビデオなども

火山活動が活発化する以前からのＩＮＳの活動のな

随時提供された。陸上自衛隊第 9 師団ヘリコプター

かで、地域社会の一員として地域の安全に寄与すべ

や報道機関の取材用ヘリコプターも機上観測の一翼

く認識が育まれていたことによるものであろう。

を担った。
雫石町総務課では、ＩＮＳ「岩手山火山防災検討
会」の主要メンバーのひとりである小原千里消防防
災係長（当時）を隊長に、岩手山に詳しい地域ボラ
ンティアを含めて「岩手山火山活動特別調査隊」を
組織して、1999 年 6 月 21 日から 2004 年 3 月 24 日
まで、黒倉山〜姥倉山〜犬倉山一帯の表面現象の観
察や多数の定点での地温測定を行なっている。調査
は通算で 34 回を数え、「岩手山の火山活動に関する
検討会」メンバーの現地調査や機上観測を補う役目
も果たしている。この活動は、2001 年 3 月に第 5 回
防災まちつくり大賞の消防科学総合センター理事賞
を受賞した。
8. 地元企業との連携
火山性地震が頻発し始めた 1998 年春以降、調査・
観測機関がこぞって臨時の観測点を設置し始めた。
しかし、岩手山は標高も高く道路もなくしかも冬季
は深い雪に覆われるため、機器の設置や維持に多く
の労力を要した。斎藤代表幹事の研究室には、中央
の調査・研究機関から多くの問い合わせがあり、当
該市町村への紹介や、機器設置の支援、観測補助の
地元関連企業への協力要請などを行なった。
工業技術院地質調査所（現、産業技術総合研究所
地質調査総合センター）の屏風尾根への光波測距
（APS）のミラー設置には研究室スタッフや学生が
協力した。また、自動観測体制が整備されるまで（1998
年 6 月から 9 月）は、ＩＮＳに参加していた吉田測
量設計㈱の技術者が観測を担当した。岩手県防災航

（文責：岩手大学 斎藤徳美、岩手県総合防災室 土井宣夫）

空隊が防災ヘリコプター「ひめかみ」から撮影した
熱赤外映像の解析は、国際航業㈱が 1998 年 7 月 15
日撮影分から解析を継続している。 日本アイソトー
プ協会滝沢研究所は、斎藤代表幹事が研修の講師を
努めたことを機に、その要請によって、岩手山周辺
約 10 箇所の湧水、温泉水の化学分析を月に 1 度程
度繰り返し実施している。その他、ＩＮＳ「地盤と
防災研究会」に参加している土木・防災・コンサル
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第6章 入山規制緩和に関する取り組み
少し（気象庁、2004）、山体が南北に伸張する地殻

1. 入山規制緩和の背景

変動も 1998 年 9 月以降は緩やかになり、2001 年頃

安全確保のためには、活動が活発化した火山には

からは収縮に転じた（国土地理院、2004）。

近づかないことが最善である。しかし、火山が有力
な観光や地域振興の源である以上、有効な安全対策

この間、地域の経済などに与える影響を危惧する

を構築し、地域社会と共生する取り組みが求められる。

声も大きくなりつつあった。岩手山南側の雫石町に

岩手山では、火山性地震の頻発や表面現象の活発

ある岩手高原スキー場は、1998 年 9 月に営業休止

化に伴い、1998 年 7 月 1 日以降入山の規制が行なわ

を決定、冬季の営業をスキー客に頼る岩手山南山麓

れた。その後、噴火は発生していないものの、火山

のペンション村は大きな打撃を受けることになった。

活動は今回の活動が活発化する以前のレベルまでに

1998 年 9 月 3 日の雫石町長山で震度 6 弱の地震は、

は戻らない状態で経過した。この間、経済環境の悪

現実に自然災害が発生したとして、社会経済状況の

化が背景にあるものの、風評被害による観光客の落

悪化による観光客の減少に追い打ちをかけることに

ち込みなど、地域経済への影響も考慮せざるを得な

なった。2001 年 2 月には北山麓の観光の拠点でも

い状況となった。そのため、噴火の可能性が否定し

ある東八幡平リゾート事業から JR 東日本が撤退を

きれないなかで、火山活動の監視や登山者の安全確

表明した。

保体制の整備をもとに、山頂まで入山規制の緩和を

これら観光事業の撤退は、単に岩手山の火山活動

図るという、わが国では例のない「火山との共生」

のみに起因するものではない。既存の観光産業の在

の試みが模索された。

り方は、社会経済状況の変化を踏まえて根本的に見

我が国には、継続的に噴火を起こしている火山や、

なおし、打開を図らなければならない。しかし、一

短い周期で活動が活発化する火山が多く存在してい

方で「生きている火山との共生」への模索もまた避

る。これらの火山では、危険地域への立ち入りを禁

けては通れない課題である。1999 年には、岩手山

じたり、活動が活発化した場合に入山を規制するこ

周辺 6 市町村の首長から入山規制の緩和ができない

とで、安全を確保することとしており、登山者を対

かとの声があがり始めた。規制を行なっているのは

象とした本格的な緊急警報システムなどはほとんど

当の首長であるという矛盾もさらけだすこととなっ

整備されていない。また、入山の規制や緩和を行な

たが、監視・防災体制も不備な状態のままでの緩和

う場合の火山活動の評価体制も確立していないのが

は困難という認識は、研究者、行政担当者とも一致

現状である。

していた。地域振興と安全確保をどう両立せしめる

一方、噴火周期が長く、現存する行政関係者や住

か、公的な委員会では行ないがたい忌憚のない意見

民が当該火山の噴火を経験していないわが国の多く

交換が、ＩＮＳ「岩手山火山防災検討会」の交流会

の火山では、火山防災対策も手付かずのところが多

などで、2000 年春頃から始められ、入山規制の緩

く、登山者の安全確保のシステムなど検討されたこ

和のための具体的対策が模索された。

とすらないのが実情といえる。そのため、岩手山に

噴気など表面現象が活発な状況で推移し、「火山

おいても、範となすべき事例がない中で、独自に入

噴火予知連絡会」で水蒸気爆発の可能性が指摘さ

山規制の緩和と安全確保の両立を目指した理念と体

れている（火山噴火予知連絡会、1999）岩手山西

制の構築を模索することとなった。

側での入山規制の緩和は困難である。しかし、噴

火山活動次第で規制を繰り返すいわば受け身の姿

火が切迫してはいないと考えられている岩手山東

勢から、監視、評価、対策などの充実を図り、積極

側については、観測機器の設置や観測成果の蓄積で、

的な安全対策を行なうという岩手山の取り組みは、

噴火の時期や形態を正確に予測することは困難でも、

噴火周期の長い我が国の多くの火山にとって先駆的

事前に注意喚起が可能と考えられるようになった。

な指針になりうると考えられる。

また、「岩手山火山防災ガイドライン」に沿った

岩手山では、1998 年 7 月 1 日に入山が禁止されて

防災対策の整備も一定の前進をみた。これらの状

以来、噴火など実災害が発生しないまま 3 年以上を

況を踏まえて、現状でなしうる限りの安全対策を

経過した。1998 年 6 月には 1806 回を数えた火山性

行い、東側 4 コースでの入山規制の緩和を目指す

地震が 2000 年 11 月以降は月あたり 100 回以下に減

事になった。
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点の数のみからは、わが国有数の監視体制と称され

2. 入山規制緩和の基本要件
（1）安全対策の要件

るものの、東西 10 数㎞にわたる巨大な岩手火山群

岩手山は山頂付近まで観光道路やロープウエイの

のなかではまばらな観測網である。また、有珠山で

ある観光タイプの火山と異なり、緊急時の下山には

は地元観測施設の研究者の判断や助言が大きな力を

時間を要する。有珠山等と異なり、活動に異常が捕

発揮した。一方、岩手山では地元岩手大学には火山

らえてられてからどの程度の時間で噴火が起きるか

観測施設がないため、同様の役割を担いがたいとの

定かでない岩手山では、入山者への緊急連絡システ

疑念もあり、緊急時の迅速な判断が容易ではないと

ムの確立は最低限の行政責任である。どのような状

の指摘もあった。

況をもって異常事態と見なすべきかの判断も難しい。

そのため、異常事態との判断基準は、入山規制が
避難の勧告や警戒区域の設定といった住民生活に重

人体に被害が生じたり、その恐れがあると予想さ
れる時に出される緊急火山情報の発表後では安全に

大な影響を及ぼす性質のものでないことをふまえて、

下山できない場合も起こり得る。そのため、より安

臨時火山情報に相当するなど、より安全側におくこ

全性を考え、臨時火山情報の発表を異常事態との目

とが必要ではないかと考えられた。

安とすることとした。そして、当該市町村は防災行

また、その発表に関しては、「岩手山の火山活動

政無線により作動する緊急通報装置を製作する。も

に関する検討会」も積極的に係わることとした。同

ちろん、沈静化した状況にないことを前提に入山す

検討会は活動評価に最も権威を有する「火山噴火予

る登山者には、警報の有無を自ら確認し、異常時に

知連絡会」とも密接に情報、意見交換を行い、検討

は速やかに下山するという自己責任を啓発すること

会には盛岡地方気象台長も委員として加わっていた

も重要とされた。すなわち、以下の三要件を柱とす

ことから、気象庁本庁および仙台管区気象台とも岩

る、入山規制の緩和のための対策が進められること

手山の活動の現状についての共通認識が培われてい

となった。

た。さらに、東北大学地震・噴火予知研究観測セン

１．盛岡地方気象台が観測や情報収集により、確

ターは地震計・傾斜計・体積歪計などによる定常観

実に「臨時火山情報」を発表する。

測点 5 箇所のほか、20 点以上の臨時観測点を増強し、

２．行政機関が、入山者へ確実に、異常が発生し

最も豊富な観測網を整備している。地元の岩手大学

たことを伝達し、下山を呼び掛けるシステム

では、県の防災ヘリコプターによる現地調査や監視

を構築する。

カメラによる観測などで山体の変化の掌握に努めて

３．入山者には緊急通報装置などを自ら確認し、

いる。また、地元住民からの情報や、国土地理院、

異常時には速やかに下山するという、自己責

産業技術総合研究所、防災科学技術研究所など他機

任を啓発する。

関からも観測情報を提供してもらう体制が整えられ
つつあった。そして、岩手県総合防災室、盛岡地方

しかし、上記三要件のいずれか一つでも適切に運
用し得ない場合には、安全の確保は困難になるので

気象台、東北大学地震・噴火予知研究観測センター、

あり、指針を具体化する上で多くの課題の解決を迫

岩手大学工学部の 4 拠点はテレビ会議システムで結

られることとなった。

ばれており、規模の大きな火山性地震や微動の発生
など異常事態が発生した場合には、状況の掌握や協

（2）適切な火山情報の発表

議に運用された実績をもっている。

第一の課題は、どのような異常をもって、「下山

これらの背景をもとに、登山者に下山を促す異常

が必要とされる」異常事態と判断するかの基準であ

事態との判断基準は、臨時火山情報の発表に準ずる

る。火山活動の監視と情報発信は気象庁の任務であ

ものとし、その公表には気象台が責任をもってあた

ることはいうまでもない。しかし、岩手山では監視

ることは当然であるが、「岩手山の火山活動に関す

網が整備されたとはいっても、気象庁がリアルタイ

る検討会」も臨機応変に協議、支援に係わることと

ムで監視している機器は大学など他の機関のデータ

した。それ故、下山を指示する規制基準は、

を分岐しているものも含めて、地震計 12 点、震度

１．盛岡地方気象台から「臨時火山情報」または

計 1 点、空振計 3 点、監視カメラ 5 点である。観測

「緊急火山情報」が発表された場合。
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ＩＮＳ「岩手山火山防災検討会」の会合には通信・

２．異常事態が発生したことにより、岩手山への

情報機器メーカーも自主的に参加し、システムつく

立ち入りが危険と判断された場合。
とした。また、事態が改善され、再び緩和する基準

りに知恵を絞った。東岩手山に登山道を有する雫石

は、火山観測情報および「岩手山の火山活動に関す

町・滝沢村・西根町の防災関係者は、携帯電話・

る検討会」の検討結果からみて、岩手山への立ち入

PHS などの通話範囲の確認、赤色灯やサイレンな

りに伴う危険性が切迫したものでなくなった場合と

どの到達距離の確認のための調査を繰り返して実施

した。

した。

このように、防災対応の実務には関わらないこと

緊急通報装置の起動に携帯電話などを活用できれ

を基本にしている気象台が、入山の再規制の根拠と

ば、起動を一斉に行なうことができるし、アンテナ

して「臨時火山情報」を位置付けることに異議を挟

なども小型化でき装置は簡便になる。実際、岩手山

まなかったことは、ＩＮＳ「岩手山火山防災検討会」

では山頂部や尾根筋は携帯電話が通話可能である。

を通じて、盛岡地方気象台と地元研究者および行政

しかし、これらの地点も電話会社が示す通話可能区

関係者が強い信頼関係で結ばれていたことに依ると

域外になっており、常に通話可能との保障がない。

ころが大きい。特に、規制基準 1 はごく当然のこと

また、登山道の位置によっては、常に通話不能な区

のようではあるが、入山規制の根拠として重要な意

域もある。確実に、緊急情報を伝達することが行政

味を持つものである。

の責任であるとの認識から、起動には波長の長い町
村の防災行政無線（周波数 60MHz、送信出力 0.5 Ｗ）

（3）緊急通報装置の設置

を用いる事とした。防災行政無線は各々の町村でシ

第二の課題は、異常発生時に下山を呼び掛ける情

ステムが異なるため、対応する緊急通報装置も複数

報の伝達システムの構築である。岩手山は山頂の標

のタイプが製作されることとなった。異常時には、

高が 2,038 ｍと高く、西岩手山の網張スキー場のリフ

岩手県の総合防災室と 3 町村の役場が同時電話会議

ト（標高約 1,300 ｍ）以外は徒歩の他に登山手段はな

システムを通じて協議し、所轄の通報装置を一斉に

い。入山規制の緩和の対象となる東岩手山には、登

起動する体制を図った。

山口から上には商用電源がない。薬師岳火口周辺の

登山者の安全を考慮して、通報装置は規制が緩和

3 箇所の避難小屋のうち八合目避難小屋には登山シー

される 4 登山コース（上坊、焼走り、柳沢、御神坂）

ズン中はボランティアの山岳協会員やアルバイトの

の登山口と薬師岳山頂を含む登山道上の 7 箇所計

学生などが滞在するが、無線など連絡手段は整備さ

11 箇所に設置することとした。このうち赤色回転

れていない。まして、登山中の一般人に広報する機

灯とサイレンを併設したものが 7 箇所、赤色回転灯

器も手段もない。そのため、行政責任として登山者

のみのものが 4 箇所である。サイレンを聞き落とし

に下山の指示を確実に伝達するための緊急連絡装置

た場合でも通常は 3 時間程度の行程で次の通報装置

の開発や伝達システムの整備が必要と考えられた。

を確認できるよう、装置を配置した。
異常事態が発生後、どのくらいの時間で噴火に至
るか断定はできないものの、東側やや深部からの本
格的噴火に至る兆候が掌握された場合、これらの装
置から通報で、避難するに十分な時間的ゆとりを確
保できるものと考えている。
岩手山は、標高が高く、冬季は積雪および低温の
ため、通報装置のメンテナンスが困難になることか
ら、入山は体育の日（2001 年は 10 月 8 日）までと
限定し、その後、登山口は再び閉鎖された。
行政による緊急通報装置による情報伝達の他に、
臨時火山情報の発表時には、NHK 盛岡放送局・
IBC 岩手放送・FM 岩手などのラジオで下山を呼び
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掛ける協力体制がとられている。また、岩手県の防

盛岡地区消防本部・盛岡地方振興局・岩手県山岳協

災ヘリコプター「ひめかみ」および県警ヘリコプター

会などからなる「岩手山の入山規制に関わる関係者

「航空いわて」が上空から警告を伝える。しかし、

会議」を 10 数回開催し、安全確保のための連携を図っ

ラジオによる伝達に関して、実際に登山者が常にラ

た。一方で、西側の水蒸気爆発の噴石危険区域に入

ジオを聞いているわけではない。ヘリコプターによ

る上坊・焼走りコースの一部は東側に新たな登山ルー

る警告も好天で山頂まで飛行できる機会はごく少な

トを開設するという作業も行なわれた。

いという制約がある。それ故、悪条件のもとでも必

2001 年 5 月 16 日からは、緊急通報装置の山中へ

ず緊急警報を伝達できる手段として、緊急通報装置

の設置が始められ、登山口への登山箱や案内板、西

が重要な役割を担い、登山者もその確認という自己

側への立入禁止の警告板の設置、登山者カードの作

責任を負うことになった。

製なども進められた。また、観光サイドから、一部
登山道の規制緩和の PR と共に、宿泊業者・旅行業

（4）登山者への自己責任の啓発

者へは登山者への登山者カードおよび下山カードの

第三の課題は、自己責任の登山者への啓発である。

提出や緊急通報装置の確認など自己責任の啓発を促

適切な火山情報の発表および行政による下山の勧告

すよう協力を求めた。同年 6 月には「訓練臨時火山

が伝達されても、登山者が情報の届かない場所に立

情報」を発表し、通報装置を作動させ下山誘導を行

ち入っていたり、緊急通報装置を注視しなかったり、

なう登山者安全対策訓練が実施され、また、滝沢村・

まして勧告に従わなかったら、安全対策はその役割

雫石町・西根町では関係者の具体的な対応手順を示

をなさない。緊急通報装置の位置を確認し、赤色灯

した、「岩手山登山者安全対策マニュアル」も作成

点灯時には速やかに下山するというルールを遵守す

された。

ることが求められる。また、緊急下山時には山中に

八合目避難小屋には、岩手県山岳協会の会員がボ

とり残された人の安否確認や救出のため、入山者お

ランティアで、監視員として常駐して登山者の安全

よび下山者を正確に把握する必要がある。

確保に協力することになり、同 6 月 18 日には火山

そのため、岩手山は活動中の火山であること、ルー

活動の現状などについての研修会が開催された。従

ルを守れば安全を確保できる体制が整えられている

前には、公的な連絡手段はなかったが、避難小屋の

との基本的認識を培うべく、観光業者などを通じて、

緊急連絡装置を所管する滝沢村の防災行政無線の移

緊急通報装置の設置場所や火山防災マップなども掲

動子局を配備して、連絡体制を整備した。

載した新たな登山マップや啓発を図るビラなどを多
数配布した。また、登山者カードやカードを投入す

4. 東側入山規制の緩和

る登山箱も新たに整備し、下山者の確認を確実に行

2001 年 6 月 15 日、
「第 17 回岩手山の火山活動に関

なうため、これまで行なわれていない下山カードの

する検討会」が火山活動に大きな変化がないことを

提出を求めることとした。また、下山カードには、

確認した。そして、「第 11 回岩手山火山災害対策検

登山口ごとの通し番号を事前に印刷し、異なった登

討委員会」が、現状で対応可能な安全対策が施され

山口に下山した登山者が氏名を記載せずに投函して

たことを認め、その提言をもとに、法的に規制を行なっ

も、照合が可能になるよう工夫をこらした。

ている岩手山周辺 6 市町村長と県が協議し、2001 年
7 月 1 日午前零時からの入山規制の緩和を決定した。
2001 年 7 月 1 日午前零時、東側 4 登山口が 3 年ぶ

3. 安全対策の実務
2000 年 11 月 7 日、「岩手山火山災害対策検討委員

りに開かれた。小雨と強風の悪天候にもかかわらず、

会」で、上記安全対策が実施された場合には、東側

7 月 1 日だけで 900 名近く（登山者カード提出者）

4 ルートの規制緩和を是とする意見がまとまった。

が山頂をめざした。体育の日までの登山者は、約 2

県と雫石町・滝沢村・西根町は「岩手山登山者安全

万 7 千名に達し、岩手山の火山との共生への取り組

協議会」を立ち上げて具体的作業を進めると共に、

みは新たな段階を迎えることになった。

岩手山周辺 6 市町村・岩手県総合防災室・同観光課・

2000 年 11 月 7 日の「第 10 回岩手山火山災害対策

同自然保護課・岩手県警察本部・盛岡森林管理署・

検討委員会」から 2001 年 6 月 25 日の「第 17 回岩
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手山の火山活動に関する検討会」までの一連の会合

噴火が発生せず、しかし火山活動が以前のレベルに

には、入山規制緩和の 3 要件の客観性を高め、その

は戻っていない状況のなかで、その時点ででき得る

徹底を確認するセレモニー的な側面もある。しかし、

限りの安全対策を講じたうえでの規制緩和という新

関係機関の連帯責任と連携を基本とした「岩手山火

しい火山との共生の取り組みは、関係者の顔の見え

山防災ガイドライン」の意義を改めて認識し、また

る交流に基づく、連帯責任と連携によって可能になっ

報道機関を通じて、広く県内外に岩手県の対応を広

たといえよう。

報する意味でも、重要なプロセスであった。
岩手県が果たした役割も大きい。単なる連絡調整

5. 全山入山解禁に向けた対応
（1）西側での入山規制緩和の背景

ではなく、対応に温度差のあった関係市町村のとり

西岩手山の大地獄谷、黒倉山、姥倉山一帯では、

まとめ、情報発信から資金的な補助を含めてリーダー
シップを発揮した。登山道の付け替え、仮設トイレ

1999 年 5 月以降、笹枯れや新噴気群の出現といった

の設置など、岩手県各部局はもちろん、盛岡森林管

表面現象が活発化し始めた。東西約 1.8 ㎞、南北約

理署、環境省自然保護事務所など国の機関の許認可

700 ｍと広範囲で、200 箇所をこえる新噴気孔が出

も比較的速やかに行なわれた。

現し、黒倉山山頂の噴気はしばしば高さ 200 ｍを越

人感スピーカーでの呼び掛けなどを行なっても、

えた（土井ほか、2002）。1999 年 10 月 18 日の「火

登山者カードを提出しない登山者が数％いること、

山噴火予知連絡会」で

水蒸気爆発の可能性

が指

入山規制の緩和と注意事項を啓発するチラシが緩和

摘され、東側での入山規制の緩和が行なわれた 2001

ギリギリの 6 月まで作製・配布されていないこと、

年以降も西側の入山は禁止されたままとなっていた。

注意喚起の看板が環境との調和との大義のもとに目

2002 年以降、西岩手山での表面現象拡大は頭打

立たない色に変更を余儀なくされたこと、安全対策

ちとなり、大地獄谷の主噴気孔の噴気温度は 2000

の整備による観光客誘致といった理念が浸透してい

年 9 月の 149℃を最高に、2003 年 10 月には 116℃と

ないことなど、大小いくつかの課題が提起されてい

低下、ガス組成からも活動は低下傾向にあると判断

るものの、初年度の入山規制の緩和は大きな事故も

された（東京工業大学、2004）。黒倉山山頂の噴気

なく行なわれた（斎藤ほか、2003）。

ランクも低下に転じた。1998 年 2 〜 4 月および 8 月

入山規制の緩和に携わった関係者の多くは、ＩＮ

に起きたと推定されているマグマの貫入（佐藤・浜

Ｓ「岩手山火山防災検討会」に参加するメンバーで

口、2001）以降、顕著なマグマの活動は発生してお

あった。2000 年 6 月 17 日の第 17 回定例会以降、東

らず、また、マグマの熱による表面現象も予想より

側入山規制の緩和は討議の課題として取り上げられ、

も早く収まりつつあると判断された（斎藤、2004a）
。

規制緩和の 3 要件は参加者の共通認識として培われ

こうした状況に基づき、2002 年 10 月 15 日の「第

たものである。規制緩和のための実務的対応に関し

93 回火山噴火予知連絡会」の見解から、「水蒸気爆

ても、定例会での意見交換はもちろん、個別の情報

発の可能性」との文言が削除された。それを受けて、

交換で互いに連携が図られた。我が国で初めての緊

2002 年 10 月 16 日に開催された「第 22 回岩手山の

急通報装置の作製も、斎藤代表幹事の提案に基づい

火山活動に関する検討会」で、以下のような方向性

て、定例会に参加する企業が専門的に検討を加えた。

が示された。

防災行政無線をトリガーとする必要性などから、外

①西岩手山の地下の蒸気・熱水貯留層に急激な熱

観は最初のイメージと似ても似つかぬものになった

の供給増は生じていないと推定され、水蒸気爆

が、民間企業の技術的な提案は緊急連絡システムの

発の可能性がきわめて小さくなってきていると

立ち上げに多くの示唆を与えた。2001 年 7 月 28 日

考えられる。

の第 31 回定例会以降は、規制緩和に際しての問題

②但し、自然界に 100％の安全保障はありえない。

点や解決すべく課題に関して検討が続けられた。

通常の地熱地帯でも泥や高温熱水の飛散などの

2002 年および 2003 年も、2001 年同様に一連の検

現象は発生しうるが、そのような一般的な危険

討会、委員会などを経て、7 月 1 日から体育の日ま

度（リスク）の範囲に近付いてきたと解釈すべ

で東側登山コースの入山規制の緩和が行なわれた。

きである。
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道を通過することについては問題がないと判断された。

③黒倉山〜姥倉山稜線部の噴気孔群、高温部、大
地獄谷の有毒ガスなどの危険度に関する調査を

（2）全山入山解禁に向けての安全対策

実施し、安全対策が構築されれば、2004 年度
から西岩手山での入山規制の緩和を行いうる。

2003 年 10 月 12 〜 13 日の「第 25 回岩手山の火山

検討会の提言を受けて、岩手県、松尾村、雫石町

活動に関する検討会」、同年 11 月 13 日の「第 26 回

など関係機関は、2003 年 6 月から 10 月にかけ、西

岩手山の火山活動に関する検討会」および「第 16

岩手山での安全対策の基礎となる調査を実施した。

回岩手山火山災害対策検討委員会」で、西岩手山の

黒倉山〜姥倉山稜線部の地温や噴気孔の調査は、岩

活動状況と必要な安全対策についての検討が行なわ

手県総合防災室、盛岡地方気象台、岩手大学工学部、

れた。その結果を受けて、岩手県と岩手山周辺 6 市

雫石町、松尾村、滝沢村、岩手県山岳協会の関係者

町村は、1998 年 7 月 1 日以来入山が禁止されていた

延べ 49 名が 2003 年 7 月 31 日から 9 月 8 日まで 5 回

西岩手山の 3 登山道（七滝コース、松川コース、網

にわたって実施した。その結果、裸地のほとんどの

張コース）の入山規制を、2004 年 7 月 1 日から緩和

区域で 40℃以上を示し、特に 90℃以上と高温部が幅

する方針を決定した。2001 年 7 月 1 日に体育の日ま

数 m 〜十数 m で東西に分布、また表層の直下が空

での登山シーズンのみ入山規制が緩和されている東

洞化している可能性がある区域が点在していること

岩手山の 4 登山道を含めて、岩手山の入山は通年、

が明らかになった（岩手県ほか、2004）。一方、分

全山で規制が解除されることとなった。
調査結果を基に、県および関係町村が安全対策の

岐から姥倉山方向の登山道周辺には噴気孔群や熱湿
地があり登山道がこれらを横切っている地点もある。

実務についての協議を進め、その概略は 2004 年 2 月 4

想定される危険な事態は以下のように考えられる。

日の「第 17 回岩手山火山災害対策検討委員会」で了

①噴気孔、熱湿地に踏み込むことによる火傷

承された。安全対策の主なものは以下のとおりである。

②空洞化した場所での踏み抜きによる噴気の噴出

①登山口に既設の緊急通報装置の活用。西岩手山

や熱泥による火傷

で発生が危惧されていた水蒸気爆発は発生の可

③噴気活動の活発化による火傷

能性が極めて小さくなったこと、万一発生して

④噴気孔の目詰まりによる小規模水蒸気爆発や泥

も事前に警報を発することが困難であると考え

の噴出による傷害

られること等を勘案して、西岩手山には新たな

安全確保のためには、危険な箇所への立ち入りを

緊急通報装置は設置しない。東岩手山の装置の

避けることが必要で、そのためには、登山道のルー

うち登山道入口のものは、情報伝達などに活用

トを選定し、逸脱防止のための柵やロープの設置、

を継続する。山中の装置は、これまでの冬季と

注意喚起の標識などの整備が必要とされた。

同様にサイレンや電子機器を外すが、活動が活

一方、大地獄谷の噴気は、黒倉山〜姥倉山一帯の

発化した場合にすぐ機能できるように、当面支
柱などを残す。

噴気とは異なり、有毒な亜硫酸ガス、硫化水素、塩
化水素などを含んでいる。登山道が谷の東側を通り、

②登山者カードの提出。東岩手山と同様に、西岩
手山登山口にも登山箱を設置し登山者カードの

刺激臭が感じられることがしばしばある。
調査は、谷の上部（尾根側）と出口付近（谷側）

提出を全山で継続。
③姥倉山〜黒倉山稜線部など地温の高い区域、大

の 2 箇所に、硫化水素および亜硫酸ガスの検知器を
設置、8 月 1 日から 10 月 16 日まで約 2ヵ月間にわたっ

地獄谷、黒倉山山頂部への立ち入り規制。柵、

て連続観測を行なった。その結果、硫化水素は作業

ロープなどによる規制や啓発看板などの設置。

許容濃度の 10ppm をこえることがないが、亜硫酸

④山岳協会員などの協力による避難小屋の管理と

ガスは尾根側では瞬間最高値が 3.5ppm と作業許容

非常時の対応の支援。
⑤山岳協会員などの協力による西岩手山の定期的

濃度の 2ppm を越える日が数日あることがわかった
（岩手県総合防災室、2004）。しかし、登山者が当該

巡視。

登山道に滞在する時間が短時間であることから、噴

⑥活動が活発化した時に速やかに対応すべく、行

気地帯への立ち入りを規制すれば、健康な人が登山

政機関、防災関係機関の連携体制の再構築。
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2004 年 5 月から、県や関係町村が上記①〜④な
どの安全対策を実施し、2004 年 6 月 22 日の「第 27
回岩手山の火山活動に関する検討会」で、岩手山の
火山活動に大きな変化がないことを確認し、同 7 月
1 日から全山で入山が解禁された。
西岩手山の入山規制緩和に向けても、東側同様に
ＩＮＳ「岩手山火山防災検討会」のメンバーが現地
調査から安全対策に携わった。定例会においても、
2002 年 6 月 15 日の第 37 回検討会から議題として協
議が始められ、第 50 回の 2004 年 6 月 12 日の「岩
手山全山での入山規制緩和シンポジウム」まで、忌
憚のない意見交換が行なわれた。参加者の顔触れは、
異動にともなって変わったが、出席者は 50 名を下
ることはなく、定番の工学部食堂での交流会も欠か
さず開催された。
なお、火山活動の監視観測体制、「岩手山の火山
活動に関する検討会」や「岩手山火山災害対策検討
委員会」などの検討会、テレビ会議システムなどは、
当面現状の体制を維持継続する。噴火対策防災訓練
や火山防災シンポジウムなどの防災意識の啓発は火
山活動の推移を勘案しながら適宜開催を検討するこ
ととされている。
岩手山の火山性地震の発生や西岩手山での表面現
象は、今回の活動が活発化する 1995 年以前の状況
には戻っていない。また、誰もが、生きている火山
について 100％の安全を保障できるものではない。
しかし、今回の岩手山の噴火危機に関しては、2004
年 7 月 1 日の全山入山解禁で、一つの区切りを迎え
たと言えるであろう。

（文責：岩手大学 斎藤徳美、岩手県総合防災室 土井宣夫）
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第7章 新しい火山防災の形「岩手方式」
同検討会への参加はあくまで個人の意志である。

1.「岩手方式」の意義
火山性地震が頻発しはじめた 1998 年春から、入

定例会の開催は休日、土曜日の午後であり、機関か

山規制が全面解除になる 2004 年 7 月までの足掛け 7

ら報告の役割を担って出席を命ぜられた場合を除い

年、岩手山では、研究者・行政機関・報道機関・住

て手弁当である。交流会の会費も当然自己負担であ

民が互いに連携して「地域の安全」を守る地域防災

る。得られた情報は、各機関へ戻っての防災実務に

の在り方「減災の四角錐」が模索された。地域防災

活用することは当然であるものの、機関の代表とし

の担い手である住民を主体的に位置付け、産・学・

て責任を負うことはない。新顔の参加者には最初戸

官・民に報道機関を含めた、使命感に燃えた関係者

惑いもあったと思われるが、地域の安全をいかに守

が自主的に防災体制の構築にスクラムを組んでの実

るかの忌憚のない意見交換に、多くの仲間が連帯感

践は、「岩手方式」とも称され、噴火前に構築され

を深めた。報道関係者が他地域の防災取材をもとに

た火山防災の体制は、富士山の防災対策に携わる関

提言する場面も見られた。 口の悪い奴に人が悪い

係者からも注視されつつある。

奴はいない

と弁解しつつ、歯に衣を着せぬ斎藤代

住民には生きている火山との認識が欠如し、地元

表幹事の叱咤激励や本音の吐露は会員相互の信頼感

研究機関の火山観測体制や行政機関の防災体制が皆

を深めることにもなった。定例会の他にも、互いに

無であった岩手山周辺で、多くの失敗を繰り返しな

馴染みとなった参加者は相互に意見交換を行ない防

がらも今日の火山防災体制が短期間で築き上げられ

災実務の推進にあたり、また、防災情報が集約され

たことは、成果として誇ってもよいであろう。

る斎藤代表幹事は、関係者への情報発信の役割をも
担うこととなった。

１．火山観測機関相互の火山観測情報の共有と正

ＩＮＳ「岩手山火山防災検討会」を立ち上げ、活

確な情報発信体制
２．岩手県による観測機器の整備や他機関の火山

動する上で最も参考になったのは、有珠山の防災対

観測への地元企業や行政の支援

応である。有珠山は活動周期が短く、またその規則

３．報道機関への徹底した情報公開による関係機

性から予知しやすい火山とされる一方で、長年にわ

関相互の信頼関係の醸成

たり北海道大学の勝井義雄名誉教授、岡田 弘教授、

４．報道機関独自の監視映像や取得情報の関連機

宇井忠英教授等が地域に密着した防災活動を実践し

関への提供

ていた。 科学者の理解だけででは自然災害は減ら

５．「火山噴火予知連絡会」や気象庁との連携に

せない

目指すのは人の命を救える科学だ

と岡

基づきながら防災実務に役立てる情報を発信

田教授は語るが、阪神淡路大震災を機に活動を始め

する「岩手山の火山活動に関する検討会」の

たＩＮＳ「地盤と防災研究会」も同じ視点で岩手の

活動

地震・津波防災の在り方を模索していた経緯がある。

６．「岩手山火山防災マップ」の作成やわが国初

また、当時、火山学会から販売されようとしていた

めての火山防災の指針である「岩手山火山防

啓発ビデオ「火山災害を知る」「火山災害の軽減」

災ガイドライン」の策定、特に、火山活動の

がＩＮＳ「岩手山火山防災検討会」の在り方に大き

評価から住民避難指示における知事・市町村

な示唆を与えた。さらに、2000 年 3 月 31 日に始まっ

長などの役割と責任の明確化

た有珠山噴火の防災対応は、噴火を岩手山に置き換

７．国・県・市町村相互の責任分担と連携強化の

えての生々しい実例として学ばせて戴くこととなっ

実践

た。

８．風評被害の観光地支援や入山の規制緩和に向

岩手山では、有珠山で提示されていた、研究者・

けた安全対策への関連機関の連携

行政機関・報道機関が連携して頂点の住民の安全を
守る減災のテトラヘドロン（岡田・宇井、1997）を

９．地域住民や学校生徒への火山の恵みと防災に

モデルに、住民を防災対応の主体の一部に強調した

係わる啓発活動
などなど、多くの防災対応の実践は、ＩＮＳ「岩手

減災の四角錐体制をめざし、構成する四者が互いに

山火山防災検討会」での顔の見える

連携を深めてきた。住民との膝を突き合わせての、

と

ひと

と ひ

の交流がなければ困難であった。

顔の見える話し合いは、ＩＮＳ「岩手山火山防災検
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められ、火山防災への具体的な取り組みも始められ
つつある。「岩手方式」の火山防災の取り組みは、
長年にわたって培われてきたＩＮＳの連携活動、強
力なリーダーの存在、火山の山体が一つの県に位置
するなどの地域特性、そして何よりも目の前で山が
動いたという現実など、岩手山でのみ該当する特殊
な背景のもとに進められてきたものではあるが、ゼ
ロからの急速な火山防災体制の立ち上げは貴重な先
例と位置付けられよう。その模索が、噴火周期が長
く防災体制が整備されていない、わが国の多くの火
山での体制整備に役立てられれば幸いである。
討会」会のメンバーによるものだけでも 150 回を越

2. 今後の課題

える。地域住民の方々からの要請で開かれた説明会

2004 年 7 月 1 日、全山で入山規制が解除されて以

も多い。岩手県および周辺 6 市町村が主催する「岩

降、火山防災の視点での岩手山報道は激減し、住民

手山噴火対策防災訓練」も 6 市町村をほぼ 2 巡して

の防災への意識は急速に薄れつつある。人類が、 忘

開催され、避難場所での住民との直接の対話も繰り

れという特権を神から享受し、よってつらい過去の

返された。

体験も忘れることで人生を生きる

ものとするなら

ば、 忘れた頃にやってくる災害

は避けられない

住民の安全に役立つか否かが情報の価値 、 今
日の災害より明日の防災

との共通認識にたっての

宿命かもしれない。

報道関係者との緊密な連携も「岩手方式」の大きな

この 6 年余で、火山の恵みと火山防災に関する啓

特徴である。研究者は、仮定・前提を強調し、わか

発活動は多く行なわれたが、三宅島島民 3 千 8 百人、

りにくいとの報道関係者の指摘に、噛み砕いて子供

有珠山周辺住民約 3 万人に比して、岩手山周辺には

にもわかる明快な説明を心がけた。特に、ここまで

約 40 万人が生活する。避難訓練や説明会に参加し

はわかる、この先はわからないといったことを正直

た人の割合はごく少ないのが現実である。万一活動

に語った。「岩手山の火山活動に関する検討会」の

が活発化した場合に備えた継続的な啓発の取り組み

討議時間のみは非公開としたが、その他の公的委員

も必要である。

会は開会から閉会まですべて公開とし、開催後の記

一方、様々な防災対応の過程で、防災のプロとも

者レクは、包み隠さずをモットーに納得がいくまで

いえる行政担当者は多く育てられた。しかし、その

質疑を受けることとした。「火山噴火予知連絡会」

ほとんどはごく短期間で異動し、経験によって培わ

の翌日には見解に関する討議内容を詳しく説明する

れた専門的な行政能力は元に戻り、地域の防災力は

説明会を、盛岡地方気象台などで開催した。入山規

必ずしも増強されない。地方自治体においては防災

制中の現地の調査結果は、毎回詳細な解説とともに

専門職員に対して専門性と継続性、そして然るべき

写真・ビデオが提供され、県民に生の情報が伝わる

処遇が必要であることは従前から指摘されていると

ことになった。報道関係者への徹底した情報公開と

おりであるものの、改善の見込みはない。
また、「岩手方式」のベースにもなっているＩＮ

忌憚のない意見交換は、時に相互不信を招きかねな
い行政担当者との信頼関係をも築くこととなった。

Ｓの活動を、どのようにして維持していくかも課題

活動が活発化した半年後に、転勤する中央紙記者の

である。キーパーソンが欠ける事態などに活動が停

歓送会が

との斎藤代表幹事の呼び掛

止する危惧がないとは言えないのである。長期的な

けで開催されたこと等は、岩手ならではの象徴的な

活動には、北海道における例のような自治体による

戦友を送る

ことといえよう。

「火山防災協議会」といった公的組織の立ち上げも

有珠山・三宅島の噴火、富士山での火山活動など

考えられるが、その運営は先進地北海道でも模範に

を契機に、各地の火山で火山防災マップの作成が進

出来る状況にはない。いっそ、平常時には活動を休
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眠化しても、いざという場合には火山防災の経験者
を一斉に召集する「岩手山防災再起動プロジェクト」
といったシナリオを用意する方が現実的とも考えら
れる。
いずれにしても、監視・観測体制の再構築、長期
的視点で岩手山との共生を目指すシステムの創出な
ど新たな課題が提起され、その中でＩＮＳ「岩手山
火山防災検討会」の担う役割についても検討を迫ら
れることになると考えられる。 火山と共生する防災
先進地 を目指すと「岩手山火山防災ガイドライン」
に掲げた理念が色褪せぬよう、今回の噴火危機対応
の記録をまとめる作業とともに、新たな防災体制つ
くりの模索が始められなければならない。
このたびの噴火危機対策の終りは、すなわち次の
噴火に備えた防災対応の出発点でもある。

（文責：岩手大学 斎藤徳美、岩手県総合防災室 土井宣夫）
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第8章 ＩＮＳ「岩手山火山防災検討会」の人つながり
岩手山の火山防災に携わった

ひと

また災害派遣の体制整備をはかった、角田

つながりそ

司・寺

のものが「岩手方式」であり、その核の役割を担っ

田和典・松井俊彦・富樫勝行の各司令、須江康人・

てきたのが、ＩＮＳ「岩手山火山防災検討会」であっ

田中正晴、両第 2 科長、高石勝人・永峰

た。同検討会の定例会に参加した人の数だけでも延

3 科長、三浦弘安・安味圭一・弓野 薫・國分忠夫、

べ 3 千人を越えている。斎藤代表幹事が火山対応の

情報幹部、中矢博和運用訓練幹部、そして総務科長

備忘録としてメモした大学ノート 30 冊に張り付け

から東北地方連絡部副部長に転じた松田 隆氏など。

悟、両第

られた名刺だけでも 2 千枚近くを数える。そのすべ
てを記載することは不可能であり、ここには、重要

岩手県の火山防災の主幹となった、岩手県総務部、

な防災対策に尽力し、また、ＩＮＳ「岩手山火山防

吉田敏彦・武居丈二・小原富彦各部長、和美宏幸・

災検討会」の活動に深く関わったごく少数の方々を

大槌典男・保坂貢一・長澤忠雄、各次長、清水眞一郎・

掲げる。ご尽力戴きながら、ここに掲げられなかっ

篠谷 隆・小野寺 博、各消防防災課長、長葭常紀・

た方々には、どうかお許しを戴きたい。なお、職名

長澤忠雄・佐々木全爾の各総合防災室長、岩手山対

については、異動により変わっている方々がほとん

策のための新設された火山対策監の小野寺

どであり、岩手山防災に関わった当時のものとした。

本

博・駿河

博・山

勉・高橋勝則の各氏、火山対策監補

佐の小野雅章・早野義夫の両氏、観測機器の維持管
理から防災実務に専心した火山対策主査の高橋明朗・

気象庁関係では、火山噴火予知連絡会の井田喜明
会長には、地元の防災対応をも踏まえてわかりやす

遠藤哲雄の両氏、同じく主事の小田島

い見解を示して戴いた。そして、火山課長の濱田信

男・和田英樹・菊地真司の各氏、防災ヘリコプター

生・小宮

学両氏、西出則武仙台管区気象台地震情

報官、予知連事務局の西脇

弘・安斎和

「ひめかみ」の運航に尽力した防災航空センター長

誠氏、仙台管区気象台

の小野寺

火山監視・情報センタ−長の関根一男氏。

健・小山雄士・熊谷双見・大芦

正の各

氏、機上観測や中腹への検討会委員の送迎に腕を発

盛岡地方気象台では、地域への情報発信の担い手

揮したパイロットの相馬直将・滝田

潔の両氏、防

として尽力した野口晉孝・酒井重典・鈴木一雄・桑

災航空隊の隊員の方々。地熱エンジニアリング㈱の

島正幸、各気象台長、防災業務課長の佐々木

高・

技師長とし勤務する傍ら、岩手山噴火史の調査研究

川村靖夫・福沢志津夫氏ら、技術専門官の田口陽介

に力を注ぎ、「岩手山火山防災マップ」の生みの親

氏、見やすい観測情報図を編集し、また頻繁に現地

ともなり、その後岩手県火山対策指導顧問として全

観測や機上観測にあたった同・小林

山入山規制解除の安全対策を進めた土井宣夫氏。

徹氏など。

国土地理院では、GPS、APS の観測にあたり、

岩手県土木部では、「岩手山火山防災マップ」の

ＩＮＳの定例会では欠かさず情報の提供を行なった、

作成や「岩手山火山防災ガイドライン」の策定、

東北地方測量部の雨宮秀雄・阿部

砂防計画の推進などに大きな役割を果たした、大

馨、両地殻情報

管理官。

石

建設省岩手工事事務所では、防災対策事業の推進
をはかった棚橋通雄、佐藤宏明、中村敏一、関

幸・中山

隆・竹内重徳・猪股

純の各土木

部長、砂防課長の佐藤榮一・小林昭彦・茅野拓治・

博

高橋

盛・佐藤喜弘の各氏、庄司六十四・菊池光

之各所長、「岩手山火山防災マップ」の作成に尽力

雄両砂防課長補佐、本田 篤・高橋憲康両砂防係長、

した中村

小田島公一主任など。

巖、「岩手山火山防災ガイドライン」の

策定に尽力した國友

優、両洪水予報課長、岡田智

岩手県商工労働部観光課長の山口和彦・松川 求・

幸・吉田桂治両調査第一課長、難波嘉幸・加藤 透、

田中正武の各氏ら、岩手県林業水産部森林土木課長

両水質保全係長など。東北森林管理局では、福嶋雅

の近藤勝人・菊池知一・盛合嘉信・黒澤

喜盛岡森林管理署長が定例会の常連であった。自然

ら、岩手県環境生活部自然保護課長の菅野文也・稲

環境局八幡平自然保護官事務所の金子文夫自然保護

田

収の各氏など。
岩手県警察本部の篠宮

官も後半から定例会に加わった。
谷

陸上自衛隊岩手駐屯地はヘリコプターによる機上
観測、演習場内でのトレンチ調査に協力して戴き、
124

茂の各氏

滿・鈴木

備課長の中川

勲・菅野

隆本部長、警備部長の境
通・伊東忠久の各氏、警

健・佐藤久孝・藤澤喜一郎、同補佐

肇、災害対策調査官の小山由範、災害対策

で西岩手山の噴気観測を続けた土井宣夫氏夫人の小

室長の菊地昭一・千田義郎の各氏、盛岡西消防署地

枝子さん。現地踏査による情報を提供した㈱地熱染

域課長の瀬川正範氏など。

色研究所の高橋一行氏など。

の藤尾

盛岡市長、桑島 博氏、消防防災監、平野 進氏、
消防防災課長の宮野春雄・宇夫方正人の各氏、岩手

日本道路公団東北支社盛岡管理事務所、福島祐三

県（盛岡地区）広域行政組合消防本部の方々など。

所長、副所長の高橋理貞・高橋正治氏、工務上席助

雫石町長、川口善彌・中屋敷

役の八重畑敏一・三浦和信氏など。

十の各氏、総務課

東北電力㈱岩手支店、支店長の大井慎之介・通沢

長の佐山武史・大村昭東・高橋公雄の各氏、総務課
長補佐の米沢

繁氏、消防防災係長の掘合

原千里の両氏、徳田

誠・小

光春氏ら、粟野量一郎電力部長、発変電課長の大石
洋見・阿部理生・千葉正宏氏など。

靖主事、小志戸前浩政主査な

ど。小原氏は「岩手山火山活動特別調査隊」の隊長
として、休暇村岩手の高畑

東日本旅客鉄道㈱盛岡支社、栗山大義支社長、安

章氏は隊員の一人とし

全対策室長の木田義春・岩崎憲一・坂下芳男・津嶋

て現地調査に貢献した。

利光氏など。

滝沢村、柳村純一村長、総務課長の高橋喜悦・主

東日本電信電話㈱岩手支店、支店長、細田洋道氏、

浜照風氏ら、熊谷一見総務課長補佐、伊藤健一防災

整備部門サポート担当室長（災害対策室）の横内修

防犯課長、東側入山規制の安全対策の実務を担った

治・二階堂一男氏など。

藤原

自然災害に関する保障制度について啓発した、全

治主任主査など。

玉山村、工藤久徳村長、八重畑光國総務課長、住

労済岩手県本部の三浦尊文事業推進課長、岩手県農

民生活課消防交通係長の米田富士夫・川崎 均氏など。

業共済組合連合会の及川功一普及技術課副主幹。登

西根町、工藤勝治町長、総務課長の工藤利徳、田

山者の安全対策に協力した、滝沢村山岳協会の角掛

誠氏ら、総務課長補佐の小野寺光正・小野寺清

喜美夫会長、岩手県山岳協会の四戸寛次郎顧問、八

美氏ら、消防交通係長の畠山弘明氏など。自然公園

合目避難小屋の監視員を努めた岩手県山岳協会の会

保護管理員として火山活動の説明や安全確保に尽力

員諸氏など。

村

した田村初太郎氏。西根町の「岩手山火山活動特別

岩手県観光協会、保坂貢一専務理事。

調査隊」隊長として、登山道の安全確保をめざした

火山観測に協力した、 日本アイソトープ協会滝
沢研究所の二ツ川章二次長、国際航業㈱盛岡支店の

高橋時夫西根病院事務局長。

八重樫

松尾村、佐々木正四郎村長、総務課長の吉田 耕・
田山秀夫・中軽米明彦氏ら、消防交通係長の石羽根

栄副支店長、国際航業㈱地質部の向山

栄

氏、吉田測量設計㈱の菅野和雄専務取締役など。

福武・高橋賢悦・古川伸也氏など。1999 年 5 月 29 日、
黒倉山山頂の噴気が活発になって以降、柏台の自宅

防災技術を啓発した、通研電気工業㈱岩手支社の
前橋良明氏ら、㈱計測技研の遠藤嘉郎氏ら、㈱防災
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技術コンサルタントの菊田俊郎氏ら、近計システム

達郎教授、同看護学部吉田千鶴子助教授。「岩手山

㈱の田口裕敏氏など。

の火山活動に関する検討会」の委員として火山ガス
の調査や解析を進めた東京工業大学の平林順一教授
および野上健治助教授。聴講生として斎藤教授の研

NHK 盛岡放送局、渡辺いく子・掛江浩之・中丸

究室のスタッフの一員に加わった、元 NHK 盛岡放

憲一の各記者。
㈱ IBC 岩手放送、朽木正文・鈴木
部長、藤澤

送局技術部の沼宮内

修氏ら報道

収集や解析に協力した。

光報道部次長、伊東秀一・兼平宗彦・

野田尚紀・宿輪智浩・若槻

修氏ら記者およびキャ

「岩手山火山防災マップ」作成の実務に携わり、

スター。

短期間での作成に尽力した、 砂防・地すべり技術

㈱テレビ岩手、村田憲正報道部長、成澤克友報道
部次長、柴柳二郎・青山美保・藤村潤哉・加藤

センターの吉田真也氏、「岩手山火山防災ガイドラ

浩

イン」の策定に尽力した㈱社会安全研究所の木村拓

氏ら、キャスターおよび記者。

郎所長など。

㈱岩手めんこいテレビ、大澤洋一・落合昭彦・千

また、火山防災の先進地として、太田一也前島原

葉絢子氏ら記者およびキャスター。

地震火山観測所長、鐘ケ江管一前島原市長、岡田 弘

㈱岩手朝日テレビ、千葉修一報道制作部長、星井

有珠火山観測所長・教授、宇井忠英北海道大学教授、
長崎良夫虻田町長などから貴重な助言を戴いた。

孝之報道部長、山田美保キャスターなど。
㈱岩手日報社、中原祥皓論説委員長、及川正彦報
道副部長、栗山
督・佐賀

忠氏は、監視カメラの映像の

ＩＮＳに関わる研究者を通じて、東京大学地震研

譲・神田由紀・高橋宏昇・高橋

究所山科健一郎教授、名古屋大学地震火山防災研究

秀の各記者など。

センター藤井直之教授、木股文昭博士、秋田大学教

朝日新聞盛岡支局の汲田和久記者、毎日新聞盛岡

育文化学部林

信太郎教授、国土地理院地理地殻活

支局の佐藤丈一、読売新聞盛岡支局の井澤宏明・田

動センター多田

堯氏、村上

亮氏、防災科学技術

中靖人、河北新報盛岡支局の太田小百合・武田俊郎・

研究所地震調査研究センター岡田義光氏、鵜川元雄

斎藤義郎、産経新聞盛岡支局の石田征広、共同通信

氏、気象研究所地震火山研究部中禮正明氏、山本哲

盛岡支局の鎮目宰司、時事通信盛岡支局の笠原孝治、

也氏、地質調査所火山地質研究室須藤

日本農業新聞盛岡支局の神保

勉、盛岡タイムス社

順一氏、同企画室山元孝広氏、アジア航測㈱地震防

の大崎真士記者など。柴柳・青山・山田キャスター

災部千葉達朗氏などから貴重な研究成果や助言が岩

ら、及川副部長、大崎記者らは火山活動が活発化し

手にもたらされた。

茂氏、伊藤

てから全山入山解禁まで継続的に岩手山に携わって
おり、一貫した視点で報道がなされたことは、「減

（文責：岩手大学 斎藤徳美、岩手県総合防災室 土井宣夫）

災の四角錐」の一翼を担う報道機関の重要さをより
明確にした。
東北地区の火山研究の要として観測、解析に大き
な役割を任じた東北大学大学院理学研究科地震・噴
火予知研究観測センターの浜口博之センター長・教
授、植木貞人助教授、田中

聡助手、青木謙一郎名

誉教授、地元岩手大学で防災体制の構築に奔走した
岩手大学工学部斎藤徳美教授、矢内桂三教授、越谷
信助教授、山本英和助教授、技術職員の野田
よび佐野

賢お

剛氏、同教育学部の土谷信高教授、同農

学部の井良沢道也助教授、太田岳史助教授、防災研
究を総合的視野で進めた岩手県立大学総合政策学部
首藤伸夫教授、元田良孝教授、同社会福祉学部細江
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資料1：I NS「岩手山火山防災検討会」活動の記録（2004.7現在）
1. 定例会の開催

2. 報道機関との連携のための会合・説明会

１回検討会

1998.５.16

27回検討会

2001.３.17

２回検討会

1998.５.22

28回検討会

2001.４.21

３回検討会

1998.６.20

29回検討会

2001.５.23

４回検討会

1998.11.19

30回検討会

2001.６.16

５回検討会

1999.２.27

31回検討会

2001.７.28

６回検討会

1999.４.17

32回検討会

2001.９.８

報道機関への火山防災マップ説明会

７回検討会

1999.７.３

号外検討会

2001.10.11

８回検討会

1999.７.17

33回検討会

2001.10.20

９回検討会

1999.８.21

34回検討会

2001.12.15

10回検討会

1999.９.16

35回検討会

2002.３.９

11回検討会

1999.10.23

36回検討会

2002.４.20

1998.12.12

約50名

12回検討会

1999.11.20

37回検討会

2002.６.15

1999.12.18

約60名

13回検討会

1999.12.１

38回検討会

2002.７.27

1998.７.７

約60名

14回検討会

2000.１.22

39回検討会

2002.９.７

1999.６.７

約70名

15回検討会

2000.２.26

40回検討会

2002.10.19

岩手朝日テレビ 社内研修会

2000.12.12

約30名

16回検討会

2000.３.25

41回検討会

2002.11.９

入山規制緩和に係わった報道関係者慰労会

17回検討会

2000.４.15

42回検討会

2003.１.25

2001.７.９

18回検討会

2000.５.13

43回検討会

2003.３.22

19回検討会

2000.６.17

44回検討会

2003.４.19

20回検討会

2000.７.15

45回検討会

2003.６.21

21回検討会

2000.８.19

46回検討会

2003.11.１

2003.10.19

22回検討会

2000.９.16

47回検討会

2004.２.21

新聞・テレビ各代表への全山入山解禁、西岩手山

23回検討会

2000.10.21

48回検討会

2004.３.27

安全対策現地説明

2004.７.１

24回検討会

2000.11.18

49回検討会

2004.４.24

大地獄谷火山ガス・姥倉山現地説明会

2004.７.25

25回検討会

2000.12.16

50回検討会

2004.６.12

26回検討会

2001.１.29

報道機関への火山防災セミナー

第10回研究交流会

1999.７. 3

第11回研究交流会

1999.11.20

第12回研究交流会

2000.８.19

第13回研究交流会

2001.１.29

第14回研究交流会

2002.４.20

第15回研究交流会

2002.11.９

第16回研究交流会

2003.４.19

第17回研究交流会

2004.６.12

岩手放送 局内研修会

1998.６.19

約50名

テレビ岩手 局内研修会

1998.７.10

約40名

中央報道機関招待会

1998.８.27

約30名

1998.10.７

約60名

1998.11.24

約30名

研究者・行政・報道機関連携のための交流会

岩手日報社 社内研修会

約30名

マグマ貫入システムについて報道関係者説明会
2001.10.11
6市町村長西岩手山現地視察同行取材

約50名

2002.５.30

「岩手山の火活動に関する検討会」・「岩手山火山
災害対策検討委員会」後の定例記者レク
「火山噴火予知連絡会」翌日の

見解

に関する

定例説明会

INS「地盤と防災研究会」 150 〜 180 名
第８回研究交流会 1998.５.16
1998.12. 5

約30名

岩手めんこいテレビ 社内研修

土曜日、15 時から岩手大学工学部食堂、
その後交流会、約 50 機関、50 〜 80 名

第９回研究交流会

1998.５.23

「岩手山の火山活動に関する検討会」メンバーの
機上観測、現地調査説明および写真・ビデオ等の
提供
3. 火山噴火予知連絡会や気象庁との連携
1998.10.13 第79回火山噴火予知連絡会出席、気象庁
1999.２.２ 第80回火山噴火予知連絡会出席、気象庁
1999.５.25 第81回火山噴火予知連絡会出席、気象庁
1999.８.24 気象庁火山噴火予知連絡会、井田会長・
小宮火山課長ら岩手山視察、意見交換会
1999.10.18 第82回火山噴火予知連絡会出席、気象庁
1999.11.16 気象庁火山噴火予知連絡会拡大幹事会、
盛岡地方気象台で開催、意見交換
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2000.２.４ 第83回火山噴火予知連絡会出席、
気象庁

（3）火山防災ガイドラインの策定

2000.５.22 第85回火山噴火予知連絡会出席、
気象庁

検討会 3 回、ワーキング・ミニワーキング 10 回余で

2000.11.１ 第87回火山噴火予知連絡会出席、
気象庁

の実務作業

2001.２.５ 第88回火山噴火予知連絡会出席、
気象庁

1999.５.27「緊急対策ガイドライン」策定

2001.５.28 第89回火山噴火予知連絡会出席、
気象庁

2000.３.22「岩手山火山防災ガイドライン」策定、

2001.10.22 第90回火山噴火予知連絡会出席、
気象庁

公表

2002.２.１ 第91回火山噴火予知連絡会出席、
気象庁

（4）岩手山噴火対策防災訓練の企画立案と参加

2002.５.23 第92回火山噴火予知連絡会出席、
気象庁

1998.10.18 岩手山噴火対策防災訓練（松尾村）

2002.10.15 第93回火山噴火予知連絡会出席、
気象庁

1999.１.29 岩手山噴火対策防災訓練（滝沢村）

2003.１.21 第94回火山噴火予知連絡会出席、
気象庁

1999.２.20 岩手山噴火対策防災訓練（雫石町）

2003.５.13 第95回火山噴火予知連絡会出席、
気象庁

1999.10.24 岩手山噴火対策防災訓練（西根町）

2003.10.28 第96回火山噴火予知連絡会出席、
気象庁

2000.８.27 岩手山噴火対策防災訓練（盛岡市）

2004.１.27 第97回火山噴火予知連絡会出席、
気象庁

2001.２.18 岩手山噴火対策防災訓練（玉山村）

2004.６.30 第98回火山噴火予知連絡会出席、
気象庁

2001.11.11 滝沢村けやきの平地区噴火対策防災訓練
（滝沢村）
2001.11.18 岩手山噴火対策防災訓練（雫石町）

4. 行政の公的委員会立ち上げの支援と参加
「岩手山火山活動対策検討会」
座長：斎藤

2002.１.24 岩手山危機管理演習（岩手県・国土交通

徳美、
1998.５.22立ち上げ、
2回開催後

省岩手工事事務所）

改組

2002.12.15 岩手山噴火対策防災訓練（西根町）

「岩手山の火山活動に関する検討会」

2003.12.14 岩手山噴火対策防災訓練（松尾村）

委員長：斎藤 徳美、
1998.10.８立ち上げ、
27回開催、
継続中

6. 行政関係者、地域住民、児童生徒、民間企業な

「岩手山火山災害対策検討委員会」
委員長：斎藤

徳美、
1998.７８
. 立ち上げ、
17回開催、

どへの火山防災啓発活動
（1）
セミナー、
シンポジウムの開催や参加

継続中

1998.７.11 岩手山火山市民セミナー、
岩手大学、
約200名
（太田一也先生来盛）、
1998.８.11 岩手山火山セミナー

「岩手山火山砂防計画検討委員会」
委員長：石橋 秀弘、
1998.11.29立ち上げ、
3回開催、

県民会館、
約1,700名

終了

1998.８.31 道路防災シンポジウム、
約200名

「岩手山火山治山計画委員会」

1999.１.30 岩手山火山防災シンポジウム
（西根町）

委員長：村井 宏、
1999.１７
. 立ち上げ、
3回開催、
終了

約450名
1999.１.31 同（雫石町）約200名
1999.４.17 岩手山火山防災セミナー、
岩手大学、

5. 火山防災体制構築への提言と支援
（1）「岩手山火山防災マップ」の作成

約100名

検討会 5 回、ワーキング・ミニワーキング 20 回余で

1999.６.30 岩手山火山防災サミット

の実務作業

1999.８.1-3 イーハトーブの科学と技術展示

基礎となる火山地質、噴火史などの調査と資料の提

1999.９.16 岩手山火山フォーラム 約800名

供およびマップの作成

1999.11.６ もしもに備えて〜岩手山火山防災シンポ

1998.７.22「西側で水蒸気爆発が起きた場合の岩手

ジウム
（玉山村）、
約500名

山火山防災マップ

2000.１.17-19 自然災害に備えて〜火山写真・防災グッズ展

1998.10.９「岩手山火山防災マップ」および「岩手

2000.２.12 もしもに備えて〜岩手山火山防災シンポジウ

山火山防災ハンドブック」公表

ム
（滝沢村）

（2）6市町村別の「岩手山火山災害対策図」の監修

2000.３.11 岩手山火山防災フォーラム、県民会館

2000.4 公表

2000.４.15 岩手山火山防災セミナー、
岩手大学、
約200名
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2000.６.30 イーハトーブ火山局第 1 回公開講義「岩

、東京大学、
論「岩手山の火山防災マップ」
約 100 名

手山の現状について」約 60 名
2000.７.29 秋田大学鉱山博物館「火山のめぐみと防災」

（2）研修会など
1998.６.30 岩手地域開発研究会講演「岩手山の火

約 60 名
2000.７.31 有珠山噴火、被災者の生活再建を考える

山活動と防災」約 100 名

セミナー 約 170 名

1998.７.２ 盛岡地区広報協議会研修会「岩手山の

2000.10.28 もしもに備えて〜岩手山火山防災シンポジ

噴火史と火山活動」18 名
1998.７.４ 盛岡クラブ例会講演「岩手山の火山活動

ウム（松尾村）
2000.10.29 もしもに備えて〜岩手山火山防災シンポジ

と防災」約 30 名

ウム（盛岡市）

1998.７.７ 小岩井農場安全講習会「岩手山の火山

2001.１.30 八幡平山系直轄砂防事業促進期成同盟

活動と防災」約 150 名

会 10 周年研修会

1998.７.22 JR 東日本火山対策研修会「岩手山の活

2001.2.2-4 有珠山、雲仙普賢岳と岩手山写真展

動の現状と防災」約 30 名

2001.４.20 イーハトーブ火山局第 13 回公開講義「岩

1998.７.24 国立青年の家所内研修会「岩手山の火

手山のいま」約 60 名

山活動の現状と防災」約 40 名

2001.４.21 岩手山火山防災セミナー、岩手大学、約

1998.８.17 岩手大学技術系職員研修会「岩手山の

110 名

火山活動」約 30 名

2001.10.16 岩手山火山フォーラム〜そのとき私たちにで

1998.８.26 戦略経営研修会「岩手山の火山活動と

きること、約 300 名

防災」約 50 名

2001.12.21 イーハトーブ火山局公開講座「過去の噴

1998.８.28 メルク会総会「岩手山の火山活動と防災」

火史からみた平成期の火山活動」約 25

約 80 名

名

1998.９.７ 盛岡市市議会議員研修会「岩手山の火

2002.１.27 もしもに備えて〜岩手山火山防災シンポジ

山活動」約 30 名

ウム（西根町）

1998.９.10 月一会講演会「岩手山の火山活動につい

2002.４.13 イーハトーブ火山局公開講義「岩手山の

て」28 名

火山活動の現状と今後」約 60 名

1998.９.13 アイソトープ協会施設公開講演「岩手山の

2002.４.20 岩手山との共生をめざした地域防災への

火山活動と防災」約 80 名

取り組みセミナー、岩手大学、約 180 名

1998.９.24 東北電力・岩手大学技術交流会「岩手

2002.12.13 イーハトーブ火山局公開講座「西岩手山

山の最近の火山活動」約 70 名

の噴気活動の現状」約 40 名

1998.10.13 岩手郡町村議員大会講演「岩手火山活

2002.12.26 火山防災フォーラム in 宮崎「ゼロからの

動の現状について」約 160 名

火山防災対策の立ち上げ」約 50 名

1998.11.20 松尾村納税貯蓄組合連合会研修会「岩

2003.１.26 もしもに備えて〜岩手山火山防災シンポジ

手山の噴火史と最近の活動」約 50 名

ウム（雫石町）

1998.11.24 特別養護老人ホーム・れいたく会火山防 災

2003.２.12 消防庁第５回火山災害関係都道府県連絡

研修「岩手山の火山活動と防災」約 50 名
1998.12.15 森林総合研究所東北支所研究談話会「岩

会議「岩手山の火山防災体制はいかにし

手山の火山活動と農林業」47 名

てつくられたか」イーハトーブ火山局、約
60 名

1999.１.11 東北電力岩手支店研修会「岩手山の最

2003.７.６ 緊急地震対策セミナー「地震に備えて何を

近の火山活動」約 70 名

なすべきか」岩手日報社主催、約 90 名

1999.１.26 盛岡地方振興局岩手県出先機関会計担

2004.２.１ もしもに備えて〜岩手山火山防災シンポジ

当者研修会「岩手山の最近の火山活動と

ウム（玉山村）
、約 330 名

防災」約 100 名

2004.５.８ シンポジウム、火山ハザードマップの方法

1999.１.27 盛岡法人会青年部・婦人部合同新春セミ
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修会「火山のはなし」約 45 名

ナー「新しい県の総合発展計画と岩手山
の最近の活動状況について」約 70 名

2000.11.28 地質調査業技師更新講習会「岩手山の

1999.６.18 建設業協会青年部連絡会「建設と環境」

火山活動の現状と防災対策」約 200 名

約 120 名

2000.12.５ 全労済遠野支部講演会「現代の自然災
害への備え」約 100 名

1999.６.22 八戸市市民大学「地震・津波から身を守
る」約 110 名

2000.12.16 田中舘博士の世界「地震のしくみと防災」

1999.７.６ 地熱エンジニアリング㈱防災会議講演「岩

約 40 名

手山の現状について」約 25 名

2001.１.13 第 66 回もりおか生物科学の集い「火山灰

1999.７.９ 科学談話会講演「岩手山の火山活動の

研究と岩手山の噴火史」約 40 名
2001.１.17 花巻市教研発表会「岩手山の火山活動

現状」約 30 名
1999.７.22 日本重化学工業㈱盛岡地区防災会議講

と防災対策の現状」

演「岩手山の最近の状況」約 25 名

2001.１.23 盛岡卸センター協同組合新春セミナー「自

1999.８.７ 二戸市市民大学「岩手山の火山活動と防

然災害と防災対策」約 100 名

災」約 40 名

2001.７.６ ミクニアディック協力会北の風研修会「世

1999.８.28 放送大学岩手学習センター特別講義「岩

界・日本の地震火山災害への対応」約

手山は今」約 30 名

30 名

1999.９.17 日本重化学工業㈱盛岡地区防災会議

2001.７.７ 岩手県博物館セミナー「岩手山の火山活

講演「岩手山の火山活動の現状について」

動と防災への取り組み」約 50 名

約 25 名

2001.７.11 岩手県工業クラブ平成 13 年総会「岩手

2000.４.21 WGC プレイベント「JEMA 地熱セミナー、

山の火山活動について」約 20 名

岩手県を中心とした東北地方の地熱資源

2001.７.18 土木学会東北支部平成 13 年第 1 回懇話

について」約 100 名

会「東北地方の火山活動の状況と防災」

2000.５.19 接合技術研究会「有珠山の噴火対策に

約 40 名

学ぶ岩手山の火山防災」約 15 名

2001.７.30 ムラタ協栄会第 2 回研修会「岩手山の活

2000.５.20 地盤工学会東北支部若手セミナー「有珠

動〜活発化から規制緩和まで」約 30 名
2001.９.12 ＭＮアンカー協会工法説明会「岩手山の

山の噴火対策に学ぶ岩手山の火山防災」、

火山活動と防災への取り組み」約 100 名

約 50 名
一祐会総会「岩手山の火山活動と地域

2001.９.21 機械学会盛岡地方大会「岩手山の活動

防災への取り組み」約 85 名

と地域防災について」約 100 名

2000.９.22 宮沢賢治イーハトーブセンター第 11 回大会

2001.11.10 宮沢賢治学会地方セミナー パネルディスカッ

リレー講演「イーハトーブ火山局発火山情

ション「グスコーブドリの伝記を中心とした

報」

火山との共生」約 150 名

2000.９.26 岩手県技能士会記念講演「岩手山の火

2001.11.20 盛岡南ロータリークラブ例会「岩手山はど

山活動の現状」約 200 名

う動いたか」約 60 名

2000.９.27 仙建工業㈱盛岡支店研修会「最近の岩

2001.12.１ 情報処理学会東北支部研究発表会特別

手山の活動と対策状況について」約 50 名

講演「岩手山の監視システムと防災」約

2000.10.12 全国技術士会盛岡大会特別分科会「岩

30 名
2001.12.５ 土木学会、火山工学小委員会「岩手山

手山の火山活動と地域防災の在り方」約
200 名

の火山活動と防災対策の経緯」約 20 名

2000.11.５ 灯会講演会「岩手山の火山活動と防災」

2001.12.14 いわて 5 大学学長シンポジウム、地域防災

2000.11.12 工学部同窓会関西支部総会「岩手山の

と大学、
「大学と地域の連携による火山防災」

現状」約 100 名

約 200 名

2000.11.21 岩手県土地改良事業団体連合会職員研

2002.１.12 東北地区自然災害科学研究集会特別講
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演「岩手山火山活動の現状と今後の取組」

1998.８.７ 火山防災マップ市町村担当者説明会「岩
手山火山活動について−火山防災マップ

約 20 名
2002.３.20 岩手マルチメディア環境教育研究会セミナー

の読み方と活用−」約 40 名
1998.９.９ 松尾中学校 PTA 家庭教育学級「岩手

「生きていた火山、岩手山−ゼロからの共
生への取組」約 30 名

山との共存のありかた」30 名

2002.５.31 岩手県地質業協会講演会「岩手山の最

1998.９.29 大船渡市教育委員会成人大学講座「岩

近の活動」約 80 名

手山の最近の火山活動の状況と三陸沖地
震の相関」

2002.８.21 北上市基盤技術支援センター、ＩＮＳ企業
セミナー「地域が連携した岩手山火山防災」

1998.10.７ 火山防災マップ市町村担当者説明会「岩

約 35 名

手山火山防災マップの内容」約 150 名

2002.11.15 資源素材学会東北支部特別講演「火山

1998.10.８ 盛岡北高校火山防災研修会「岩手山の

との共生−岩手山防災への 5 年間の取り

火山活動と防災」約 1,100 名

組み」約 40 名

1998.10.14 県教委、学校の防災担当教員へのマップ

2002.11.26 地すべり対策技術フォーラム2002 仙台「生

説明会「岩手山火山防災マップの見方」

きている火山岩手山−ゼロからの共生の取

約 200 名

り組み」約 150 名

1998.10.17 北銀ふるさと大学講演会「岩手山と火山

2003.１.11 放送大学岩手学習センター水沢公開講演

災害について」約 30 名
1998.10.26 城西中学校火山防災研修会「岩手山の

会「生きている火山−岩手山」約 40 名
2003.３.26 早朝研修会講演「岩手山の火山活動の

火山活動と噴火後の対応」約 600 名

現状」約 40 名

1998.10.29 平舘高等学校、火山防災研修会「岩手

2003.８.６ 鉄建公団研修会「岩手山の活動の推移

山の火山活動と防災」約 600 名

と現状」

1998.11.16 上田中学校火山防災研修会「岩手山の

2003.９.26 釜石市・岩手大学生涯学習講座「地震

火山活動と防災」約 650 名

と防災について」釜石市、約 60 名

1999.２.24 盛岡市上田公民館自然環境講座「岩手

2003.10.６ もりおか大学上田分校、岩手大学施設見学

山の火山活動」約 25 名
1999.５.27 岩手山南麓エリア協議会総会「火山活動

会「岩手山の火山状況について」約 30 名
2004.６.25 2003 年宮城県沖地震・宮城県北部の地

の現状と規制緩和」約 50 名
1999.６.４ 広域消防東北地区研修会「岩手山の火

震調査報告会「盛岡市などの地盤と地震
動」、盛岡市、約 80 名

山活動の現状と防災」約 200 名

2004.７.10 岩手災害看護ネットワーク連絡協議会「岩

1999.７.１ 岩手山麓山岳関係者友情交歓会「岩手

手山の現状と火山防災ネットワークの活動」

山の火山活動の現状と課題」約 100 名

岩手県立大学、約 30 名

1999.７.５ 滝沢村防災対策講演「岩手山の噴火史

（3）住民・行政・生徒などへの説明会

と火山活動の現状」約 50 名

1998.５.13 東北大学理学部第 2 回噴火セミナー講演

1999.７.９ 岩手県観光連盟火山との共生について考

「岩手山の噴火史と山体構造」約 20 名

える懇談会「岩手山の活動の現状と観光

1998.７.13 西根町防災研修会「岩手山の火山活動

との共生」約 70 名
1999.７.14 盛岡市上田公民館自然環境講座「岩手

と 防災」約 70 名
1998.７.27 雫石町火山防災マップ住民説明会「岩手

山の火山活動Ⅱ」約 25 名

山の火山活動と防災」約 150 名

1999.７.22 盛岡地方気象台職員研修会「岩手山の

1998.７.30 日本地学教育研究会巡検案内「岩手山

噴火史について」約 25 名

焼走り溶岩・松川地熱発電所」41 名

1999.８.５ 岩手県議会防災対策特別委員会参考人「最

1998.８.６ 青森営林局、火山および地震災害対策調

近の岩手山の活動状況について」約 20

査「岩手山の活動の現状」

名
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1999.10.15 雫石町消防団研修会「岩手山の現状」

2000.10.12 東北地区国立大学係長研修会「岩手山
の火山活動と都市防災について」約 100 名

約 70 名

2000.10.17 陸上自衛隊東北方面隊研修「岩手山の

1999.10.16 滝沢村教育委員会広域サービス事業講演
「噴火の歴史に見る岩手山」約 40 名

火山活動の現状と今後の見通し」80 名

1999.11.12 雫石町役場職員研修会「岩手山の現状

2000.10.20 雫石町消防団幹部研修「岩手山の最近

と対策」約 70 名

の状況」約 50 名

1999.12.１ 陸上自衛隊岩手駐屯地研修会「三陸沿

2000.11.16 松尾村教育委員会成人大学講座「地質

岸の津波災害と課題」約 10 名

から松尾の歴史を考えよう」40 名

1999.12.17 雫石町消防団幹部研修「最近の火山活

2001.１.９ 京都大学防災研究所研究集会講演「岩

動と対応」約 50 名

手県葛根田の地熱貯留層」約 70 名

2000.２.９ 雫石町西山住民説明会「岩手山の活動

2001.２.18 渋民中学校火山防災訓練講演「岩手山

の現状」約 40 名

の噴火史と最近の火山活動」約 150 名

2000.２.17 盛岡地方気象台職員研修「岩手山の最近

2001.５.10 塩釜第2中学校生徒盛岡総合学習研修9名

の火山活動と地域防災の在り方」約 20 名

2001.５.31 東北管区広域緊急援助隊研修会「岩手山

2000.４.21 雫石町消防団幹部研修「岩手山の火山

の火山活動の現状と県警の役割」約 60 名

活動の現状および有珠山の噴火の現況に

2001.６.12 日本道路公団火山災害研修会「岩手山

ついて」約 50 名

の噴火と道路公団の対応」約 60 名

2000.５.16 滝沢村火山防災勉強会、姥屋敷多目的セ

青山小学校総合学習「噴火はどのように
して起こるのか」40 名

ンター「有珠山の噴火対応に学ぶ岩手
山の火山防災」約 30 名

2001.６.24 アマチュア無線クラブ松尾ネット連絡会記念

2000.５.17 滝沢村火山防災勉強会、北部コミュニティ

講演「岩手山の火山活動について」15 名
2001.６.27 岩手県消防学校講義「火山災害対策」

センター「有珠山の噴火対応に学ぶ岩手
山の火山防災」約 25 名

約 80 名

2000.５.27 滝沢村火山防災勉強会、ふるさと交流館

2001.６.28 一本木山岳会総会「岩手山監視員にお

「有珠山の噴火対応に学ぶ岩手山の火山

願いすること」約 40 名

防災」約 15 名

2001.６.29 岩手県総合教育センター郷土自然史学習

2000.６.12 岩手県消防職員幹部研修「岩手山の火

講座「岩手山の火山防災」10 名

山防災対策」約 40 名

2001.７.５ 陸上自衛隊第9師団合同訓練研修会「岩手

2000.６.20 塩釜中学校生徒盛岡総合学習研修

山の火山活動と防災への取り組み」約80名

2000.７.１ 山岳関係者勉強会「有珠山の噴火対応

2001.７.10 陸上自衛隊岩手駐屯地第 5 大隊津波火

に学ぶ岩手山の火山防災と入山規制」約

山研修「岩手県の津波・火山防災」約

70 名

40 名

2000.７.５ 岩手県警察官幹部研修「有珠山の噴火

2001.７.12 松園中学校班別訪問学習「岩手山の研究」
6名

対応と岩手山の火山防災」約 100 名
2000.７.９ 岩手県立博物館地質観察会案内「岩手

2001.７.29 岩手日報社 21 世紀夢倶楽部青空教室特

火山の噴火の歴史をさぐる」約 30 名

派員「岩手山の活動と防災」記者 5 名

2000.７.14 岩手県国土利用地方審議会、岩手山安

2001.８.２ 全国消防長会東北支部署長会議「火山

全対策への提言

防災について」約 130 名

2000.８.12 滝沢元村自治会火山研修会「岩手山の

2001.８.29 宮古第 1 中学校研修「岩手山の火山活
動と防災活動について」約 150 名

活動の現状と防災対策」約 10 名
2000.９.５ 上田中学校「けやき学習」火山防災研修

2001.９.３ 県砂防課岩手山火山防災研修会「岩手山

2000.９.８ 宮古高校出前講義「自然災害への対応」

岩手山火山
火山防災マップの活用について、

約 45 名

防災ガイ
ドラインの取り扱いについて」約40名
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2001.９.14 みたけ地区地域連携事業（出前講義）
「市

して今後の見通し」約 50 名

民の防災〜噴火したらどうなる、私たちは

2003.１.22 岩手県婦人消防連絡協議会岩手地区支
部幹部研修会「岩手山のいまと今後の見

どうする」約 40 名
2001.10.11 盛岡市西部公民館お天気サロン「岩手山

通し」約 45 名
2003.２.18 岩手県防災会議講演「岩手山の状況に

噴火の歴史と今」約 25 名
2001.11.６ 釜石南高校模擬授業、約 50 名

ついて」約 40 名

2001.11.８ 雫石高校講演「岩手山と秋田駒ケ岳の火

2003.２.27 岩手県総務部総合防災室職員研修「地

山活動」約 300 名

熱発電について」約 25 名

2001.12.21 雫石町消防団幹部研修、「岩手山の今と

2003.２.28 釜石市地震研究セミナー「ひとりからでき

今後の可能性」約 60 名

る地震防災活動」釜石市、約 60 名

2002.３.23 地震研究公開セミナー（釜石市）「岩手

2003.６.15 岩手県山岳協会監視員説明会「岩手山の
約10名
火山活動の現状と留意点」滝沢村、

火山対策に学ぶ津波防災の課題」
2002.４.29 一本木山岳会総会「岩手山の活動の現状」

2003.６.29 盛岡第一高等学校地学野外学習「岩手

約 30 名

山周辺に学ぶ」40 名

2002.５.11 第 26 回 MARS 大会講演「岩手山の最

2003.７.８ 岩手県消防学校講義「火山災害対策」

近の火山活動」約 40 名

約 50 名

2002.６.16 岩手県山岳協会監視員説明会「岩手山

2003.９.30 滝沢村教育員会一般教養講座「岩手山

の活動の現状」約 15 名

〜火山灰が語る噴火史」及び焼走り溶岩

2002.７.９ 岩手大学付属中学校岩手山登山研修「火

巡検約 30 名

山のめぐみと岩手山」約 160 名

2003.10.15 岩手県総合教育センター小中高地学研修

2002.７.18 盛岡市中央公民館不来方大学院「生き

講座「岩手山周辺の火山地質」6 名

ている火山岩手山〜共生へ 4 年間の取り

2003.10.18 滝沢村教育員会一般教養講座「岩手山の

組み」約 160 名

火山活動の現状」及び火山灰巡検 25 名

2002.９.19 花巻北高校職場訪問「地熱と火山」5 名

2003.10.25 盛岡第一高等学校地学野外学習「岩手

2002.10.２ 国土交通省東北技術研修所研修「地域

山の火山活動と防災」30 名

と連携した岩手山火山防災」約 30 名

2003.10.29 岩手山周辺 6 市町村長への西岩手山の

2002.10.10 岩手県総合教育センター小中高地学研修

現況説明会、雫石町
2003.12.14 岩手山噴火対策防災訓練講演「岩手山

講座「岩手山周辺の地質と地熱開発、
岩手山の火山灰と噴火活動」9 名

の最近の火山活動」約 250 名

2002.10.11 岩手山火山活動の現状と防災に関わる研

2004.５.27 岩手山周辺 4 小学校教諭火山学習「岩
手山の概要」10 名

修会「生きている火山、岩手山−共生へ
の 4 年間の取り組み」岩手県農業共済連

2004.６.９ 柏台小学校出前授業「火山て何？」26 名

合会、約 50 名

2004.６.14 一本木小学校出前授業「火山て何？」22名

2002.11.12 宮古高校出前講義「大学で何を学ぶか−

2004.６.19 岩手県山岳協会員入山規制解除に係わる研

地域防災」約 50 名

修会「岩手山の現状と安全対策の状況」6名

2002.11.18 不来方高校教職員研修「岩手山との共生−

2004.６.23 柏台小学校出前授業「火山噴出物の気泡」11名

火山防災への 5 年間の取り組み」約 60 名

上長山小学校出前授業「火山て何？」19名

2002.11.20 東北地区国立学校等中堅職員研修「地

2004.６.26 盛岡第一高等学校地学野外学習「岩手

域防災へ大学が担う役割−岩手山防災の

山の火山灰と地震断層」39 名

5 年間の取り組み」約 80 名

2004.６.27 一本木小学校出前野外授業「火山と湧水」

2002.12.16 滝沢小学校質問状「岩手山と岩手県の

22名

災害について」

2004.７.１ 上長山小学校出前野外授業「火山と恵み」

2002.12.20 雫石町消防団幹事会「岩手山のいま、そ

19名
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7. 情報メディアを通じての啓発活動

（3）
ラジオでの解説
I

（1）新聞などでの意見公表

IBC ラジオ、サーティミニッツ、ウイークリーフォーカスで

1998.10.16 火山との共生をめざして
（岩手日報論壇）

岩 手山 情 報

（岩手日報論壇）
1999.３.13 岩手山光ケーブル網に期待

IBC ラジオ、風のグラフィティ

1998.12.21 〜 12.25

（岩手日報論壇）
1999.５.７ 岩手山入山規制と安全確保

IBCラジオ、果てしなき挑戦者

2002. 4. 9 〜 4.13

2000.６.３ 行政は「防災職員」養成を
（朝日論壇）

1998.5.3 〜 1999.11.13、約 30 回

（4）
テレビ特集番組での解説

2000.９.25 三宅島の噴火対応を考える
（岩手日報論壇）

1998.９.７-９.11

2000.11.16 入山規制緩和は共生への一歩
（岩手日報論）

IBC ニュースエコー、

2001.７.19 岩手山への理解を正しく
（岩手日報論壇）

「岩手山火山防災を考える−十勝岳に学ぶ」

2001.８.２ 岩手山入山規制緩和後の課題
（岩手日報論壇）

1998.９.24 IBC おはようくじら、岩手山

2002.８.９

1998.10.19 TVI、「その時あなたは−検証、岩手山防

減災 へ今なすべき対応（岩手日報論壇）

2002.11.１ 岩手山予知連見解の意味（岩手日報論壇）

災訓練」

2003.６.10 震度6弱の教訓（岩手日報論壇）

1998.10.31 IBC、
岩手山火山防災を考える「
、火山との共生」

2004.６.26 岩手山登山は自己責任で
（岩手日報論壇）

1998.11.24-11.27 NHK、火山防災シリーズ

（2）岩手山周辺6市町村広報紙での解説

1998.12.29 TVI、岩手今年 98

2000.４

これからどうなるの

1998.12.29 IBC、岩手の映音 98

2000.５

有珠山噴火！ 岩手山の場合は？

1999.１.29 IBC 防災スペシャル「火山と生きる」

2000.６

「火山災害対策図」を生かそう

2000.７

生活防衛に自助努力も！

2000.８

入山規制は緩和できるか？

2000.９

噴火予知連と県の検討会の役割

2000.10

「火山防災ガイドライン」
とは？

2000.11

三宅島にみる予測の困難さ

2000.12

減災の三角錐
（安全を目指す連携のかたち）

2001.１

1年間を振り返る！平成12年の主な活動

2001.２

1999.２.27 岩手めんこい TV、
「火山に挑む−岩手山からの報告−」
1999.７.７ NHK、クローズアップ現代
「どう生かすか火山災害予測図」
2000.４.４-４.５ TVI、ニュースプラス1、
「有珠山に学ぶ岩手山の火山防災」
2000.４.22 NHK、東北ダイナミックス、
「岩手山火山防災シンポジウム」

規制緩和 は共生への第一歩

2000.５.28 IBC、
「火山と向き合う、有珠山噴火の教訓」

2001.３

イーハトーブ火山局へ行こう

2001.６.30 IBC、岩手大陸「ふる里の山にむかいて」

2001.４

岩手山の火山観測機器

2001.７.１ NHK、岩手山登山解禁

2001.５

火山を見守るカメラの目

2001.７.11 IAT、「みなみらんぼう岩手山に登る」

2001.６

東側入山への安全対策

2001.８.16 朝日ニュスター、ifもしかの時の危機管理、

2001.７

入山者は自己責任の自覚を

＃ 17「噴火危険地帯、危機管理意識の

2001.８

登山道以外への立ち入りは自粛を

持続、火山との共生」

2001.９

登山ルールを守りましょう

2001.９.29 IBC、
「岩手山夏 2001」

2001.10

西側での噴気・地温の調査

2003.７.17 IBC、
「ふるさとの山ふたたび」

2001.11

西側で拡大した高温域

2001.12

マグマはどのように動いたか

2002.１

1年を振り返る、
平成13年の活動

2002.２

来期は7月1日、
朝6時に解禁

2002.３

共生への体制づくりを今こそ

の取り組み、
岩手大学地域共同研究センター

2002.４

ホームページ情報を利用しよう

ニュース、
8

2002.７

7月1日午前6時から東側規制緩和

1999.４

岩手山の火山活動と防災対策、
前衛、
711

2002.11

有珠山にみる共生の姿

1999.４

岩手山の火山活動と火山防災マップ、
地図

2003.１

これからも共生の道を模索（最終回）

（5）雑誌などでの解説
1999.２

岩手山の最近の火山活動と火山防災マップ、
北杜、
47

1999.３

地域社会への貢献−岩手山火山防災へ

ニュース、
319
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1999. 5

岩手山火山防災マップ、月刊地球、239

岩手山表面現象の推移−火山噴火

1999. 9

岩手山の火山活動と防災対策の経緯、地

予知連への報告集
2004.３.31

熱、157
2000. 3

岩手山火山防災への取り組み、大地、32

2000. 4

職 員 一 人ひとりが 防 災 意 識 の 向 上を、

岩手山防災を語る−斎藤教授の放送・
講演集

（7）その他

THE SIGNAL, 151

ホームページ「岩手山の火山活動と防災対策のページ」

2000. 6

岩手山噴火に対応した防災体制、前衛、725

http://mtiwate.cande.iwate-u.ac.jp

2001. 2

地域の安全のために手を携えて、社報テ

イーハトーブ火山局岩手山最新情報、
編集

レビ岩手、2001、2

イーハトーブ火山局展示パネル・映像ビデオ、
構成

イーハトーブ火山局発岩手山火山情報、イー

滝沢村小学生向け副読本、
編集

ハトーブセンター会報、22

CD-ROM「ハルくんの部屋」、
構成

ひとのネットワークが支える岩手山防災、盛

各種ビデオ

岡いのちの電話、明日への手紙

各種パンフレット

2001. 3
2001. 6
2001. 7
2001.10

有珠山・三宅島の噴火災害に学ぶ岩手
山の火山防災、大地、35

8. 防災先進地の視察や事例紹介

岩手山、入山規制緩和への道程、東北

1998.８.11

ざいむ、93
2001.10

約 1,700 名

活火山だった岩手山−地域社会の安全を

1998.８.19-22

十勝岳防災体制の視察

めざして、岩手大学通報、434

1999.１.30

太田一也先生を囲む、「岩手山火山

2001.11

岩手山の監視と防災体制、月刊地球、269

2002. 3

生きている火山岩手山〜共生への 4 年間

防災検討会」
1999.９.16

の取組み〜、山が動く、地すべり対策技

2002.12
2003.10

鐘ケ江前島原市長を囲む、「岩手山
火山防災検討会」

術協会東北支部会誌、第７号
2002.11

雲仙普賢岳に学ぶ火山防災セミナー

2000.２.12

生きている火山岩手山−ゼロからの共生の

太田一也先生を囲む、「岩手山火山
防災検討会」

取組み−、 地すべり対策技術フォーラム

2000.１.23-25

雲仙普賢岳視察

02 仙台、講演集

2000.４.１-３

有珠山噴火対策視察（1）

岩手山の火山防災における物理探査の活用、

2000.６.22-24

有珠山噴火対策視察（2）

物理探査、55、6

2001.１.29

岡田 弘先生・長崎虻田町長を囲む、

岩手山との共生をめざした地域連携体制

「岩手山火山防災検討会」約 250 名

の構築、平成 14 年度地域連携特別支援

2001.10.４

桜島視察

事業報告書

2002.１.27

太田一也先生、岡田

（6）本の出版（発行：INS 岩手山火山防災検討会・

弘先生との

懇談会

岩手大学）
2003. 3.31 岩手山の火山活動と防災対応の経緯−

2002.９.25-27

有珠山復興状況現地視察

2004.５.21

三宅島平野祐康村長と避難対策に

共生へ 5 年間の取り組み

ついて意見交換

岩手山の火山活動と防災対応の経緯−
新聞報道は何を伝えたか
（1）

9. 地元機関としての火山観測

岩手山の火山活動と防災対応の経緯−

1998.６.17

新聞報道は何を伝えたか
（2）

犬倉山・姥倉山・黒倉山噴気現地
調査

岩手山火山防災への提言−共生をめざし

1998.６.27

大地獄谷噴気現地調査

た 5 年余の模索
（1）

1998.７.10

刈屋スコリア地質調査

岩手山火山防災への提言−共生をめざし

1998.７.23-８.９ 火山性微動震源解明のための微動

た 5 年余の模索（2）

アレイ観測
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1998.８.３-８.９ 自衛隊駐屯地火山トレンチ調査

2002.10.６

1998.８.16-30

2003.７.31〜９.８までの８日間

反射法物理探査による活断層関連構
造調査

1998.８.22

岩手山江戸噴火の火山弾調査
姥倉山−黒倉山稜

線部地温調査

秋田焼山水蒸気噴火跡調査

2003.８.１〜10.16 大地獄谷火山ガス調査

1998.９.４-９.８ 雫石町篠崎で地震断層調査

2003.９.５

1998.９.12-９.13 焼走り溶岩流調査

姥倉山−黒倉山地温測定および現地
調査

1998.11.12-

岩手山周辺湧水化学分析調査

2003.９.23

大松倉山方面現地調査

1998.12.８-12

篠崎断層トレンチ調査

2003.10.４-11

陸上自衛隊岩手駐屯地内火山トレン

1999.５.12

姥倉山・黒倉山噴気現地調査

1999.６.12-20

陸上自衛隊岩手駐屯地内火山トレン

2003.10.21

大地獄谷、黒倉山〜姥倉山現地調査

チ調査

2004.６.２

姥倉山〜黒倉山現地調査

県民の森火山性微動連続観測開始

2004.７.１

西岩手山安全確認調査岩手県防災

1999.８-

チ調査

1999.６.21-６.25 第 1 回人工地震調査

ヘリコプター「ひめかみ」・岩手県警

1999.９.４

察本部ヘリコプター・自衛隊ヘリコプター

玄武洞崩落調査

1999.９.27-９.30 第 2 回人工地震調査
2000.１-

などによる機上観測、約 110 回

テレビ岩手、
岩手めんこいＴＶ監視カメラ
ビデオによる噴気詳細解析開始

10. 地元企業・機関との連携

2000.７.27

黒倉山〜姥倉山噴気現地調査

1998.６.18−1998.９ 地質調査所光波測距、吉田測

2000.８.１-

陸上自衛隊岩手駐屯地内火山トレン

量設計㈱が観測

チ調査

1998.７.15，1998.９.26，1999.７.27，2000.５.10および

2000.９.７

黒倉山〜姥倉山北斜面噴気現地調査

2001.９.24

2000.９.28

黒倉山西北小沢噴気現地調査

2000.10.８

黒倉山〜姥倉山北斜面噴気現地査

2000.10.15-21

岩手山人工地震構造探査

2001.３.28

黒倉山〜姥倉山南北斜面噴気現地

際航業㈱技術センター
1998.11.121999.６-

雫石町「岩手山火山活動特別調査隊」
の現地調査との連携

薬師岳、お鉢周辺噴気現地調査

2001.７.30-８.７ 陸上自衛隊岩手駐屯地内火山トレン

11. 入山規制緩和にむけた安全対策の構築

チ調査
2001.８.７

岩手山周辺湧水化学分析調査、
日本アイソトープ協会滝沢研究所

調査
2001.６.17

県防災ヘリ撮影の熱映像解析、国

1998.６.24

臨時火山情報第 2 号発表、「噴火の
可能性」の文言

黒倉山−姥倉山南斜面、姥倉山登

「岩手山火山活動対策検討会」が

山道方面噴気現地調査
2001.８.16

黒倉山西裸地−黒姥北１号噴気−立

全域または西側の規制提言

2001.９.２

ち枯れ帯−北斜面噴気現地調査

岩手山周辺 4 町村首長が全域での

大地獄谷−西小沢噴気現地調査

入山規制決定

2001.10

反射法活断層調査、雫石町

1999.５.28

県と6 市町村首長が協議、規制継続

2001.10.９-12

岩手山人工地震構造探査

1999.10.18

「第 82 回火山噴火予知連絡会」西

2001.11

岩手山での水蒸気爆発の可能性を

「岩手山の火山活動と防災対策のページ」
ホームページの立ち上げ

2002.８.22

断層Ｆ4 噴気現地調査

2002.９.９-17

陸上自衛隊岩手駐屯地内火山トレン

指摘
2000.６.17

が緩和の条件検討開始

チ調査
2002.９.18

大地獄谷噴気温度現地調査

2002.10.３

黒倉山山頂など現地調査

「第 19 回ＩＮＳ岩手山火山防災検討会」

2000.６.23

県と6 市町村首長が規制継続と緩和
に向けた安全対策の推進を決定

2000.７.11
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緩和に向けた 3 町村現地調査開始

2000.10.17

「岩手山登山者安全対策協議会」発足、

検討委員会」安全対策点検

具体的対応開始、緊急通報装置の開発
2000.11.７

県と6 市町村首長が前年同様の規制緩

「第 10 回岩手山火山災害対策検討委

和を決定

員会」規制緩和の条件提示

2002.７.１

県と6 市町村次年度の東側規制緩和を

および松川キャンプ場の規制地点を変更

目指す方針決定
2001.５まで

2002.10.14

緊急通報装置・登山箱・案内板・登
2002.10.15

「第 9 回岩手山の入山規制に係わる関
2002.10.16

「第 82 回火山噴火予知連絡会」で規

入山規制緩和を提言

緊急通報装置設置業者と太陽光発電

2003.６.15

パネル仕様最終協議
2001.６.17
2001.６.18

2001.６.25

緊急通報装置、薬師岳山頂など設置

2003.６.21

討会」東側噴火は切迫していないとの

山岳協会監視員説明会、テクノホール、

認識
「第 15 回岩手山火山災害対策検討委

登山者安全対策訓練

員会」安全対策点検

「第 17 回岩手山の火山活動に関する

県と6 市町村首長が前年同様の規制緩
和を決定

との認識

2003.７.１

東側 4ルート一時規制緩和、安全祈願祭

2003.７.31

姥倉山〜黒倉山稜線部地温調査開始

員会」で体制ができたことを確認

2003.８.１

大地獄谷火山ガス調査

県と 6 市町村首長が 7 月 1 日から体育

2003.10.13

入山規制緩和終了

の日まで東側 4 ルート一時緩和決定

2003.11.13

「第 11 回岩手山火山災害対策検討委

2001.７.９
2001.10.８

「第 26 回岩手山の火山活動に関する

東側 4 ルート入山規制を一時緩和、安

検討会」、「第 16 回岩手山火山災害

全祈願祭

対策検討委員会」の検討結果をうけて、

規制緩和に係わった行政・報道関係者

県と周辺 6 市町村首長が 2004 年 7 月 1

慰労会

日からの全面解禁の方針打ち出す

約 30 名

入山規制緩和終了（登山者カード提出

2004.２.４

者、26,986 名）
2001.10.20

第 24 回岩手山の火山活動に関する検

状況確認

検討会」で東側噴火は切迫していない

2001.７.１

山岳協会監視員説明会、滝沢村役場、
約 10 名

約 30 名
2001.６.19

「第 22 回岩手山の火山活動に関する
検討会」西側の安全対策と 2 年後の

制緩和について意見を伺う
2001.６.３

「第 94 回火山噴火予知連絡会」見解
から水蒸気爆発の文言削除

係者会議」太陽光パネル設置決定
2001.５.28

入山規制緩和終了（登山者カード提出
者、22,629 名）

山者カードなど作成
2001.５.22

東側 4 ルート一時規制緩和、県民の森

員会」が安全対策の方針を了承

監視員をつとめた山岳協会関係者反省
慰労会

「第 17 回岩手山火山災害対策検討委

2004.５.20-

約 100 名

木道・誘導ロープ・注意看板の設置な
ど安全対策を実施

2002.５.30

6 市町村首長西岩手山現地視察

2002.６.16

山岳協会監視員説明会、滝沢村役場、

検討会」が火山活動に変化がないこと

約 20 名

を確認

2004.６.22

「第 27 回岩手山の火山活動に関する

2002.６.17

登山者安全対策訓練

2002.６.18

緊急通報装置、薬師岳山頂など設置

での入山解禁、（全山で期間限定なし、

状況確認

黒倉山山頂ルートのみ規制）

2002.６.21

2004.７.１

「第 21 回岩手山の火山活動に関する
検討会」東側噴火は切迫していないと
の認識「第 13 回岩手山火山災害対策
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全山（東側 4 ルート、西側 3 ルート）

資料2：I N S「岩手山火山防災検討会」定例会の討論テーマ
（2004.7現在）
（検討会後には交流会を開催）

２. 冬期防災訓練の反省

設立準備会

岩手県火山対策監

1998 年 5 月8日 岩手大学工学部地下計測学研究室
斎藤

小野寺

３. 行政機関・防災関連機関からの提言

徳美、他 5 名

参加全機関

第１回検討会
第６回検討会

1998 年 5 月16日 岩手大学工学部 11 番教室、「第
8 回 地盤と防災研究会」で設立決定

1999 年 4 月 17 日 14 時〜 17 時 30 分

緊急テーマ

番階

１. 岩手山火山防災検討会の設立について

１.ＩＮＳ火山防災検討会の趣旨

岩手大学工学部

斎藤

盛岡地方気象台長

1998 年 5 月 22 日16 時〜 18 時

土井

宣夫

野口 晉孝
浜口 博之

約 40 名
４. 火山防災対策の経過と今後の課題

地熱エンジニアリング㈱

土井

岩手大学工学部

宣夫

斎藤

徳美

５. 関連企業技術報告

２. 岩手山の現状と今後

通研電気工業㈱、日立造船情報システム㈱

東北大学地震・噴火予知研究観測センター

第７回検討会（第１０回地盤と防災検討会と共催）

浜口 博之

1999 年 7 月 3 日 13 時 30 分〜 17 時 30 分

３. 検討会のありかた
岩手大学工学部

斎藤

学工学部 11 番階段教室

徳美

岩手大

約 170 名

１. 岩手県の地震被害想定の内容

第３回検討会
1998 年 6 月 20 日14 時〜 17 時
第 1 講義室

岩手大学工学部

岩手大学工学部 6

岩手大学工学部

斎藤

徳美

新屋

浩二

策定の経過と今後の活用

約 50 名

岩手県消防防災課防災係長

１. 最近の岩手山の活動状況
斎藤

２. 岩手山の最近の火山活動と今後の見通し

徳美

盛岡地方気象台長

２. 火山防災への取り組みの現状と課題

野口 晉孝

３. 関連機関の技術報告

行政機関・防災関連機関

国際航業㈱盛岡支店、日本アイソトープ協会、

第４回検討会
1998 年 11 月 19日16 時 15 分〜 18 時
7 号館 412 ゼミ室

地熱エンジニアリング㈱、㈱計測技研、日立

岩手大学工

造船情報システム㈱

約 50 名

第８回検討会

１. 最近の岩手山の活動状況

1999 年 7 月 17 日15 時〜 18 時

東北大学地震・噴火予知研究観測センター

号館

浜口 博之

412 ゼミ室

岩手大学工学部 7

約 40 名

１. 第7回岩手山の火山活動に関する検討会の検討内容

２. 火山防災への取り組みの現状と課題

岩手大学工学部

行政機関・防災関連機関

斎藤

徳美

北崎

信洋

斎藤

徳美

２. 地震活動の現状

第５回検討会
1999 年 2 月 27 日 14 時 30 分〜 18 時
食堂

徳美

東北大学地震・噴火予知研究観測センター

岩手大学工学部 7

１. 岩手山噴火史

学部

斎藤

３. 岩手山の火山活動の現状

第２回検討会

学部

約 110 名

地熱エンジニアリング㈱

浜口 博之

412 ゼミ室

岩手大学 11

２. 岩手山の噴火史と火山活動

東北大学地震・噴火予知研究観測センター

号館

段教室

岩手大学工学部

徳美

２. 岩手山の現状と対策

号館

博

盛岡地方気象台

岩手大学工

３. 緊急ガイドラインについて

約 45 名

岩手大学工学部

１. 最近の岩手山の活動状況
岩手大学工学部

斎藤

盛岡地方気象台長

野口 晉孝

４. 関連機関の技術報告

徳美
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通研電気工業㈱

第９回検討会
1999 年 8 月 21 日15 時〜 18 時
号館

608 実験室

岩手大学工学部 7

約 40 名

建設省岩手工事事務所

佐藤

岩手県火山対策監

小野寺

博

越谷

信

３. 台湾地震被害調査報告

１. 雫石町岩手山火山活動特別調査隊調査結果
雫石町消防防災係長

小原

岩手大学工学部

千里

４. 火山観測情報の報道について

２. 西岩手山の最近の地表活動

気象台・報道機関意見交換

地熱エンジニアリング㈱

土井

宣夫

岩手大学工学部

斎藤

徳美

５. 被災者生活再建支援法と自然災害保障制度の拡充
全労済

３. 岩手山の最近の火山活動
北東北松下システム㈱

11 番階段教室

通研電気工業㈱

2000 年 1 月 22日15 時〜 18 時
堂

1999 年 9 月 16 日 17 時〜 18 時 30 分

岩手大学工

岩手大学工学部食

約 45 名

１. 岩手山の活動の現状

約 100 名

斎藤・土井・野口

２. 火山観測情報の報道について

鐘ケ江管一前島原町長を囲む意見交換会

火山観測情報説明

盛岡地方気象台

第１１回検討会

田口 陽介

1999 年 10 月23日15 時〜 17 時 30 分

気象台・報道機関意見交換
第１５回検討会

１. 岩手山の火山活動の評価
地熱エンジニアリング㈱

土井

宣夫

2000 年 2 月 26日15 時〜 18 時

岩手大学工学部

斎藤

徳美

堂

盛岡地方気象台長

野口 晉孝

約 40 名

建設省岩手工事事務所

約 120 名

雫石町消防防災係長

岩手大学工学部

斎藤

2000 年 3 月 25日15 時〜 18 時

国際航業㈱

栃内 吉征

古澤

千里

岩手大学工学部食堂

１. 岩手山の活動の現状

３. テフラの岩石記載的手法が防災にはたす役割
㈱古澤地質調査事務所

小原

約 60 名

岩手県土木部砂防課

盛岡地方気象台防災業務課長
明

川村

靖夫

２. 岩手山火山防災ガイドラインの概要

４. 岩手山の最近の火山活動と今後の対策

建設省岩手工事事務所洪水予報課長 國友

斎藤・土井・野口

３. 治山監視システムについて

優

計測技研㈱

第１７回検討会「岩手山火山防災セミナー」

５. 関連機関の技術報告
NTT アドバンステクノロジー㈱、近計システム

2000 年 4 月 15 日 13 時〜 18 時

㈱、松下電器産業㈱公共システム営業部、

17 番

横河電子機器㈱

１. 火山活動の基礎知識

第１３回検討会

階段教室

岩手大学工学部

約 200 名

岩手大学工学部

（第２回研究者・行政・マスメディア交流会を兼ねる）
1999 年 12 月 18 日 15 時〜 18 時

優

第１６回検討会

徳美

２. 玄武洞の崩落とその対策

越谷

信

２. 岩手山の噴火史

岩手大学工学部

地熱エンジニアリング㈱

約 70 名

１. 岩手山の活動の現状

國友

３. 雫石町火山災害対策図

１. 研究会の今年の活動

食堂

斎藤・土井・野口

２. 雲仙普賢岳復興状況視察報告

1999 年 11 月 20日13 時 30 分〜 17 時 30 分 岩手大
階段教室

岩手大学工学部食

１. 岩手山の活動の現状

第１２回検討会（第１１回地盤と防災研究会と共催）
学 11 番

豊吉

第１４回検討会

野口 晉孝

第１０回検討会
学部

菊池

６. 関連機関の技術報告

盛岡地方気象台長
４. 関連機関の技術報告

宏明

土井

宣夫

３. 岩手山の最近の火山活動
斎藤・土井・野口

東北大学地震・噴火予知研究観測センター

２. 関連機関の活動

浜口 博之
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第２０回検討会

４. 岩手山の火山防災の取り組み
岩手大学工学部

斎藤

岩手県火山対策監

小野寺

2000 年 7 月15日15 時〜 18 時 岩手大学工学部食堂

徳美

約 80 名

博

１. 岩手山の活動の現状

５. 岩手山火山防災マップ
岩手大学工学部

斎藤

盛岡地方気象台

徳美

酒井 重典台長・小林 徹

岩手大学工学部

６. 市町村の火山防災対策
雫石町消防防災係長

小原

斎藤

地熱エンジニアリング㈱

千里

土井

岩手県土木部砂防係長

建設省岩手工事事務所洪水予報課長

高橋

國友

浜口・土井・斎藤

第１８回検討会（地域共同研究センター客員教授会共催）

優

盛岡市消防防災課長

宮野

春雄

岩手大学工学部

斎藤

徳美

西根町調査隊長

高橋

時夫

藤原

治

３.３町村東岩手調査報告

2000 年 5 月13日14 時 30 分〜 18 時 40 分
１. 有珠山の噴火対応、現地調査報告
岩手大学工学部

斎藤

徳美

滝沢村総務課

岩手県総務部次長

保坂

貢一

岩手県山岳協会副会長

四戸

寛次郎

地熱エンジニアリング㈱

土井

宣夫

滝沢村山岳協会会長

角掛

喜美夫

雫石町消防防災係長

小原

千里

NHK 盛岡放送局

掛江

浩之

INB 岩手放送

野田 尚紀

４. 技術報告：岩手山緊急警報システム
通研電気工業㈱、岩手山緊急警報システム、
近計システム㈱

二郎・藤村

潤哉

住民情報と防災システム ㈱アイ・シー・エス

岩手めんこいテレビ

大澤

洋一

第２１回検討会「第１０回物理探査学会地震防災研究会」

岩手日報社

高橋

瞥

読売新聞盛岡支局

田中 靖人

テレビ岩手

柴柳

「第１２回ＩＮＳ地盤と防災研究会」共催
2000 年 8 月 19 日 13 時〜 18 時 10 分、岩手大学工
学部 11

２. 意見交換
2000 年 6 月 17 日 15 時〜 18 時 30 分
食堂

番階段教室、約 140 名

１. 台湾集集地震における大規模地すべりと変動地形

第１９回検討会
学部

憲康

建設省岩手工事事務所洪水予報課長

優

８. パネルディスカッション：有珠山の火山対策に学ぶ
岩手山の火山防災

宣夫

２. 有珠山視察報告

７. 岩手山火山防災ガイドラインと建設省の取り組み
國友

徳美

中央開発㈱

岩手大学工

２. 火山の構造探査の意義と岩手山における人工

約 50 名

地震探査計画の概要

１. 岩手山の活動の現状
盛岡地方気象台

石川 浩次

斎藤

徳美

地熱エンジニアリング㈱

土井

宣夫

ライン

㈱社会安全研究所

木村

拓郎

４. 建設省における岩手山の火山防災対策
建設省岩手工事事務所

２. 有珠山視察報告

國友

優

５. 関連企業の技術報告環境教育ソフト「ハル君の

盛岡広域消防本部消防課長

大志田 昇

滝沢村総務課主査

藤原

治

盛岡市消防防災課長

宮野

春雄

岩手山警報システムについて

岩手県土木部砂防係長

高橋

憲康

住民情報と防災システム

部屋」の開発

東北電力㈱

粟野

量一郎

近計システム㈱
㈱アイ・シー・エス

６. 岩手山の活動状況

３. 自然災害共済について
三浦 尊文

盛岡地方気象台

通研電気工業㈱

岩手大学工学部

全労済事業推進課長
４. 技術報告

田中 聡

３. 有珠山における噴火対応と岩手山火山防災ガイド

酒井 重典台長・小林 徹

岩手大学工学部

東北大学

小林
斎藤

徹
徳美

第２２回検討会

５. 意見交換：入山規制の緩和について

2000 年 9 月 16日、15 時〜 18 時、岩手大学工学部
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食堂、約 40 名

３. 防災関連機関の今年度の反省

１.2000 年火山学会秋季大会の報告
岩手大学工学部

６市町村、陸上自衛隊、岩手県警
斎藤

徳美

４. 磐梯山の火山対応と岩手への教訓

２. 岩手山の活動の現状
岩手大学工学部
盛岡地方気象台
地熱エンジニアリング㈱

東北大学
斎藤

徳美

小林
土井

第２６回検討会「第１３回ＩＮＳ地盤と防災検討会」共催

徹

【有珠山の岡田教授が語る岩手山火山防災への提言】

宣夫

2001 年 1 月 29 日、16 時 30 分〜 18 時 50 分、岩手

３.8 月27日火山防災訓練の反省
岩手県火山対策監

大学テ クノホール、約 250 名
山本

博

１. 有珠山と三宅島の噴火対応の経緯

４. 岩手山緊急連絡システムについて

岩手大学工学部

第２３回検討会

北海道大学有珠火山観測所

部食堂、 約 60 名

地熱エンジニアリング㈱

斎藤

徳美

小林
土井

徹

宣夫

虻田町長

長崎 良夫

盛岡地方気象台

酒井

重典

岩手県火山対策主査

高橋

明朗

2001 年 3 月 17 日、15 時〜 17 時 45 分、岩手大学
佐野

剛

工学部

３. 自衛隊災害派遣の概要
陸上自衛隊岩手駐屯地

岡田 弘

第２７回検討会

２. 有珠山視察報告
岩手大学工学部

徳美

３. 意見交換

１. 岩手山の活動の現状
盛岡地方気象台

斎藤

２. 有珠山における防災対応と岩手山への提言

2000 年 10 月 21 日、15 時〜 18 時、岩手大学工学

岩手大学工学部

浜口 博之

食堂、約 60 名

１. 岩手山の活動の現状
中矢

博和

盛岡地方気象台

第２４回検討会

小林

徹

東北大学

浜口 博之

2000 年 11 月 18 日、15 時〜 17 時 45 分、岩手大学

岩手大学工学部

斎藤

徳美

工学部

雫石町消防防災係長

小原

千里

食堂、約 45 名

１. 岩手山の活動の現状
岩手大学工学部
盛岡地方気象台

２. 低周波地震について−岩手山と富士山−
斎藤

徳美

小林

東北大学

徹

雫石町消防防災係長

小原

千里

地熱エンジニアリング㈱

土井

宣夫

３. 今期での異動者の挨拶と歓送の辞
第２８回検討会
2001 年 4 月21日、14 時〜 18 時 20 分、岩手大学テ

２. 岩手山構造探査実施報告
岩手大学工学部

クノ ホール、約 110 名
斎藤

徳美

１. 岩手山の火山活動と防災への取り組み〜

３. 東側規制緩和について
岩手県火山対策監

浜口 博之

３年間の取り組みを振り返る
山本

博

岩手大学工学部

第２５回検討会 ６市町村長全員参加

斎藤

徳美

２. 岩手山の最近の火山活動

2000 年 12 月 16 日、15 時〜 18 時 30 分、岩手大学

盛岡地方気象台

テクノ ホール、約 100 名

地熱エンジニアリング㈱

土井

宣夫

１. 岩手山の活動の現状

雫石町消防防災係長

小原

千里

盛岡地方気象台

小林

徹

東北大学

浜口 博之

雫石町消防防災係長

小原

千里

地熱エンジニアリング㈱

土井

宣夫

東北電力㈱岩手支店

阿部

理生

４. 自然災害緊急通報表示システム
通研電気工業㈱
５. メンバー紹介

雨宮

徹

３. 有珠山噴火に対応した電力会社の対応

２. 国土地理院の岩手山観測
国土地理院東北測量部

小林

秀雄
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山本

第２９回検討会、岩手山構造探査結果報告会

博、藤原

治、小原

千里

2001 年 5 月 23 日、14 時 30 分〜 17 時 30 分、岩手

県観光課長補佐

佐々木

行弘

大学テクノホール、約 140 名

県自然保護課長

菅野

文也

１. 岩手山構造探査解析結果

滝沢村山岳協会長

東北大学

角掛

喜美夫

３. 有珠山視察結果報告

浜口 博之

雫石町消防防災係長

質疑応答、意見交換

小原

千里

ｆもしもの時の危機管理」
４. 朝日ニューススター、「ｉ

第３０回検討会

放送内容について意見交換

（地域共同研究センター客員教授研究成果発表会を兼ねる）

号外検討会

2001 年 6 月 16日、15 時〜 18 時、岩手大学工学部
食堂、約 75 名

2001 年 10 月11日、14 時 45 分〜 16 時 15 分、岩手

１. 西岩手に現れた 1999 年〜 2001 年地熱活動

大学テクノホール、約 50 名

地熱エンジニアリング㈱

土井

１. 火山学会研究成果説明会、マグマ貫入システム

宣夫

について

２. 岩手山の現状

東北大学地震・噴火予知研究観測センター長

地下マグマモデル
岩手大学工学部
地震活動

盛岡地方気象台

斎藤

浜口 博之

徳美

小林

２. 質疑

徹

第３３回検討会

APS の増設とGPS の改善
国土地理院東北測量部

雨宮

2001 年 10 月 20 日、15 時〜 17 時 30 分、岩手大学

秀雄

テクノホール、約 100 名

３. 東側一部規制緩和についての対応状況と課題
岩手山登山者安全協議会
岩手大学工学部

藤原

１. 岩手山のマグマの活動の経緯

治

斎藤

岩手大学

徳美

斎藤

徳美

２. 岩手山の現状

第３１回検討会
2001 年 7 月 28日、15 時〜 18 時、岩手大学工学部

盛岡地方気象台

食堂、約 70 名

岩手大学

斎藤

徳美

１. 岩手山の火山活動の現状

雫石町

小原

千里

斎藤

徳美

盛岡地方気象台

小林
斎藤

徳美

雫石町消防防災係長

小原

千里

岩手大学
４. 規制緩和での課題、意見交換
岩手県山岳協会事務局長

２. 規制緩和での問題点
岩手大学工学部

斎藤
山本

県観光課長

松川 求

県自然保護課長

菅野

同

徳美

県火山対策監

博

四戸

寛次郎

同 登山普及部長

武田 勝栄

岩手県自然保護課公園整備係長

家子

賢一

佐々木

幸弘

保坂

貢一

岩手県観光協会常務理事
５.イーハトーブ火山局ホームページ開設

2001 年 9 月 8 日、15 時〜 18 時、岩手大学工学部

国土交通省

食堂、約 70 名

岩手工事事務所

第３４回検討会

１. 岩手山の活動の現状

工学部食堂、
約70名
2001年12月15日、
15時〜18時、

地震・地殻変動について
小林

１. 岩手山の最近の活動状況

徹

盛岡地方気象台

大地獄谷・西小沢調査結果
岩手大学工学部

吉田 春彦

顧問

岩手県観光課長補佐

文也

第３２回検討会

盛岡地方気象台

徹

３. 入山規制緩和の経緯

徹

岩手大学工学部

小林

斎藤

岩手大学工学部

徳美

小林
斎藤

徹
徳美

国土地理院東北地方測量部測量課長

２. 東側入山規制緩和後の課題

常澄

岩手山登山者安全協議会
143

治義

第３６回検討会（第１４回地盤と防災研究会を兼ねる）

２. 桜島にみる火山との共生
岩手大学工学部

斎藤

2002 年 4 月 20日、13 時〜 18 時、工学部テクノホー

徳美

ル、約 180 名

３. 企画、提言

シンポジウム「岩手山との共生を目指した地域防災へ

デジタルオルソフォト活用の提案
㈱タックエンジニアリング

の取り組み」

滝沢村岩手山地図情報システム

１. 連帯と連携に基づく地域防災の在り方

アジア航測㈱盛岡支店

粕谷

岩手大学工学部

正明

斎藤

２. 火山工学の創造・育成と期待される役割

岩手山登山者安全確保のための音声喚起装置

鹿児島大学工学部

通研電気工業㈱

北村 良介

３. 岩手山の活動の経緯

自衛隊員の活用について
自衛隊岩手地方連絡部副部長

東北大学地震・噴火予知研究観測センター

松田 隆

田中 聡

岩手山火山防災モデル林について
地熱エンジニアリング㈱

盛岡森林管理署流域管理調査官
小坂
小原

土井

国土地理院東北地方測量部

志朗

宣夫

阿部

馨

４. 岩手山の火山防災対策の経緯

岩手山の火山活動と防災対策のホームページ
岩手大学工学部 4 年次

徳美

岩手大学工学部

直

斎藤

徳美

５. 今の岩手山、そして今後

第３５回検討会
2002 年 3 月 9 日、15 時〜 18 時、工学部食堂、約

岩手大学工学部

斎藤

徳美

80 名

地熱エンジニアリング㈱

土井

宣夫

１. 岩手山の火山活動の現状

東北大学地震・噴火予知研究観測センター
田中 聡

地震活動など
盛岡地方気象台専門官

小林

盛岡地方気象台

徹

第３７回検討会

国土地理院東北地方測量部地殻情報管理官
雨宮

2002 年 6 月 15日、15 時〜 18 時、工学部食堂、約

秀雄

75 名

表面現象の変化
岩手大学工学部

斎藤

徳美

地熱エンジニアリング㈱

土井

宣夫

１. 岩手山の最近の活動状況

大地獄谷噴気の変化の定量化
越谷

信

２.ロールプレイング方式による図上訓練について
国土交通省岩手工事事務所調査第一課長

徹

国土地理院

村上

亮

岩手大学工学部

斎藤

徳美

地熱エンジニアリング㈱

土井

宣夫

雫石町岩手山火山活動特別調査隊 小原

千里

協議内容

の理念と活用の期待
小原

岩手山登山者安全協議会での対応状況

直

昨年度の反省事項への対応

４. 岩手山西側の P 波減衰域
長濱

岩手県総務部総合防災室

庸介

岩手山登山者安全協議会

５. 転任挨拶
盛岡地方気象台長

小林

岩手山の入山規制に関わる関係者会議での検討・

３.「岩手山の火山活動と防災対策のページ」作成

岩手大学工学研究科

盛岡地方気象台

２. 東側 4コース入山規制緩和対応の進捗状況

岡田 智幸

岩手大学工学部 4 年次

徹

６. 関係機関のメンバー紹介

REGMOS 観測データの異常について

岩手大学工学部

小林

酒井

岩手県観光課、同自然保護課

重典

岩手県警察本部

国土地理院東北地方測量部地殻情報管理官
雨宮

３. 岩手山西側の現状認識と安全対策への提言

秀雄

岩手大学工学部
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斎藤

徳美

１. 水蒸気爆発の文言が削除された予知連見解が意

４. ニイラゴンゴ火山の噴火と防災対応

味するもの

東北大学地震・噴火予知研究観測センター

岩手大学

浜口 博之

意見交換

第３８回検討会

土井

65 名

岩手大学

１. 釜石の土石流災害にみる地域防災の課題

県火山対策監

斎藤

馨・小林
斎藤

小林

徹

国土地理院東北測量部

阿部

馨

岩手大学工学部

斎藤

徳美

地熱エンジニアリング㈱

土井

宣夫

雫石町火山活動特別調査隊

小原

千里

勉

及川 修

４. 東側入山規制緩和 2 年目の反省
岩手大学

斎藤

徳美

５. 2002 年トレンチ調査による 1686 年江戸、貞享噴
火時の火山泥流の検討
岩手大学 4 年次学生

佐々木 昌彦

６. 有珠山西山火口遊歩道に見る火山との共生

３. 西岩手山の表面現象〜現地調査ビデオ解説
岩手大学工学部

徳美

駿河

県自然保護課長補佐

盛岡地方気象台

徹

３. 御神坂登山道修理へのクレームについての事情説明

徳美

２. 岩手山の最近の活動

斎藤

岩手大学

徳美

斎藤

徳美

第41回検討会（第15回地盤と防災研究会を兼ねる）

４. 西岩手山での水蒸気爆発の可能性
地熱エンジニアリング㈱

土井

宣夫

岩手大学工学部

斎藤

徳美

「地震・火山災害から暮らしを守る講演会」国土地
理院・ＩＮＳ地盤と防災検討会共催
2002 年 11 月 9 日、テクノホール、13 時 30 分〜 16

意見交換

時 35 分、約 130 名参加

第３９回検討会

１. 岩手県の防災への取り組み

2002 年 9 月7日、工学部食堂、15 時〜 17 時 30 分、

岩手県総合防災室長

約 70 名

忠雄

国土地理院地殻活動研究センター

２. 岩手山の活動の現状
岩手大学

徳美

今給黎 哲郎
３. 米国における地震危険度評価：確率論からのアプ

斎藤

盛岡地方気象台

小林

徹

国土地理院

阿部

馨

地熱エンジニアリング㈱

土井

宣夫

雫石町

小原

千里

ローチ（同時通訳）
米国内務省地質調査所
ロバート ウエッソン博士
４. 自然災害から暮らしを守る情報の網

３. 西岩手山（稜線部〜姥倉山方面）現地調査報告
斎藤

長澤

２. 宇宙から計った東北地方の動き

１. 土井氏防災功労者担当大臣表彰報告、花束贈呈

岩手大学

宣夫・阿部

徳美

２. 西側入山規制緩和に向けての今後の対応

2002 年 7 月 27日、工学部食堂、15 時〜 18 時、約

岩手大学工学部

斎藤

岩手大学工学部

徳美

地熱エンジニアリング㈱

土井

第４２回検討会

登山者安全協議会

藤原
角掛

2003 年 1 月 25日、工学部食堂、15 時〜 18 時、約

治

60 名

喜美夫

１. 土井宣夫氏、県火山対策指導顧問就任挨拶

５. 災害看護学会開催の案内
岩手県立大学

徳美

（岩手山の活動の現状 岩手大学工学部斎藤徳美）

宣夫

４. 入山規制緩和の状況
滝沢村山岳協会長

斎藤

２. 第 94 回火山噴火予知連絡会報告

吉田 千鶴子

県総合防災室

６. 自然災害緊急通信表示システム

土井

宣夫

３. 岩手山の最近の活動状況

通研電気工業㈱

盛岡地方気象台

第 40 回検討会

岩手大学工学部

2002 年 10 月 19 日、工学部食堂、15 時〜 18 時、

４. 西側規制緩和に向けた対応

約 70 名
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小林
斎藤

徹
徳美

県火山対策監

駿河

勉

滝沢村

藤原

治

２. 岩手山の地下で何が起きたか−1995 年以降の火
山活動
東北大学地震・噴火予知研究観測センター

５. 国土地理院の GPS 観測
国土地理院

阿部

浜口 博之

馨
３. 地震防災の新しい姿「岩手方式」

６. 不法投棄監視システム紹介

岩手大学工学部

通研電気工業㈱

斎藤

４. 関係機関は何を行なってきたか−防災対応の実例

第４３回検討会
2003 年 3 月 22日、工学部食堂、15 時〜 18 時、約

盛岡地方気象台、国土地理院

70 名

国土交通省岩手河川国道事務所

１. 岩手山の活動の現状

陸上自衛隊岩手駐屯地

盛岡地方気象台

小林

雫石町岩手山火山活動特別調査隊

徹

岩手山登山者安全協議会、報道機関

東北大学地震・噴火予知研究観測センター

５. 岩手山との共生をいかにめざすか−これからの火

浜口 博之
国土地理院

阿部

山防災の課題

馨

岩手大学工学部

斎藤

徳美

岩手大学工学部

岩手県総合防災室

土井

宣夫

６. 関係企業の技術報告

雫石町消防防災係長

小原

千里

７. 参加者の紹介

岩手大学工学部

斎藤

徳美

１. 2003 年 5 月 26 日宮城県沖の地震時の各機関の

３. 西岩手山の安全対策の課題
土井

対応と反省

宣夫

盛岡地方気象台、岩手県総合防災室

岩手山登山者安全協議会

岩手県警察本部

４.これからの岩手山防災の課題
斎藤

日本道路公団盛岡管理事務所

徳美

岩手大学工学部

５. 卒業研究「ホームページを活用した岩手山情報

２. 岩手山の活動の現状

の公開」
岩手大学工学部 4 年次学生

中岫

雄亮

６. 異動者の挨拶、歓送
建設省岩手工事事務所
智幸工事第一課長、加藤

透水質

保全課長）

盛岡地方気象台

小林

徹

国土地理院

阿部

馨

岩手大学工学部

斎藤

徳美

岩手県総合防災室

土井

宣夫

雫石町消防防災係長

小原

千里

３. 今年度の入山規制緩和の準備状況

岩手県総合防災室
（駿河

通研電気工業㈱

50 名

浜口 博之

岩手大学工学部

徳美

2003 年 6 月 21日、工学部食堂、15 時〜 18 時、約

東北大学地震・噴火予知研究観測センター

岩手県総合防災室

斎藤

第４５回検討会

２. 岩手山への想い、退官にあたって

（岡田

徳美

岩手県総合防災室

勉火山対策監、和田英樹主査）

岩手山登山者安全協議会

雫石町

菊地 真司
藤原

治

４. 西岩手山の安全対策

（小原千里総務課長補佐・消防防災係長）

岩手県総合防災室

盛岡森林管理署（福嶋雅喜署長）

５. 関係企業の技術報告

第４４回検討会（第16回地震と防災研究会を兼ねる）

土井

宣夫

㈱エヌコム

第４６回検討会

「岩手山との共生を考えるシンポジウム」
2003 年 4 月 19日13 時 30 分〜 18 時、テクノホール、

2003 年 11 月 1日、工学部食堂、15 時〜 18 時、約

約 150 名参加

60 名

１. 活火山としての岩手山の素顔

１. 西岩手山の火山活動の現状

岩手県総合防災室

土井

盛岡地方気象台

宣夫
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小林

徹

国土地理院
岩手大学工学部

阿部
斎藤

３.「岩手山の噴火危機対応の記録」取りまとめの提案

馨

岩手県総合防災室

徳美

宣夫

第４９回検討会

２. 西岩手山の地温調査および大地獄谷のガス調査

15時〜18時15分、
約60名
2004年4月24日、
工学部食堂、

結果と安全対策
岩手県総合防災室

土井

土井

１. 参加者の自己紹介

宣夫

２. 岩手山の火山活動と防災対策の概略

３. 来年度の入山規制の扱い、意見交換

岩手大学工学部

姥倉山〜黒倉山稜線部の高温区域や噴気、

斎藤

徳美

３. 岩手山の最近の火山活動

熱泥対策
黒倉山山頂への立ち入り

盛岡地方気象台

小林

徹

大地獄谷の火山ガス対応

国土地理院

阿部

馨

西側への緊急通報装置の設置

岩手大学工学部

斎藤

徳美

４.「岩手山の噴火危機対応の記録」の内容について

東側既設の緊急通報装置の取り扱い

岩手県総合防災室

４. 今後の火山防災の在り方、意見交換

土井

宣夫

５. 全面規制解禁にむけた安全対策について

第４７回検討会

岩手県総合防災室

2004 年 2 月 21日、工学部食堂、15 時〜 18 時、約

菊地 真司

６. 岩手山火山掘削計画について

60 名

産業技術総合研究所

１. 岩手山の火山活動の現状

伊藤

順一

盛岡地方気象台

小林

徹

第５０回研究会（第１７回地盤と防災研究会を兼ねる）

国土地理院

阿部

馨

「岩手山全山での入山規制緩和記念シンポジウム」

岩手大学工学部

斎藤

2004 年 6 月 12 日 13 時 30 分〜 18 時、工学部テクノ

徳美

ホール、約 100 名

２. 火山噴火予知連絡会報告
岩手県総合防災室

土井

１.これまでの岩手山防災の取り組み

宣夫

岩手大学

３. 西岩手山の入山規制に関する安全対策について
岩手県総合防災室

土井

盛岡地方気象台
岩手県総合防災室

仙台管区気象台火山監視・情報センター
関根

岩手県総合防災室

小林

土井

宣夫

菊地 真司

５. 岩手山の火山防災対応の記録の取り纏め

およびホームページを活用した情報公開」

岩手県総合防災室

哲雄

土井

宣夫

国土交通省岩手河川国道事務所

第４８回検討会

吉田 桂治

2004年3月27日、工学部食堂、15時〜18時、約50名
６. 盛岡市域における詳細震度調査

１. 岩手山の火山活動の現状
盛岡地方気象台

小林

徹

国土地理院

阿部

馨

岩手大学工学部

斎藤

徳美

岩手県総合防災室

土井

宣夫

岩手大学工学部
岩手県総合防災室

小原

吉田 健一
三上

勉

９. 津波伝承館設立の提案

徹

津波研究家

千里

山下

文男

10. 国立大学法人岩手大学の地域防災への貢献

岩手県県土整備部建築住宅課 小山 雄士
大崎

剛

８. 津波数値解析を基にしたアニメーション
防災技術コンサルタント

小林

佐野

７. 岩手県津波浸水域調査の概要

２. 岩手山火山防災対応の思い出

盛岡タイムス

誠

４. 入山規制緩和にむけ安全対策

一男

５. 卒業研究「岩手山の火山活動と防災対策の経緯

雫石町総務課長補佐

菅原

３. 西岩手山の表面活動

火山活動のレベル化について

盛岡地方気象台

徳美

２. 岩手山の活動の現状と今後の監視体制

宣夫

４. 岩手山の監視観測体制について

岩手大学工学部４年次学生

斎藤

岩手大学

真士
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斎藤

徳美

資料３：I NS「岩手山火山防災検討会」の参加者の主な所属機関と連絡担当者
東北電力㈱岩手支店

（連絡担当者は異動により代わるため、2003 年 3 月時

発変電統括リーダー
千葉

点での氏名を掲載）

災害対策室長

東日本電信電話㈱岩手支店

二階堂

［研究機関］
教

授

津嶋

浜口 博之
㈱ウエザーニュース仙台 SSB 支社 支社長

岩手大学工学部建設環境工学科
教 授 斎藤 徳美（代表幹事）

［報道機関］
記者 中丸

憲一

助教授

㈱テレビ岩手 報道制作局 報道副部長 成澤

克友

越谷

信（幹事）

岩手大学教育学部

教

信高

岩手大学農学部

助教授

授

土谷
井良沢

岩手県立大学看護学部 助教授

アナウンス部副部長
㈱ IBC 岩手放送 報道制作局報道部部長
記者

道也

吉田 千鶴子

［行政関係機関］
防災業務課長

福沢

㈲盛岡タイムス

報道部

朝日新聞盛岡支局

公園保護課長

毎日新聞盛岡支局

半田 浩志

部長
記者

菊地

義男

河北新報盛岡支局

伊藤

三義

時事通信盛岡支局

岩手県総務部総合防災室 火山対策主査 遠藤

哲雄

日本農業新聞盛岡支局

岩手県防災航空センター 所長

熊谷

双見

［民間企業・他］

岩手県県土整備部砂防課

高橋

盛

通研電気工業㈱岩手支社

岩手県県土整備部建築住宅課 課長補佐 小山

雄士

近計システム㈱仙台営業所

岩手県農林水産部森林保全課

課長

黒沢

茂

計測技研㈱

岩手県商工労働観光部観光課

課長

松川 求

防災技術コンサルタント㈱

岩手県生活環境部自然保護課

課長

稲田 収

北東北松下システム㈱岩手支店
横河電子機器㈱東北支店

藤尾

肇

㈱日立製作所

宇夫方

正人

㈱アイシーエス

雫石町総務課 課長補佐兼消防防災係長 小原

千里

㈱イイオカ

滝沢村防災防犯課

健一

地熱エンジニアリング㈱

盛岡東警察署地域課
盛岡市消防防災課

西根町総務課

課長
課長

消防交通係長

玉山村住民生活課
松尾村総務課

課長

消防交通係長

消防交通係長

伊藤

畠山 弘明

岩手県観光協会

専務理事

川崎

滝沢村山岳協会

会長

均

全労済岩手県本部

古川 伸也

事業推進課課長

岩手県農業共済組合連合会普及技術課副主幹

［ライフライン関係機関］
日本道路公団東北支社盛岡管理事務所副所長 高橋

大崎

真士

保坂

貢一

日立造船情報システム㈱

公一

千田 義郎

災害対策室長

及川 正彦

読売新聞盛岡支局

陸上自衛隊岩手駐屯地第 9 特科連隊第 2 科長

岩手県警察本部警備課

星井

共同通信盛岡支局

馨

環境省自然環境局東北地区自然保護事務所

小田島

局長

県政記者クラブ

地殻情報管理官

建設係長

修

キャスター 山田 美保

岡田 智幸

課長

若槻

孝之

工事第一課長

治山課長

柴田 継家

㈱岩手朝日テレビ 報道制作局
志津夫

阿部

二郎

昭彦

㈱岩手日報社

国土地理院東北地方測量部

柴柳

㈱岩手めんこいテレビ 報道部 キャスター 落合

国土交通省東北地方整備局岩手河川国道事務所

岩手県企業局

小口 禮司

NHK 盛岡放送局

英和（幹事）

盛岡森林管理署

利光

教 授 矢内 桂三
助教授 山本

盛岡地方気象台

一男

安全対策室長

東日本旅客鉄道㈱盛岡支社

東北大学地震・噴火予知研究観測センター長・

正宏

正治
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角掛

喜美夫

三浦

尊文

及川 功一

資料 4：ＩＮＳ「岩手山火山防災検討会」代表幹事の公表提言
4−1 火山情報の総合的検討と正確な情報伝達のために −お願い−
とは出来ない。我々になしうるのは、いかに被害を

（1998 年 9 月に、岩手山観測を行なっている機関や

少なくしうるかとの視点に立った、 減災

研究者あてに、斎藤代表幹事が発信した文書）

への努

力である。その基本となるのは、住民の安全を頂点
岩手山の火山活動が活発化し、入山禁止の措置が

に、研究者・行政機関・マスメディアが連携する減

とられてから 3ヵ月余りが過ぎた。山体の西側で火

災の正四面体構造とされている。すなわち、研究者

山性地震が頻発するなかで、「岩手山火山災害対策

は防災に寄与する情報の取得をめざして調査・研究

検討会」が緊急に検討を重ね、山体西側での水蒸気

を行い、それに基づいて行政が防災体制を構築し、

爆発を想定したハザードマップが 7 月 22 日に公表

マスメディアは住民にそれらの情報を正確にかつ迅

された。それによると、縄文時代以降の最大規模を

速に伝達することである。地域へ発信する情報の価

想定しても、噴石などが山麓の人家や観光宿泊施設

値判断の最大の基準は、地元住民の安全に寄与する

に直接的な被害をもたらす可能性は小さいとされて

かどうかである。
噴火の前から多数の観測計器を設置して監視が行

いる。岩手山周辺では初めての火山災害予測図であ
り、広範囲な土石流への住民の不安と、観光業界に

われている岩手山は、研究者にとっては貴重な

学

よる安全宣言といった両面の反応への対応を迫られ

問的興味

る中で、予測しなかった岩手県内陸北部の地震（M6.2）

い情報の公開が科学技術の発展には不可欠であり、

が 9 月 3 日に発生した。幸いにして人的被害は軽微

究極的に火山災害の

であったが、この地震は自然災害は突発的に襲うこ

までもない。しかし、多くの観測データとの整合性

と、日頃からの防災対策が必要であることを地域に

を検討せずに出される単発のデータの公表や、イン

改めて認識させる契機になった。現在、東側では切

ターネット上で展開される、すぐにも大規模な火山

迫した状況にはないと考えられるものの、繰り返し

災害が発生するかのごとき噴火のシナリオや確率な

マグマ噴火を発生していることから、今後の防災体

どの議論は、基礎的な知識をもたない住民に公開さ

制を構築するために、緊急に山頂でのマグマ噴火を

れた場合には、いたずらに地域を混乱に落とし込み

想定したハザードマップが作成された（10 月 9 日

かねない。いわゆる 学者災害

の対象である。各個の自由な研究と正し
減災

に寄与することはいう

報道災害 である。

公表予定）。縄文時代以降、最大規模の噴火の一つ

現在、多くの研究結果を集約し総合的な検討を行

と考えられる 1686 年の噴火の規模を想定し、噴石・

う場は、「火山噴火予知連絡会」である。しかし、

降下火砕物・溶岩流・火砕流・火砕サージ・土石流・

予知連は、刻々変化する火山活動を臨機応変に検討

積雪期の火山泥流による被害が見積もられている。

する頻度では開催されず、何よりも、法律や省令に

集落までかなりの被害を想定しているが（危険性を

基づかない気象庁長官の 私的な 諮問機関であり、

隠匿するなどの姿勢は取らない）、住民の正確な理

地域の防災行政への踏み込んだ助言は行い難い。同

解を求める活動を通じて、これまで岩手山で欠けて

様に、唯一公的な火山情報を提示する気象庁も、地

いた、火山との共生との認識を深め、そのための具

域が今後の防災行政の推進に必要な判断は示さない。

体的な防災対策を行政との連携のもとに一歩一歩進

これは、火山災害の時期や規模の予測が困難な現状

めることとしている。

では、いたしかたのないことと考えざるをえない。

この間、一部の週刊誌や新聞などによって、既に

しかし、現実に災害対策基本法上、避難勧告などの

噴火しているとか、マグマが地表近くまで上昇して

発令の任にあたる、科学的知識も経験も少ない地方

おり、大規模な山体崩壊がすぐにも起きるととられ

行政は、具体的な対応に戸惑い、住民は個別の研究

かねない報道がなされている。また、一部研究者（機

者の情報に混乱することになりかねない。地元の防

関）による観測の生情報や憶測が、報道関係者にそ

災行政との接点の役割を避けられない地方大学とし

の意味を十分説明することなしに提供され、地域住

て、以下のようなご配慮戴けないものかどうか、ご

民に必要以上の不安を抱かせかねないとの危惧の念

検討の程をお願いしたい。

を抱いている。
火山災害を含め、自然災害が発生する事を防ぐこ
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1．公表にあたっては、単に生データの投げ込みといっ
た形ではなく、調査の意義や精度、どのような意
味をもつかといった平易なレクチャーも含めて、
マスコミが内容を理解し正確に報道できるような
配慮をする。
2．
もし、可能ならば、個別の研究者、研究機関など
の調査結果は、「火山噴火予知連絡会」など、総
合的な検討機関にご提供いただき、一定の検討を
経た上で報道機関へ公表する。あるいは、岩手山
に関して、多種の測定を行っている機関、たとえ
ば東北大学地震・噴火予知研究観測センターなど、
との検討を経た上で公表する。
3．地元の火山防災に関する公的な助言機関、たとえ
ば「岩手山火山活動対策検討会」に、調査結果を
ご提供いただけないか。地元で、今後の防災対応
を心がける上で貴重なデータとなりうる。また、
現地調査などに際して、調査目的・日程などお知
らせ願えないか。現地で各機関の対応を理解する
ことが出来ると共に、現地情報を提供することも
可能になる。いずれも、前提は、当然のことであ
るが、調査結果は調査者（機関）が自由に公開出
来るものであり、提供を受けた側は調査者（機関）
の了承なしには外部に公表しない。
4．インターネット上でのフリーな学術的討議は、限
定したループの範囲で行い、一般の人がリンクで
きるホームページなどは、誤解を招くようなセン
セーショナルな表現は自制する。
岩手県には公的な火山観測施設がなく、また、地
元岩手大学では火山の専門家も限られる。独自に観
測できる部分も少なく、多くの関連機関のご協力ご
支援なしには、今後の有効な防災対策も遂行しがた
い現状にある。
初めて火山防災に取り組む立場であり、理解のい
たらない点も多々あるのではないかと思われる。忌
憚のないご助言、ご支援を改めてお願い申し上げる
次第である。

（文責：岩手大学

斎藤徳美）
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4−2 火山との共生を目指して
（「日報論壇」岩手日報社 1998年10月16日）
の判断能力の育成と選別された正確な情報が求めら

岩手山の火山防災マップが 9 日に公表された。マッ

れよう。

プは西側での水蒸気爆発に加えて、東側の薬師火口

火山防災の課題は山積している。火山観測データ

でのマグマ噴火を想定したもので、7 種類の災害の

の地元への集約と行政に役立つ情報提供システム、

被災区域が示されている。
岩手山は富士山と肩を並べる日本有数の成層火山

避難勧告などの住民への迅速な伝達体制の整備、冬

であり、過去数十万年にわたって大きな噴火を繰り

場の観測体制の改善（太陽電池などでの計測は不能

返してきた。しかし、1732 年の焼走り溶岩流の噴出

となる）、さらに噴火の場所を迅速に把握するシス

以降、260 年余の間、顕著な活動がなかったことに

テムの開発（夜間、悪天候時は視認が不能）など緊

より、山ろくに住む住民には、岩手山が生きている

急に対応が求められている。
火山防災マップは火山との共生の認識を深め、減

火山であり、ひとたび噴火が起きた場合には大きな
被害をもたらすとの認識が欠加していたと言える。

災の体制を構築するための出発点である。行政、研

かんがみれば、県土の人口密集地である北上平野は、

究機関、マスメディアなどが住民の安全を目的に連

過去に繰り返された大洪水によって平たん化された

携し、自然と共に生きる県土を目指したいと願う。

ものである。そのような事態に対して、人間はなす

（岩手山火山災害対策検討委員会委員長、斎藤徳美、53 歳）

すべをもたない。環境問題への関心が高まり、環境
にやさしく、環境を保全するとの活動は意義あるも
のである。しかし、われわれは地球環境という大き

（文責：岩手大学

なシステムの中ではちっぽけな一生物でしかない。
これまでも

生かされてきた 、今も

生かされて

いる そしてこれからも 生かされていく のである。
自然に対する畏敬（いけい）の念をあらためて呼
び起こし、火山と共に生きる心構えを持つことが望
まれる。その認識が、 自然の息吹

ともいえる災

害による被害を少なくするのである。火山防災マッ
プの作成は、その第一歩と位置付けられよう。
マップを理解する上で心に留めていただきたい点
を揚げたい。噴火の場所 ･ 形態 ･ 規模を予測するこ
とは困難であり、想定はあくまで可能性の一つであ
る。実際の噴火の場合には、当然、規定と異なる場
合が起こり得るものであるから、実態に即応した対
応が必要とされる。当然ながら、想定以外の区域の
安全を保障するものではない。一方で、被害区域は
風向・地形条件などで限定されるものであり描かれ
たすべての区域が同時に被災するものではない。
冷静な行動には、情報の真偽を正しく判断するこ
とが求められる。何月何日に噴火が起きるとのお告
げが各地で流布されている。また、四十四田ダムが
決壊するとか、地熱開発が刺激して 9 月 3 日の地震
を引き起こしたかもしれないなど、学術的に根拠の
ない風評もみられる。一部の研究機関から、総合的
な検討を経ない不確かな火山観測データが公表され、
住民の方々の不安を増長させている例もある。住民
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斎藤徳美）

4−3 岩手山入山規制と安全確保（「日報論壇」岩手日報社 1999年5月7日）
昨年 7 月から入山規制の措置がとられている岩手

とである。好天時にはヘリコプターなどによる伝達

山は、幸いにして噴火もなく春を迎えた。現在、火

もできるが、夜間も含め大多数の時間は不可能であ

山性地震の数は、昨年 6 − 7 月の頻発期に比べて少

る。携帯電話も尾根以外では通話不能である。

なくなっているため、一部にはイメージダウンの回

また、非常時に行政判断を山体周辺の観光施設に

復を目指して規制の解除を望む声も出始めている。

迅速に伝達するシステムも必要である。たとえ今回

観光地では不況もあって、観光客の減少は切実な

の火山活動が沈静化しても、生きている火山との共

問題である。地元の研究者の一人としても苦渋の思

生には、安全のための対策はなくてはならないので

いを抱かざるをえないが、安全確保の点から現状と

ある。
これまでのように

課題を述べさせていただきたい。

元気な岩手

をアピールする

岩手山には多くの観測機器が設置され、噴火が起

ことも大切である。しかし、万が一の際の対策を十

きる前から敷かれた観測体制はわが国でも有数とさ

分に構築し、安全を PR することが、火山との共生

れている。十勝岳のように 30 − 40 年周期で噴火し、

のもとに地域振興を図る王道であろう。観光に携わ

火山観測が行なわれている火山では、観測から今後

る方々には安全のための自助努力を期待するととも

の推移をある程度予測することも可能である。

に、行政の速やかな対応を要望したい。

しかし、岩手山では過去 260 年余、本格的な噴火

（岩手大学教授、斎藤徳美、54 歳）

はなく、観測が行なわれたのは今回が初めてのいわ
（文責：岩手大学

ば初診患者ともいえる。火山性地震や山体の伸張な
どの情報はかなり正確に取得されるものの、それが
何を意味するのか、例えばマグマがどこかにあるの
かといった点は、確実には堂握されていないのが現
状である。
マグマ噴火が想定されている東側では、地震がや
や浅部に移行する兆しがあるが、切迫した状況では
ない。噴火の直前には兆候を把握できると期待し、
努力しているものの、噴火までの時間がどの程度か
は正確に予測しがたい。一方、西側での水蒸気噴火
は昨年に比べて可能性が少なくなったとは考えられる。
しかし、小規模な噴火や有毒ガスなどの噴出は前
兆がつかめない可能性が大きく、しかも登山道が想
定火口の真上を通っていることを考慮すると、現時
点で安全との保障はいたしかねよう。小規模噴火の
場合でも、付近にいる登山者には致命的である。
万一、死傷者を出した場合には、風評被害ではす
まないダメージを被ることになる。研究者の立場で
は、冬期には実施できない火山性ガスの分析など今
後のさまざまな観測結果を総合的に検討し、推移を
見守るしかない。
入山の規制や解除は行政責任でなされるものであ
り、以下の二点は早急に対応を進めるべきと考える。
まず、山体に非常時の下山を呼び掛ける防災無線な
どの設置と、観測データを集約して危険性を検討し、
行政措置を決断するシステムを早急に立ち上げるこ
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4−4 有珠山の噴火対応に学ぶ岩手山の火山防災の課題（2000年5月20日 講演資料）
2. 岩手山の場合は〜 270 年噴火なし、正確な予知は

1. 有珠山の特徴〜経験則から予知が可能、住民・行

困難？

政も噴火を体験
北海道の有珠山が 3 月 31 日に、23 年ぶりに噴火

岩手山では同様の対応が可能かと問われると、残

した。火山性地震が頻発し始めてからわずか 4 日後

念ながら「ノー」といわざるをえない。岩手山の最

である。周辺の伊達市・虻田町・壮瞥町の 1 万人以

近の大きな噴火は、約 270 年前の焼走り溶岩流の噴

上の住民が噴火の前に避難し、人的な被害は皆無で

出である。現在、観測機器は有珠山に比べてはるか

あった。今後、さらに本格的な噴火が発生し、新た

に多く設置されているものの、比較検討する過去の

な災害が発生する可能性はあるが、避難などの初動

観測データは皆無に近い。経験則に基づく予知はで

はほぼ百点満点と敬服している。火山活動が継続し、

きないのである。東側で想定されているマグマ噴火

水蒸気爆発の可能性が指摘されている岩手山の周辺

は、地震・微動・地殻変動などの観測から切迫して

に住む住民として、有珠山での対応から学ぶべき点

きたとは判断できよう。しかし、いつ、どのような

は多いが、一方で火山の特性による対応の違いを改

形態の噴火が起きるかについては、観測データに基

めて認識する必要もある。

づき努力するしかなく、正確な予測は、経験則がな
いが分、困難かもしれない。

有珠山において、迅速かつ適切な対応がなされた
背景には、有珠山は噴火の予測がある程度可能な火

「目指すのは人の命を教える科学だ、科学者の理

山であることが第一にあげられる。有珠山は岩手山

解だけでは災害は減らせない」と岡田教授は語るが、

とは異なり、非常に粘り気のあるマグマが上昇し、

我々も同じ理念で、岩手山の火山活動が活発化して

大きな地震や地殻変動を生じて、数十時間〜数日と

以降約 2 年間、火山防災マップや火山防災ガイドラ

短時間で噴火する。また、活動の周期も 20 − 40 年

インを作成し、対策を急ピッチで進めてきた。研究

と短いため、これまでの噴火の観測記録も豊富であ

者・行政機関・防災関係機関・報道機関など連携の

る。研究者が一両日中に噴火の可能性との警告を発

取り組み、住民の方への啓発活動や避難訓練なども

し、気象台も初めて噴火の前に「緊急火山情報」を

多数行われている。
有珠山噴火の直前に策定された「岩手山火山防災

出したが、迅速な避難はこれらの警告がなければ容

ガイドライン」は、復興期までに必要なほとんどの

易ではなかったと思われる。
第 2 に、北海道では十勝岳・駒ケ岳など短い周期

対策が網羅されている。有珠山においても中長期の

で噴火する火山が多い。有珠山では 1944 年（昭和

対応に参考になりうる部分があるかもしれない。中

新山が畑の中から盛り上がる）、1977 年に噴火して

央の気象庁や火山噴火予知連絡会と地元との良好な

おり、行政や防災関係機関さらには住民が噴火を複

関係のありかたについては、岩手山対応で何度かの

数回経験し、普段からの防災対策を実務的に進める

現地視察や検討会で率直な意見交換が行われてきた。

と共に、火山を背に生きるとの防災意識が培われて

道路公団・NTT・JR・電力会社などのライフライ

いる。地域の安全に貢献する火山学者として長年取

ン関係機関も噴火時にどう対応すべきかが岩手山を

り組んできた、北海道大学の勝井名誉教授・宇井教

事例に検討されてきた。これらの検討は、有珠山に

授・岡田教授らの努力の蓄積も大きい。

おいても間接的に生かされているかもしれない。
1998 年 10 月に公表された「岩手山火山防災マップ」

それでも、有珠山周辺の 6 割の住民は、訓練が不
十分であったと平時からの防災対応に反省している。

は、想定される災害の予測を示したものであるが、

また、初動には成功したものの、今後の活動の推移

避難経路・防災施設など防災対策を詳しく図面化し

については専門家の間でも見解が異なり、活動の長

た市町村単位の「岩手山火山災害対策図」も今年 5

期化と共に避難区域の設定や生活維持などに困難な

月には公表され、対策は着実に前進している。しか

問題が突き付けられている。

し、岩手の実務的な対応はまだ 2 年余であり、底の
浅いことは否めない。
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自然の息吹きともいえる災害に遭遇するかも知れな

3. 必要な活動〜防災意識を培い、一度は避難の訓

いのである。

練を
行政や防災関連機関には有珠山の噴火を我が事と

（岩手山の火山活動に関する検討会座長、斎藤徳美）

してとらえ、ガイドラインに沿った具体化を強く要
望したい。住民の方々には、火山の脅威を改めて認
識して欲しい。そして 100％確実な判断ができない

（文責：岩手大学

場合でも、生命の安全を第 1 に行動する、例え予測
が外れても、結果的に被害を被らずにすめば、それ
がもっとも幸いなこととの認識を培って戴きたい。
行政と住民とが共通認識をもち、信頼感が築かれて
初めて、行政も空振りを恐れず、迅速かつ適切な対
応を行うことが可能となるのである。
火山防災に関するシンポジウムや説明会、避難訓
練も回数を重ねてきてはいる。しかし、参加者の実
数は、避難対象になりうる住民の総数からするとま
だまだ少ない。大がかりなイベントよりも、地域・
集落ごとに、膝を突き合わせての勉強会を繰り返し、
また 1 度は自分の足で避難所まで歩いてみる機会を
もつなど、いわば草の根の活動が必要とされる。
4. 生活維持へ自助努力も！
緊急避難が適切に行われたとしても、活動が長期
化した場合の住民の生活、産業への対応がさらに困
難な課題である。予知が比較的容易とされる有珠山
でも、今後どのような活動に移行するかは明確では
ない。火砕流などの危険性も指摘される中で、漁業・
農業などの一時操業、住民の帰宅などの要望に、研
究者も行政も苦渋の選択を迫られている。過去の噴
火時の観測データの皆無な岩手山では、どのように
対応すべきか容易ではない。研究者も行政も 100％
確実との保障をなし難いのが火山活動であり、火山
と向き合う住民も自主的な判断能力を培う努力が必
要であろう。
それにしても、2,500 万人以上の署名を集めながら、
「被災者生活再建支援法」といった中途半端な形に
とどまっている「自然災害に対する国民的保障制度」
の確立が重要な課題として痛感する。しかし、それ
らが不備な以上、当面は、自助努力として、農協な
どの共済制度への加入が望まれる。観光に携わる方々
の、安全のための相互協力も必要である。
私たちは、自然の中でこれまでも
た

し、これからも

生かされてき

生かされていく 。誰しもが
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4−5 岩手山予知連見解の意味（「日報論壇」岩手日報社 2002年11月1日）
もれるまで、入山規制を継続するのは現実的ではない。

10 月 15 日に気象庁で開かれた火山噴火予知連絡
会（予知連）において、岩手山の火山活動は沈静化

姥倉山から黒倉山にかけてのりょう線部の一部は

に向かっているとの見解が示された。また、1999

地熱が 90℃以上と高温であり、噴気孔も多数存在

年 10 月 18 日の予知連以降、継続して掲げられてき

する。これらの危険を避けるための木道や防護さく

た「水蒸気爆発の可能性」の文言が削除された。

の設置は、登山者の安全のため必要最小限の対策で
ある。

一部に「沈静化宣言」などと、一連の活動がすべ
て終息したと誤解を招きかねない報道も見受けられ

そのため、防災関係者には細心の注意のもとに安

たので、あらためて岩手山の現状について理解を求

全対策や登山道の整備を進め、2 年後ぐらいをめど

めたい。

に西側の入山規制の緩和を提言したものである。

これまでの観測や検討から、今回の岩手山の活動

安全対策の進展と火山の活動度とのバランスを熟

がもっとも活発であったのは、3 回のマグマの貫入

慮しつつ、火山との共生の道を模索している現状を

があったと推測される 98 年である。マグマは地下

ぜひ理解してもらいたい。

深部から、山体の直下 1 〜 2 ㎞（海抜基準）と、地

（岩手山の火山活動に関する検討会座長、斎藤徳美、57 歳）

学的には、まさに地表のごく近くまで上昇した。
幸いその後新たなマグマの貫入は生じておらず、
（文責：岩手大学

火山性地震は増減を繰り返しながら減少、活動は大
局的に低下の方向に向かっていると考えられる。
しかし、減少したとはいえ、火山性地震の回数は
活動が活発化する以前には戻っておらず、特にマグ
マの活動にかかわる深さ数㎞から 10 ㎞での低周波
地震やモホ面付近の地震が、断続的に発生している。
例えて言うなら

退院はしてもよいが、まだ通院が

必要な患者さん

と言えるかもしれない。

そのため、万一、再び活動が活発化した時に適切
な対応を図れるよう、監視や情報発信の体制はでき
るだけ維持することとしているのである。
一方、西岩手山では、貫入したマグマの熱で噴気
などの表面活動が活発化し、現在も継続している。
地下からの熱の供給が増加する傾向になく、表面活
動も頭打ちの状態になってきたことなどから、周辺
地域に被害をもたらすような爆発はないだろうとの
認識により、「水蒸気爆発」の文言が削除されたも
のである。
しかし、水蒸気爆発の可能性は、ある日突然にゼ
ロになる性質のものではない。特に、噴気孔の閉塞
などによる小規模な熱水や熱泥の噴出などは、通常
の地熱地域でも発生し得るもので、万一、至近距離
で発生したら対処するすべはない。入山には一定の
リスクがつきまとうのは避けられないことも事実で
ある。
それにしても、貫入したマグマが冷却するには、
長い長い時間を要する。地温が低下し、噴気孔が埋
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4−6 岩手山登山は自己責任で
（「日報論壇」岩手日報社 2004年6月25日）
り、速やかに通過するなどを心がけたい。

1998 年 7 月 1 日から入山が規制されていた岩手山
は、来月 7 月 1 日から全山で入山が解禁される。こ

一方、姥倉山〜黒倉山一体では 90℃以上と地温

れまで東側 4 ルートに適用されていた、10 月の「体

の高い裸地の部分や噴気孔の近くを登山道が通って

育の日」までという規制緩和の期限も撤廃され、岩

いる。熱泥によるやけどの危険があり、指定された

手山は入山規制に関しては、いわば

ルートから逸脱しないよう注意が必要である。黒倉

通常の状態

山山頂付近も立ち入りが禁止されている。

に戻ることになる。
火山性地震が頻発し始めてから、防災体制の構築

危険を回避するために私たちがなし得る対策は講

に尽力された防災関係者、また、直接に間接に被害

じたと考えている。登山における最終的な安全確保

を受けてきた地域住民の方々のご苦労をねぎらうと

は本人の「自己責任」であることをあらためて心し、

ともに、噴火に至らずこの日を迎えられることを心

われらの父なる山、岩手山のぬくもりを踏みしめて

から喜びたい。

ほしいと願う。

解禁に当たって留意すべき事柄を述べたい。この

（岩手山の火山活動に関する検討会座長、斎藤徳美、59 才）

たびの解禁は、火山活動の「沈静化」あるいは入山
時の「安全を保障する」宣言ではない。生きている
火山において、活動は継続しているものであり、不

（文責：岩手大学

測の事態が絶対にあり得ないと断言することは誰に
もできないのである。
火山性地震の発生は減少しているが、今回の活動
が活発化する 1995 年以前のレベルには戻っておらず、
一方、マグマの貫入によると推測される姥倉山〜黒
倉山〜大地獄谷一帯の表面活動は活発なまま継続し
ている。
しかし、今回の一連の活動に関して言えば、研究
者はマグマの噴出や大規模な水蒸気爆発の危険性は
遠退いたと、考えている。立ち入り禁止区域にあえ
て入らなければ、人命にかかわる大きな危険はない
との判断で解禁に踏み切ったものである。
当面、火山監視も関係機関の連携体制も堅持する。
登山シーズンの週末には、山岳協会員が八合目避難
小屋に常駐し、登山道のパトロールを行うなど、登
山者の支援を行う。また、緊急事態に備えて、東側
登山道入り口の緊急通報装置は活用する。
しかし、冬季の維持、管理が困難な山中の緊急通
報装置は作動を停止せざるをえないし、西側への新
たな同装置の設置は行わない。入山する人には、火
山活動に関する情報収集や状況判断を行い、異常を
感じたら速やかに下山する、入山カードの提出を徹
底するなど、安全を自ら確保するための対応がこれ
まで以上に求められる。
大地獄谷周辺では、登山道でも有毒な亜硫酸ガス
の温度が作業許容濃度を超えることがある。谷の中
には立ち入らず、刺激臭を感じたら風上に移動した
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第4部 各機関の活動
第1章 国の活動
1. 気象庁仙台管区気象台
タは仙台管区気象台が監視・解析していたので火山

1. 1998 年 2 月からの火山活動活発化初期の
考え方と行動

情報発表時には盛岡地方気象台と仙台管区気象台と

1995 年 9 月の低周波地震・微動の発生から活動

の密な連絡が交わされた。
（火山情報の発表状況は、
「2. 気象庁盛岡地方気象台」

が始まった（東北大学）。仙台管区気象台では 1995
年 10 月に「馬返し」観測点を設置したのを最初に、

の項および P.499 を参照）

岩手山の火山活動活発化に伴い観測体制の強化を順
3. 火山噴火予知連絡会の見解、

次実施してきた。この他に地殻変動観測を実施して
いる東北大学と頻繁に情報交換を行い、地殻変動も

火山噴火予知連絡会の活動経過等

併せた活動状況把握および火山情報発表に努めた。

火山噴火予知連絡会は「火山噴火予知計画」に基

1998 年 3 月頃から気象台内では毎朝、火山関係

づいて 1974 年に組織され、学識経験者や関係機関

者による岩手山打ち合わせ会を実施し、その日の活

の専門家から構成され事務局は気象庁に置かれてい

動認識を図り、この結果は当日、盛岡地方気象台に

る。連絡会は定例として年 3 回、緊急の場合臨時に

も知らされて情報の共有化を図った。

開かれ、各火山の観測資料を検討し、火山活動につ

3 月 4 日、岩手県消防防災課に岩手山の火山活動

いて判断を行い、必要な時にはその見解を発表して

状況説明を行い、今後の観測網展開における協力を

いる。第 77 回 (1998 年 2 月 ) の東北大学資料では

依頼した（盛岡地方気象台も同行）。3 月 30 日、盛

1997 年からの変化を説明している。第 79 回 (1998

岡地方気象台と火山情報発表までの経過について打

年 10 月 ) から、岩手県、岩手大学および盛岡地方

ち合わせる。また、岩手県消防防災課と防災ヘリコ

気象台もオブザーバー参加し情報収集に努めた。
以下に、岩手山と火山噴火予知連の関わりを記す。

プターによる観測協力で協議するが、火山緊急時の
対応はできるが平時の調査観測の協力は難しいとの
回答。気象庁遠望監視カメラの設置場所を選定始め

第77回火山噴火予知連絡会（1998年２月３日）

る（八幡平スキー場）。4 月 14 日「犬倉山」地震計

東北大学から、昨年 12 月 29 日から地震活動、

設置、吹き溜まりには、まだ積雪 2 ｍがあり。4 月

微動の活動が始まったことを示す資料が出された。

29 日には臨時火山情報第 1 号が出された。5 月 1 日

第78回火山噴火予知連絡会（1998年６月９日）

「雫石長山」震度計設置して衛星携帯電話により伝

記者レクチャーでは「岩手山の活動について集

送開始。5 月 15 日「八合目」地震計設置では岩手
県防災ヘリコプターの協力により短時間で設置した。

中討議をした。各データをどう解釈するか断定的な

気象台観測点 4ヶ所と東北大学からの分岐データ 3ヶ

結論は出せなかったが共通認識は持てた。噴火に

所点を合わせ計 7ヶ所の観測体制となった。

至るか否かの判定は、非常に難しいが活動の元に
なるエネルギー、マグマはきているのではないかと共

7 月 15 日、規模の大きな火山性地震の発生や火
山性微動の増加に伴い、連絡時の電話回線輻輳を回

通認識になっている」と説明。

避するため、盛岡地方気象台〜岩手県庁間および、

噴火予知連絡会・拡大幹事会（1998年７月14日）

盛岡地方気象台〜仙台管区気象台間の直通電話を開

7 月 10 日の振幅の大きな火山性微動の発生に

局することにした。

関連し、14 日拡大幹事会を開催して岩手山の

7 月 24 日、火山活動活発化に伴い防災関係機関、

活動について協議した。記者会見では「6 月後

報道関係との連携を強化するため、気象庁本庁から

半からの火山性地震の規模が大きく、火山性微

火山の専門官を盛岡地方気象台に派遣した。噴火前

動が頻発するようになり、火山活動が少し高い

の時点での職員派遣は今回が初めてである。

レベルになった。西側の観測網を強化する必要
がある」と説明した。
第79回火山噴火予知連絡会（1998年10月13日）

2. 火山情報
岩手山の火山情報は盛岡地方気象台が発表官署に

統一見解を発表。記者レクチャーでは「地震活

指定されていた（2002 年 3 月火山監視・情報センター

動から見ても、地殻変動から見ても、深部から一

発足後はセンターが一括発表）。一方、地震計デー
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貫した活動の傾向が見える。しかも、広域にわ

づき活動の推移を注意深く見守る必要がある」

たっている。マグマの浅部への貫入がかなり本

と見解をまとめた。

格的に起こっている可能性がある。これからも

第83回火山噴火予知連絡会（2000年２月４日）

注意が必要である。

「11 月 12 日に大きな火山性微動があり、12

非常に幸運な場合はだんだん落ち着いてくる

月からは東側のやや深い低周波地震が増加して

ことも考えられるが、楽観視はできない」と説

いるものの地震活動や地殻変動は相対的に落ち

明した。

着いた状態にある。しかし、西岩手山の噴気活

第80回火山噴火予知連絡会（1999年２月２日）

動は活発化する傾向が見られ、今後これが水蒸

統一見解を発表。「岩手山の火山活動は昨年

気爆発などにつながる可能性もあり、火山活動

6 〜 7 月頃と比較すると低下しているが昨年 3

の推移を注意深く見守る必要がある」と見解を

月以前のレベルまでには下がっていない。火山

まとめた。

活動は長期化する可能性が残されており、引き

岩手山の統一見解はこれが、最後となった。

つづき活動の推移を注意深く見守る必要がある」

第 84 回では有珠山の噴火が主に取りあげられた。

とした。

第 84 回〜 92 回は、岩手山の統一見解はなく
なり活動の経過として表記されるようになる。

第81回火山噴火予知連絡会（1999年５月25日）
統一見解を発表。「山体西側の浅い地震はこ

第93回火山噴火予知連絡会（2002年10月15日）

こ数ヶ月増加傾向にあり、低周波地震も増加し

「地震活動は低い状態で噴気活動も低下傾向

ている。火山ガス測定では昨年 9 月に比べ噴気

にある。活動は全体として低下傾向にある」と

温度の上昇やガス組成の変化が認められ地下温

まとめ、2004 年 7 月をもって 6 年間続いた町村

度が上昇したと推定された。火山活動は最近若

による入山規制が全面的に解除された。

干上向き傾向にある」とした。記者レクチャー
でも火山ガスを最大ポイントとし、ガスが出て

なお、東北大学や気象庁など関係機関は、まだ岩

くる深いところの温度が上がったことを意味す

手山の活動は終息していないとして観測・監視を継

ると説明した。

続している。

第82回火山噴火予知連絡会（1999年10月18日）
4. 観測体制

統一見解を発表。「西岩手山の噴気地帯の拡
大や噴気量の増大など表面現象が活発化してい

（１）震動観測

る、今後これが水蒸気爆発などにつながる可能

1995 年 9 月 15 日、岩手山の東北大学の観測点に

性もあり、引きつづき活動の推移を注意深く見

低周波地震と断続的な小振幅の火山性微動が観測さ

守る必要がある」とした。

れた（1981 年に観測開始して以来のこと）。火山性

予知連絡会・拡大幹事会（1999年11月16日）

微動の出現により仙台管区気象台東北地域火山機動

11 月 12 日火山性微動の発生等、岩手山の火

観測班は、1995 年 10 月 13 日から岩手山東麓の「馬

山活動に変化が見られることから、火山噴火予

返し」に地震計を設置し、無線により盛岡地方気象

知連絡会・拡大幹事会を盛岡地方気象台で開催

台経由、仙台管区気象台までテレメータして常時監

した。岩手県防災ヘリコプターによる岩手山現

視を開始した。1996 年 7 月東北地域火山機動観測

地観測も併せて実施された。「西岩手山では今

実施にあわせ岩手山北側の八幡平温泉郷の「プータ

年 5 月前後から大地獄谷―黒倉山―姥倉山を中

ロ」に地震計を新たに設置し、有線により仙台管区

心に次第に噴気活動が活発化しており、10 月

気象台にテレメータしている。

以降噴気増大現象の頻度、量、噴気領域が増大

1997 年 1 月から岩手山の監視強化のため東北大

している中で、今回の微動が発生した。水蒸気

学観測点のうち「松川」
「焼走り」「相ノ沢」の波形

爆発の可能性のある状態が続いている、引きつ

データ分岐を仙台管区気象台で受けている。
1998 年 2 月頃から火山性地震の活発化や東北大学
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等による地殻変動データに異常が見られ始めたことから、
1998 年 4 月14日岩手山西側の犬倉山（標高 1,400 ｍ）

5. 機動観測
1996 年 7 月〜 8 月に東北地域火山機動観測（調査

に「犬倉山」地震計を設置し、無線により盛岡地方気

観測）を実施した。観測期間中は臨時の地震計を設

象台経由、仙台管区気象台までテレメータして常時監

置するとともに現地観測を実施した。現地観測では、

視を開始した。また、1998 年 5 月15日に火山性地震の

温度測定（地表面、地中、噴気、湖沼、河川）、火

震源深さ精度向上のため岩手山山頂に近い「八合目」

山ガス測定（硫化水素ガス、亜硫酸ガス、炭酸ガス）、
pH 測定等を実施した。仙台管区気象台の同観測は

（標高 1,767 ｍ）に地震計を設置した。
岩手山南側の観測強化および山頂部地震計の冬期

東北地方の火山を年次計画に沿って行い、岩手山は

障害時の代行観測点とし 1998 年 11 月から 12 月にかけ

数年毎に実施されるため、データ補完のため機動観測

て「御神坂」
、「網張」の 2 観測点を増強した。

が実施されない年は盛岡地方気象台が現地観測を行っ

また、岩手山西側の地震活動が高まったことから、
1999 年 7 月滝ノ上温泉に「滝ノ上」地震計を設置した。

ていた。
1998 年機動観測の現地観測を 6 月に実施した。大
地獄谷では 1996 年と同じく噴気活動は活発で、噴気

岩手県は西岩手山の噴気活動が活発化したことから
「黒倉山」と「黒倉姥倉鞍部」に地震計を設置した。

地熱地帯のいたる所から噴気を上げている。上部（南

この地震波形データは 1999 年 10 月 22 日より盛岡地方

側）噴気孔からは音を伴い噴気が 50m の高さに上り、

気象台経由で仙台管区気象台にテレメータされている。

噴気温度は 108℃(1996 年：97℃)。火山ガス測定では

また、同時に設置した地中温度計データも電子メールで

硫化水素と炭酸ガスが検出されたが、1996 年と比べ大

配信を受けており、火山監視に利用している。

きな変化はない。なお、1998 年には盛岡地方気象台

（２）空振計

で 7 月から 10 月にかけて毎月現地調査を実施して観測

夜間や悪天時の噴火現象を捉えるため空振計（低

を強化した。

周波振動をとらえるマイクロフォン）による監視を実施。
1998 年「馬返し」「プータロ」「網張」に設置。

噴気温度
観測点

1970 1987 1991 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Z-1 Z-1：妙高岳南東斜面下部

304

94

96

95

94

Z-3 Z-3：御室内壁

236

94

94

95

96

95

94

68

60

86

84

85

61

123

97

96

97

92

98

105

96

Z-4 Z-4：火口原南東部
Y-7 Y-7：大地獄噴気（下部）
Y-7 Y-7：大地獄噴気（上部）

133

94

93
93

94

92

55

82

50

67

95

108

99

99

98

85

96

95

93

135

95

94
86

87

52

80

96

1998 年の機動観測は緊急観測に位置づけられ、
以降、毎年火山機動観測が実施されている。
1999 年 6 月、東北大学主幹の岩手山集中総合観
測（人工地震により地下構造を解明）に仙台管区気
象台および盛岡地方気象台も参加した。
上空からの観測では、1998 年の地震活動活発化
以降、岩手県防災ヘリコプター、陸上自衛隊東北方
面総監部ヘリコプター、東北地方整備局ヘリコプタ
ーの協力を得て実施している。赤外線熱映像装置に
よる広範囲の地熱の変化や噴気の状況、植生の枯れ
などの変化を観ている。とくに、岩手県防災ヘリコ
プターの協力では頻繁に盛岡地方気象台職員搭乗の
（３）遠望観測

機上観測を行った。

遠望観測は 1998 年 5 月東北地方建設局（八幡平ス
キー場）のカメラ映像を盛岡地方気象台で受信開始。
1999 年 12 月からは岩手山北麓の柏台小学校に設置し

6. その他
2002 年 3 月、仙台管区気象台技術部地震火山課に

た気象庁カメラ映像で遠望観測を行っている。

火山監視・情報センターが発足した。これまで火山情
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報の発表は、地元の地方気象台または測候所が担当

さらに県や地元防災関係機関との連携を強めていくこと

してきた（岩手山は盛岡地方気象台）が、監視体制

になる。

の強化、情報発表の迅速化を図るため火山監視・情

火山監視・情報センターでは、岩手山を常時観測火

報センターを発足させ、東北地方の火山情報は一元的

山に準じる体制で監視を継続している。今後は岩手山

に仙台管区気象台火山監視・情報センターから発表す

の活動の長期化を視野に入れた効果的な観測点の再

ることになった。地元の気象台は火山防災業務を担当し、

配置を計画している。

資料1：岩手山 臨時火山情報の発表リスト

臨時火山情報第１号

1998年４月29日16時50分

火山活動が活発化、短時間に多数の火山性地震を観測、
東北大学によると傾斜計等のデータで大きな変化を観測

臨時火山情報第２号

1998年６月24日16時00分

火山活動が活発化、今後さらに火山活動が活発化した
場合には噴火の可能性もある

臨時火山情報第３号

1998年７月10日09時00分

火山活動が活発化、振幅の大きい火山性微動と火山性地
震を観測

臨時火山情報第４号

1998年９月３日17時15分

16時58分頃、岩手山付近で大きな地震発生

臨時火山情報第５号

1998年10月13日18時20分

火山噴火予知連絡会統一見解

臨時火山情報第１号

1999年２月２日18時10分

火山噴火予知連絡会統一見解

臨時火山情報第２号

1999年５月25日18時00分

火山噴火予知連絡会統一見解

臨時火山情報第３号

1999年10月18日18時00分

火山噴火予知連絡会統一見解

臨時火山情報第４号

1999年11月12日21時30分

振り切れ微動の観測と地震の多発

臨時火山情報第１号

2000年２月４日18時00分

火山噴火予知連絡会統一見解

資料 2：岩手山 1998年および1999年の臨時火山情報（火山噴火予知連絡会の統一見解以外）
臨時火山情報第１号（1998年4月29日16時50分発表）
臨時火山情報
第 １ 号
平成１０年４月２９日１６時５０分
仙台管区気象台
盛岡地方気象台 発表
火山名

岩手山

岩手山の火山活動が活発化しています。
４月２９日１５時前後の短時間に多数の火山性地震が観
測され、１５時００分には、マグニチュード２．７の地震
を観測しました。
また、東北大学によると傾斜計等のデータに大きな変化
が観測されています。
現在までに、表面現象に変化は確認されていませんが、
今後、火山活動が活発化する可能性があります。

160

臨時火山情報第２号（1998年6月24日16時00分発表）
臨時火山情報
第 2 号
平成１０年６月２４日１６時００分
盛岡地方気象台 発表
火山名

岩手山

岩手山の火山活動が活発化しています。今後さらに火山活動が活発化した場合には噴火の可能性もあり、十分な注意が必
要です。
昨夜（２３日）２１時２４分と本日（２４日）０９時１５分に低周波の火山性地震が観測されました。また、本日（２４
日）０５時１９分〜２１分頃と０７時０１分〜０２分には頃に火山性微動が観測されました。
岩手山の西側を震源とする火山性地震の発生回数は、増減を繰り返しながら増加傾向にあり、最近１週間では８４回／日
とその前１ヶ月の平均４０回／日と比べて一段と増加しています。
６月１６日〜１８日にかけて仙台管区気象台火山機動観測班と盛岡地方気象台が実施した現地観測では、火山観測情報第
１９号でお知らせしたとおり、大地獄火口付近の噴気活動の活発化・噴気温度の上昇を確認しています。
東北大学松川観測点で観測された火山性地震の発生回数は次のとおりです。
６月１７日 ００時〜２４時 １１１回
６月１８日 ００時〜２４時
４４回
６月１９日 ００時〜２４時
９０回（うち、有感地震１回）
６月２０日 ００時〜２４時
３４回
６月２１日 ００時〜２４時
７４回（うち、有感地震２回）
６月２２日 ００時〜２４時
７７回
６月２３日 ００時〜２４時 １５６回（うち、有感地震１回）
６月２４日 ００時〜１５時
５８回
なお、月別の火山性地震の発生回数は３月４２４回、４月７６４回、５月１，２８３回、６月１，２９３回（２４日１５
時まで）となっています。

臨時火山情報第３号（1998年7月10日09時00分発表）
臨時火山情報
第 ３ 号
平成１０年７月１０日０９時００分
盛岡地方気象台 発表
火山名

岩手山

岩手山の火山活動が活発化しています。
本日（１０日）、０８時２９分頃から振幅の大きい火山性
微動と火山性地震が観測され、０８時３１分にはマグニチュ
ード２．５の地震を観測しました。
今後、火山活動が活発化する可能性があります。火山活動
にご注意下さい。

臨時火山情報第４号（1998年9月3日17時15分発表）
臨時火山情報
第 4 号

火山名
今日１６時５８分頃、岩手山付近で大きな地震がありました。

平成１０年９月３日１７時１５分
盛岡地方気象台 発表

岩手山
今後の火山活動に十分注意して下さい。
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臨時火山情報第４号（1999年11月12日21時30分発表）
臨時火山情報
第 4 号
平成１１ 年１１月１２日２１時３０分
盛岡地方気象台発表
火山名

岩手山

本日１２日２０時５４分頃岩手山付近で振り切れ微動が
観測されました。継続時間は約３分でした。その後地震が
多発しています。
現在、監視カメラでは雲で山体は確認できません。詳細
については調査中です。
今後の火山活動に十分注意して下さい。
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資料 3：火山噴火予知連絡会における岩手山に関する主な活動経過等
第 77 回火山噴火予知連絡会（1998 年２月３日） 東北大学資料では 12 月29日から地震、微動活動始まった。
第 78 回火山噴火予知連絡会（1998 年６月９日） 岩手山の活動について集中討議をした。各データをどう解釈するか断定的
な結論は出せなかったが委員の共通認識は持てた。
火山噴火予知連絡会・拡大幹事会（1998 年７月 14 日） 7 月 10日、振幅の大きな火山性微動の発生に伴い、14日拡大幹
事会を開催して岩手山の活動について協議した。7 月 10 日、振幅の大きな火山性微動の発生に伴い、14 日拡大幹事会
を開催して岩手山の活動について協議した。6 月後半から火山性地震の規模が大きく、火山性微動も頻発するようになり、
火山活動が少し高いレベルになった。西側の観測網を強化する必要がある。
火山噴火予知連絡会・緊急幹事会（1998 年９月４日） 9 月 3 日、岩手県内陸北部を震源とする大きな地震が発生したこと
から緊急幹事会を開催した。岩手山に噴気活動のなどの表面現象に変化は認められない。
第 79 回火山噴火予知連絡会（1998 年 10 月 13 日） 統一見解を発表。深部から一貫した活動の傾向が見える。マグマの
浅部への貫入がかなり本格的に起こっている可能性がある。これからも注意が必要である。
第 80 回火山噴火予知連絡会（1999 年２月２日） 統一見解。岩手山の火山活動は昨年 6 〜 7 月頃と比較すると低下してい
るが、火山活動は長期化する可能性が残されており、引きつづき活動の推移を注意深く見守る必要がある。
第 81 回火山噴火予知連絡会（1999 年５月 25 日） 統一見解。山体西側の浅い地震はここ数ヶ月増加傾向にあり、低周波
地震も増加している。火山ガス測定では昨年９月に比べ噴気温度の上昇やガス組成の変化が認められ地下温度が上昇し
たと推定された。
第 82 回火山噴火予知連絡会（1999 年 10 月 18 日） 統一見解。西岩手山の噴気地帯の拡大や噴気量の増大など表面現
象が活発化している、今後これが水蒸気爆発などにつながる可能性もあり、引きつづき活動の推移を注意深く見守る必要
がある。
火山噴火予知連絡会・拡大幹事会（1999 年 11 月 16 日） 11 月 12 日火山性微動の発生等、活動に変化が見られたため
拡大幹事会を盛岡地方気象台で開催した。今年 5 月前後から大地獄谷―黒倉山―姥倉山を中心に次第に噴気活動が
活発化しており、今回の微動が発生した。水蒸気爆発の可能性のある状態が続いている、引きつづき活動の推移を注意
深く見守る必要がある。
第 83 回火山噴火予知連絡会（2000 年２月４日） 統一見解。11 月 12 日に大きな火山性微動があるものの地震活動や地殻
変動は相対的に落ち着いた状態にある。しかし、西岩手山の噴気活動は活発化する傾向が見られ、今後これが水蒸気爆
発などにつながる可能性もあり、火山活動の推移を注意深く見守る必要がある。
第 84 回火山噴火予知連絡会（2000 年 4 月 12日） 有珠山
第 85 回火山噴火予知連絡会（2000 年 5 月 22日） 水蒸気爆発の可能性の文言残る。
第 86 回火山噴火予知連絡会（2000 年 7 月 10日） 水蒸気爆発の可能性の文言残る。
第 87 回火山噴火予知連絡会（2000 年 11 月 1日） 水蒸気爆発の可能性の文言残る。
第 88 回火山噴火予知連絡会（2001 年 2 月 2日） 水蒸気爆発の可能性の文言残る。
第 89 回火山噴火予知連絡会（2001 年 5 月 28日） 水蒸気爆発の可能性の文言残る。
第 90 回火山噴火予知連絡会（2001 年 10 月 22日） 水蒸気爆発の可能性の文言残る。
第 91 回火山噴火予知連絡会（2002 年 2 月 1日） 水蒸気爆発の可能性の文言残る。
第 92 回火山噴火予知連絡会（2002 年 5 月 23日） 水蒸気爆発の可能性の文言残る。
第 93 回火山噴火予知連絡会（2002 年 10 月 15 日）「地震活動は低い状態で噴気活動も低下傾向にある。活動は全体と
して低下傾向にある」とし、水蒸気爆発の可能性の文言が消えた。町村では、これを受けて 2004 年 7 月をもって 6 年間続
いた入山規制が全面的に解除された。
第 94 回火山噴火予知連絡会（2003 年 1 月 21日） 資料説明のみ
第 95 回火山噴火予知連絡会（2003 年 5 月 13日） 資料説明のみ
第 96 回火山噴火予知連絡会（2003 年 10 月 28日） 資料説明のみ
第 97 回火山噴火予知連絡会（2004 年 1 月 27日） 資料説明のみ
第 98 回火山噴火予知連絡会（2004 年 6 月 30日） 資料説明のみ
第 99 回火山噴火予知連絡会（2004 年 10 月 26日） 資料説明のみ
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資料 4：火山噴火予知連絡会の岩手山統一見解（火山情報で発表した）
臨時火山情報（１９９８年第５号）

１９９８年１０月１３日開催

火山噴火予知連絡会は、岩手山の活動について、本日 18 時 00 分に次のように統一見解を発表しました。
『岩手山では、1995 年 9 月から山頂直下でやや深い微動が始まったが、本年 2 月頃から岩手山の西側を中心に深
さ 5 ㎞以内の浅い地震が多発し、南北方向に火山全体にわたる地殻の伸長が観測されるようになった。地震活動
は震源域を西に広げながら次第に活発化し、6 月中旬から 7 月上旬にかけては、地震の日回数が 100 回前後まで増
加し、浅部で振幅の大きな火山性微動も観測されるようになった。地震活動の活発化に対応して、地殻の伸長と
隆起の中心は次第に浅くなったものと見積もられる。火山ガスの組成にも、マグマからの寄与の増加が認められる。
これらの活動は、マグマの浅部への移動によるものと理解されるが、地表付近で地温や噴気の状態に顕著な変化
は認められていない。
7 月中旬以降、西側の地震の頻度は減少に転じたが、3 月と同程度のレベルにあり、また鬼ヶ城近傍や山頂直下
の地震活動はやや活発化の傾向を示している。地殻変動も部分的には鈍化の傾向を示しながらも継続している。9
月 3 日には岩手山南西でマグニチュード 6.1 の逆断層型の地震が発生したが、この地震による火山活動の顕著な変
化は認められていない。
このように、岩手山の火山活動は現在も継続しており、一連の活動が地下深部から始まり、広域に及ぶことから、
火山活動が長期化する可能性がある。今後とも活動の推移を注意深く見守る必要がある。
』
臨時火山情報（１９９９年第１号）

１９９９年２月２日開催

火山噴火予知連絡会は、岩手山の活動について、本日 18 時 10 分に次のように統一見解を発表しました。
『岩手山では、西岩手を中心とした浅い地震、浅い低周波地震、地下約 30 ㎞付近の深い低周波地震および火山性微
動が、現在も引き続き発生している。しかし、これらの活動レベルは、昨年 6 〜 7 月頃と比べて全体として低下した。その中
で、昨年 9 月3日の岩手山南西の地震（Ｍ 6.1）から 11 月の中旬にかけて東岩手の活動がやや顕著であった。
西岩手を中心とする南北に伸長する地殻活動は、全体としては鈍化しているが、局所的に継続している。
これまでのところ、地表付近で地温や噴気の状態に顕著な変化は認められていない。
このように、岩手山の火山活動は、昨年 6 〜 7 月と比較すると低下しているが、昨年 3 月以前のレベルまでには
下がっていない。火山活動が長期化する可能性は残されており、引き続き活動の推移を注意深く見守る必要がある。』
臨時火山情報（１９９９年第２号）

１９９９年５月２５日開催

火山噴火予知連絡会は、岩手山の活動について、本日 18 時 00 分に次のように統一見解を発表しました。
『岩手山では、地震活動や地殻活動が継続している。
山体西側の浅い地震は、この数ヶ月増加傾向にあり、5 月 22 日にはこの領域として今までで最大の地震が発生し、
震源域が西方に拡大した。また、浅い低周波地震（深さ 5 〜 10 ㎞）も次第に増加している。深い低周波地震（深
さ約 30 ㎞）は、増減しつつもほぼ一定の割合で発生を続けている。ＧＰＳ観測等によれば、山体西側を中心とす
る地殻変動が継続している。
大地獄谷及び姥倉山稜線における 5 月の火山ガス測定によれば、昨年 9 月に比べ噴気温度の上昇やガス組成の変
化が認められ、地下の温度が上昇したことが推定された。
』
このように、岩手山の火山活動は、最近若干上向き傾向にあり、引き続き活動の推移を注意深く見守る必要がある。
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臨時火山情報（１９９９年第３号）

１９９９年１０月１８日開催

火山噴火予知連絡会は、岩手山の活動について、本日18 時 00 分に次のように統一見解を発表しました。
『岩手山では、西岩手山で噴気地帯の拡大や噴気量の増大など表面現象が活発化している。5 月頃以降、黒倉山・姥
倉山鞍部北側斜面と大地獄谷西の沢で新たな噴気が確認され、噴気地帯の一部で笹枯れの範囲が拡大している。特に、
これら西岩手山の噴気が断続的に増大する現象が、7 月以降頻繁に見られるようになった。黒倉山・姥倉山鞍部での連続
観測によると5 月以降噴気温度は上昇傾向にある。
大地獄谷及び姥倉山稜線における8 月及び 10 月の火山ガス測定結果は、マグマ性ガスの寄与が引き続き高い状態にあ
ることを示す。
ＧＰＳ観測によれば、山体西側をまたぐ基線で７月以降伸びが止まっている。
山体西側の浅い地震活動は、5 月から 6 月にかけてやや規模の大きな地震が発生したが、8 月以降は落ち着いた状態で
ある。東岩手山の下では正断層型の地震を含む浅い高周波地震、やや深い低周波地震（深さ6 〜 13 ㎞）が続いている。
深い低周波地震（深さ約 30 ㎞）が引き続き発生している。
このように、東岩手山では、今回の一連の活動以前に比べ、深部から浅部にかけての地震活動が高いレベルにある。
一方、西岩手山では、地熱や噴気の活動が次第に活発化しており、今後これが水蒸気爆発などにつながる可能性もあり、
引き続き活動の推移を注意深く見守る必要がある。』
臨時火山情報（２０００年第１号）

２０００年２月４日開催

火山噴火予知連絡会は、岩手山の活動について、本日18 時 00 分に次のように統一見解を発表しました。
『平成 11 年 (1999 年 )10 月以降の岩手山の火山活動状況は以下のとおりである。
○地震・微動
地震活動は、この 1 年程特に大きな変化なく経過しており、1998 年より少ないもののそれ以前よりは多い状態が続いて
いる。
1999 年 11 月12日に振幅の大きな火山性微動が発生し、同時に地震が多発したが、2 時間ほどで微動前の状態に戻っ
た。地震の震源は姥倉山―黒倉山地域の地表から深さ2 〜 3 ㎞であった。その後、西岩手山の浅い地震活動に特に
変化はない。
東側のやや深い低周波地震（深さ 6 〜 13 ㎞）が 12 月から増加傾向にある。深い低周波地震（深さ約 30 ㎞）は
1999 年 11 月まで多い状態だったが、12 月以降は少ない。
○地殻変動
ＧＰＳ観測によれば、全体として特に大きな変化はないものの、山体西側では引き続きごく小さな膨張が見られる。体積
歪計、傾斜計でも微弱な変動が継続している。
○噴気活動
1999 年前半から大地獄谷―黒倉山―姥倉山地域を中心に次第に噴気地帯の拡大や噴気量の増大が続いている。ま
た、黒倉山頂の噴気温度も上昇している。
このように、岩手山では 11 月 12 日に大きな火山性微動があり、12 月からは東側のやや深い低周波地震が増加してい
るものの、地震活動や地殻変動は相対的に落ち着いた状態にある。しかし、西岩手山の噴気活動は活発化する傾向が
見られ、今後これが水蒸気爆発などにつながる可能性もあり、火山活動の推移を注意深く見守る必要がある。』
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資料 5−1：気象台で監視している観測点および詳細
ＩＷＴ点（馬返し）
1995 年 10 月 3 日観測を開始した。馬返し登山口の駐車場脇を利用して設置した。無線テレメータ式地震計により約
20 ㎞離れた盛岡地方気象台に無線送信し、専用電話回線で常時仙台管区気象台へテレメータしている。電源は太陽
電池パネルとバッテリーを使用した。1998 年 11 月28日には空振計を増設した。
ＩＷＤ点（プータロ）
1996 年 7 月 1日観測を開始した。宿泊施設プータロの付随施設を利用して設置した。有線テレメータ式地震計を使用
し、常時仙台管区気象台へ送信している。1998 年 5 月13日から空振計を増設した。
ＩＮＫ点（犬倉）
1998 年 4 月 14 日観測を開始した。標高 1,400 ｍの犬倉山にある無線式雨量観測ロボットの施設を利用した。無線テ
レメータ式地震計により、盛岡地台経由で仙台管区気象台へ送信している。2004 年 10 月観測を終了した。
ＨＧＭ点（八合目）
1998 年 5 月 15 日観測を開始した。標高 1,767 ｍの岩手山八合目避難小屋を利用して設置した。無線テレメータ式地
震計により盛岡地台経由で仙台管区気象台へ送信している。バッテリーの交換では岩手県防災ヘリコプターの協力も得
ている。
ＯＭＳ点（御神坂）
1998 年 11 月 26 日観測を開始した。標高 610 ｍの御神坂駐車場に設置した。無線テレメータ式地震計により盛岡地
台経由で仙台管区気象台へ送信している。2004 年 9 月観測を終了した。
ＡＭＨ点（網張）
1998 年 12 月 8日観測を開始した。震動観測点の強化と山頂部地震計の冬期障害時の代行観測点として御神坂ととも
に増設した点である。網張温泉の施設を利用して設置した。有線テレメータ式地震計を使用し、仙台管区気象台へ送
信している。空振計は 2004 年 11 月観測終了。
また、1998 年 5 月1日より臨時震度計「雫石町長山」が設置され震度情報で公表された。2004 年 10 月観測を終了。
ＴＫＵ点（滝ノ上）
1999 年 7 月 28 日観測開始。滝ノ上温泉施設の一部を借りて設置している。有線式テレメータ地震計により仙台管区
気象台へ送信している。
ＭＴＫ点（東北大学・松川）
東北大学の観測施設である。1997 年 1 月 20 日から地震波形データの分岐を受けている。岩手山北西の松川温泉付
近にあり、地震計感部を井戸の底 ( 上下動成分、地下 100 ｍ ) に設置したタイプの地震観測施設である。
ＹＫＢ点（東北大学・焼走）
東北大学の観測施設である。1997 年 1 月 20 日から地震波形データの分岐を受けている。岩手山北東の焼走りキャン
プ場付近にあり、地震計感部を井戸の底 ( 地下 300 ｍ ) に設置したタイプの地震観測施設である。
ＡＮＳ点（東北大学・相ノ沢）
東北大学の観測施設である。1997 年 1 月 20 日から地震波形データの分岐を受けている。岩手山南東の相ノ沢牧野
にあり、地震計感部を井戸の底（地下 320 ｍ）に設置したタイプの地震観測施設である。
ＫＲＫ点（岩手県・黒倉）
岩手県が 1998 年 10 月 22 日から観測開始した。1998 年秋から黒倉山付近の噴気活動が高まってきたため噴気活動
の監視強化を目的に設置されたもので、地震波形データの分岐を受けている。
ＫＵＡ点（岩手県・黒姥鞍部）
ＫＲＫ点（黒倉）と同様の目的で設置された観測点で、黒倉山と姥倉山の鞍部稜線に設置されており、黒倉点と同じ
く仙台管区気象台に伝送され火山監視に使用している。
また、岩手県は黒倉山から姥倉山の稜線にかけて 5 点に地中温度計を設置した。このデータは電子メールにより仙台
管区気象台にも送付され、岩手山監視に使用している。
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資料 5−2：観測機器設置リスト
（１）震動観測点
気象庁臨時観測点：馬返し、プータロ、犬倉山、
八合目、御神坂、網張、滝ノ上
東北大学の分岐観測点：松川、焼走、相ノ沢
岩手県の分岐観測点：黒倉、黒姥鞍部
（２）震度計
網張（雫石町長山）
（３）空振計
馬返し、網張、プータロ
（４）遠望カメラ
柏台（松尾村柏台小学校）
資料 5−3：岩手山観測点配置図
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資料 5−4：岩手山観測点と使用機器、位置および観測開始終了期間

IWTA

馬返し

無線テレメータ式地震計
(GTA-34型)

N/S
E/W
U/D

54db
54db
54db

39°49.87′
141°02.55′

630

空振計
有線テレメータ式地震計
(GTA-34型)
IWD

プータロ

1995/10/3

1998/11/28
N/S
E/W
U/D

66db
66db
66db

39°53.54′
140°59.46′

570

空振計

1996/7/1

1998/5/13
〜2004/11/11
1998/4/14
〜2004/9/29

無線テレメータ式地震計
(GTA-34型)

N/S
E/W
U/D

36db
66db
66db

39°50.31′
140°56.95′

1,400

犬倉山

八合目

N/S
E/W
U/D

54db
66db
66db

39°50.47′
141°00.60′

1,767

HGM

無線テレメータ式地震計
(GTA-34型)

御神坂

無線テレメータ式地震計
(GTA-34型)

N/S
E/W
U/D

60db
48db
60db

39°48.35′
140°59.82′

610

OMS

1998/11/26
〜2004/6/19

650

1998/5/1
〜2004/10/1
1998/12/8

INK

震度計（雫石町長山）

AMH

網張

有線テレメータ式地震計
(GTA-34型)

N/S
E/W
U/D

60db
60db
60db

39°49.16′
140°56.62′

空振計

TKU
MTK
YKB
ANS
KRK
KUA

滝ノ上
東北大＊１
松川
東北大＊１
焼走
東北大＊１
相ノ沢
岩手県＊２
黒倉
岩手県＊２
黒姥鞍部
柏台

有線テレメータ式地震計
(GTA-34型)

1998/5/15

1998/12/8
〜2004/11/10
N/S
E/W
U/D

有線テレメータ式地震計
有線テレメータ式地震計
有線テレメータ式地震計
有線テレメータ式地震計
有線テレメータ式地震計
遠望カメラ

60db
60db
60db

39°49.43′
140°52.53′

700

1999/7/28

39°52.80′
140°56.32′

810

分岐開始
1997/1/20

39°52.43′
141°03.18′
39°47.79′
141°01.61′

550

分岐開始
1997/1/20

470

分岐開始
1997/1/20

39°50.90′
140°58.08′
39°50.87′
140°57.83′
39°54.80′
140°59.10′

1,510

N/S：南北動、E/W：東西動、U/D：上下動
＊１ 東北大学の観測点からのデータ分岐
＊２ 岩手県の観測点からのデータ分岐
＊３ 岩手工事事務所の遠望カメラ（下倉山、ナリヤ沢、馬返し、小高倉山）は盛岡地方気象台で監視
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1,460
450

分岐開始
1999/10/22
分岐開始
1999/10/22
1999/12/10

資料 6：機動観測実施リスト（仙台管区気象台および盛岡地方気象台で実施）

1998年 ６月16日
17日

松川温泉付近の河川

ｐＨ、
水温

Ｙ−７で108℃あり前回より10℃く

黒倉山山頂

噴気量、
地温、
熱映像観測

らい上昇。
大地獄谷の噴気量については多少

18日

御釜湖、
御苗代湖、
焼切沢

ｐＨ、
水温

多め、
昨年より量は増えてきている。

大地獄谷噴気

熱映像装置

噴気温度の上昇と小泥噴出で表面現

大地獄谷−黒倉山の噴気−姥倉山分岐

噴気量、
地温

象の活発化を確認した。

７月10日

黒倉山〜姥倉山分岐鞍部

噴気温度

新たな噴気箇所があった。

８月５日

黒倉山、
姥倉山分岐周辺

噴気温度

変化はなかった。

９月17日

東岩手外輪山

噴気、
地温

変化はない。M6.2地震後の調査

10月７日

大地獄谷

噴気量、
噴気温度

変化はない。M6.2地震後の調査

山頂部

地温、
噴気温度

変化はない。

御釜湖、
御苗代湖

噴気、
噴気温度

変化はない。

大地獄谷、
黒倉山、
黒倉山・

ｐＨ、
水温

地温の高い範囲が拡大気味。

姥倉山鞍部北側の黒姥北１号、

噴気量、
ガス成分

高い領域が広がる傾向である。

岩手山山頂付近

地温

噴気量は少ない。

岩手山山頂部、
大地獄谷、
黒倉

噴気

大地獄谷で少量の亜硫酸ガスが検出

山から姥倉山

噴気、
地温、
ガス

された。その他は変化なし。
異常はなかった。

1999年 ６月19日
20日

姥倉山分岐付近
７月22日
2000年 ６月15日
９月27日

赤川、
澄川及び松川荘源泉

ｐＨ、
水温

28日

山頂火口縁

ｐＨ、
ガス、
噴気高

29日

焼切沢上流、
大地獄谷

ｐＨ、
水温

引き続き高い状況であった。

黒倉山山頂

地温

変色地域は既に植生が回復していた。

2001年 ６月20日
21日
10月３日
４日
2002年 ５月29日
30日

大松倉山北西斜面

亜硫酸ガスは検出されなかった。

山頂付近

ガス、
地温に変化なし。
弱い噴気、

黒倉山〜姥倉山
山頂付近

弱い噴気、
ガス、
地温に変化なし。

大地獄谷、
黒倉山〜姥倉山

変化なし。

山頂付近

山頂付近は変化ない。

大地獄谷、
黒倉山〜姥倉山

大地獄谷硫黄塔がドーム状になる。

山頂付近

山頂付近は変化ない。

大地獄谷、
黒倉山〜姥倉山

大地獄谷硫黄塔がさらに成長。

噴気、
地温に変化はない。
９月12日
13日

噴気、
地温に変化はない。
2003年 ６月17日
18日

山頂付近

山頂付近は変化ない。

大地獄谷、
黒倉山〜姥倉山

大地獄谷硫黄塔が引き続き見られ
噴気温度116℃と高い。西小沢の
笹枯れ広がっている。

９月17日

山頂付近

2004年 ６月17日

山頂付近

18日

大地獄谷、
黒倉山〜姥倉山

噴気温度、
熱映像観測

変化はみられない。
大地獄谷の昨年の硫黄塔の活動停

噴気温度、
熱映像観測

止、
脇に別の噴気孔形成。黒倉山周
辺の植生は回復傾向に見える。

169

資料 7：機動観測による大地獄谷の噴気温度と黒倉山の地中温度

噴気温度
観測点

1970

1987

Z-1

Z-1:妙高岳南東斜面下部

304

94

Z-3

Z-3:御室内壁

236

94

Z-4

Z-4:火口原南東部

68

Y-7

Y-7:大地獄噴気（下部）

Y-7

Y-7:大地獄噴気（上部）

133

1991

1993

1995

1996

96

95

94

94

95

96

95

94

60

86

84

85

61

123

97

96

97

92

98

105

96

1997 1998

1999

2000

93

2001 2002

2003

95

94

94

93

94

92

55

82

50

67

95

108

99

99

98

85

96

95

93

135

（文責 : 仙台管区気象台火山監視・情報センター所長
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86
87

52

80

96

関根一男）

2. 気象庁盛岡地方気象台
仙台管区気象台が観測 ･ 解析を実施しているため、火

1. 火山活動活発化した初期の対応及び観測状況

山情報発表時には両者データの摺り合わせを行って発表

（1）当台の対応状況
1998（平成 10）年 2 月中旬頃から火山性地震が徐々

した。1998（平成 10）年 4 月 29 日臨時火山情報第 1

に増加したのに伴い、当台では 2 月 20日に緊急に地震

号までは仙台管区気象台と当台の共同で発表し、以降

計等の観測機器の点検を検討するとともに、県へ防災

は当台が発表した（表 1；P.498 〜 502 参照）。（火山

ヘリコプターによる機上観測の協力要請等、早急に執る

監視・情報センター発足後は同センターで発表と変わる。
）
1998（平成 10）年 2 月18日頃より地震が増加し始め、

べき対応策について検討した。
3 月 3 〜 4 日、仙台管区気象台と共に地震計の点検

3 月に入り東北大学の傾斜計と体積歪計のデータに急

および県へ岩手山の活動状況を説明し、今後の火山

激な変化が現れ始めたことから、3 月 17 日、盛岡地方

防災業務および岩手県防災ヘリコプターによる機上観測

気象台は火山観測情報第 1 号を発表して岩手山の活

の協力を依頼した。また、18 日からは当台庁舎からの

動の変化を伝えた。
4 月 29 日には、岩手山西側を震源とする地震がバー

遠望観測を随時実施し、20 日には岩手山の活動状況

スト（連続）的に発生し、今後の火山活動が活発化

について報道機関への説明会を初めて開催した。

するおそれがあるとして、臨時火山情報第 1 号を発表

4 月から、仙台管区気象台とともに観測体制を強化

して注意を呼びかけた。

するための地震計、震度計、空振計の観測機器の設
置候補地の調査や関係機関との各種手続きを実施し、

6 月 24日には、火山性微動や低周波地震も発生した

これらを設置した。八合目の地震計設置時には、特別

ため、「今後さらに火山活動が活発化した場合は噴火

地域内であるための工作物新築の協議、防災ヘリコプ

の可能性もある」として、臨時火山情報第 2 号を発表

ターによる資材搬送の調整、臨時ヘリポートの許可申請

した。
7 月 10 日には、振幅の大きな火山性微動が発生し、

など、関係機関との調整を実施した。5 月8日の八幡平

臨時火山情報第 3 号を発表して注意を喚起した。

を皮切りに、岩手工事事務所（現「岩手河川国道事
務所」）の協力により、岩手山監視画像（八幡平、

9 月 3 日 16 時 58 分には、岩手山の南西で大きな地

春木場、小高倉山、渋民）を分岐してもらい、常に職

震が発生したことを臨時火山情報第 4 号で知らせ、岩

員が監視にあたった。

手山への影響を懸念した。
10 月 13日には、火山噴火予知連絡会の岩手山の活

（2）観測状況

動に関する統一見解を臨時火山情報第 5 号として発表

当台では、遠望観測、現地観測、ヘリコプターによ

した。

る上空からの観測を実施した。地震計・空振計・震度

活動が活発だった 1998（平成 10）年は、臨時火山

計による監視・解析は仙台管区気象台が担当した。

情報を 5 回、火山観測情報を 77 回発表し、特に 7 月

・遠望観測

10日には火山観測情報を 2 回発表するなど、発表回数

当台庁舎から毎日、噴気・噴煙の様子を職員あげて

からも活動状況が推測される。

観測した。1998（平成 10）年 3 月 23 日からは、新た

なお、火山情報の番号は、年が変わると第 1 号から

に購入した大型双眼鏡を用いた日 2 回の定時観測を加

の通し番号となる。

えて実施した。

1999（平成 11）年の臨時火山情報第 1 号から第 3

・現地観測

号は火山噴火予知連絡会の統一見解の発表であった。

活動の活発化に伴い、状況を的確に判断するため現
地観測を 1998（平成 10）年 7 月〜 10 月の期間毎月実

第 4 号では 11 月 12 日振幅の大きな火山性微動の発生

施した。特に、黒倉山付近の状況を重点的に調査した。

を知らせた。また、火山観測情報を 35 回発表した｡
2000（平成 12）年は臨時火山情報を 1 回、火山観

・ヘリコプターによる上空からの観測

測情報を 19 回、2001（平成 13）年は臨時火山情報

防災ヘリコプターによる共同観測に参加し状況把握に

の発表はなく、火山観測情報を 14 回発表した。

努めた（岩手県、岩手大学、東北大学も参加）。

2002（平成 14）年は臨時火山情報の発表はなく、
火山観測情報 12 回を発表した。10 月の第 93 回火山

2. 火山情報の発表状況

噴火予知連絡会で「水蒸気爆発の可能性」の文言

遠望観測と現地観測は当台、地震計と空振計等は
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17 時 15 分には臨時火山情報第 4 号を発表し、直

が削除された（1999 年 10 月の記載以来）。

ちに機上観測を実施すべく県へ防災ヘリコプターを

2003 年および 2004 年は火山情報の発表なしで経

要請したが、日没前のため飛行が叶わなかった。

過している。

当台は、気象庁に火山機動観測班の出動を依頼す
るとともに、早急な現地調査が必要であるとし、17
時 20 分に岩手山の北側と南側から岩手山周辺の異
常を確認するため、2 班に分かれ出発した。周辺の
聞き取り調査等を実施したが、特筆すべき異常は認
められなかった。
翌 4 日には、防災ヘリコプターによる機上観測を

3. 現地調査・機上観測（抜粋）

実施し、また気象庁の火山機動観測班や仙台管区気

1998（平成 10）年 3 月から現在まで、防災ヘリ
コプターの協力による臨時・定期観測の機上観測を

象台とともに現地調査を再度実施した。その結果、

実施している（表 2）
。

岩手山の火山活動に関係すると思われる異常は確認
されなかった。
また、同日に火山噴火予知連絡会の緊急幹事会が

2月18日から火山
性地震多発

表面現象に大き
な変化なし

9月3日M6.2地震
発生

火山活動に関係
すると見られる
異常は確認され
なかった

1999年4.9
（平成11）

定期観測

大地獄谷で硫黄
昇華物が明瞭に
見えた

1999年5.23
（平成11）

5月22日これまで
の最大規模の火
山性地震発生

震央付近では表
面現象に大きな
変化なし

1999年7.7
（平成11）

7月6日西岩手山
で噴気量、噴気
箇所が増えたた
め

7月6日の噴気量、
噴気箇所の増大
は確認されなか
ったが、笹枯れ
を確認

1998年3.11
（平成10）
1998年9.4
（平成10）

1999年10.6
（平成11）

黒倉山・姥倉山
鞍部北側斜面の
噴気が強く、多
数立ち上ってい
る通報あり

開催され、「この地震は逆断層型地震であった。火
山活動と関連する顕著な変化は認められず、岩手山
に噴気活動など表面現象は認められない。」との見
解が発表された。
2003（平成 15）年には県が岩手山西側の入山規
制緩和の準備を進めることとなり、7 月〜 10 月の
登山道安全対策のための県の現地調査に参加した。
5. 連絡体制の機器整備・火山活動に対する
台内の情報共有
県と当台の迅速な連絡体制のために、1998（平成
10）年 7 月に県・当台間及び当台・仙台管区気象台・
気象庁間に専用回線を設置し、専用電話と FAX 装
置、また携帯電話を整備した。
1998（平成 10）年 6 月から台内職員情報共有の
ため、随時、台長はじめ職員による下記の打ち合わ
せを実施した。

黒倉山・姥倉山
鞍部北側斜面で
20箇所程度に10
ｍから20ｍの噴
気が観測された

火山観測強化計画への対応、現地調査、岩手県主
催会議への対応、ヘリコプターによる機上観測、岩
手工事事務所監視カメラ設置計画対応、火山噴火予
予知連絡会提出資料、火山知識の習得
また、火山活動に関し、部外の防災機関や報道関

4. 1998（平成 10）年 9 月 3 日雫石町長山の
震度 6 弱の地震対応

係機関等からの問い合わせに職員が誰でも応えられ

1998（平成 10）年 9 月 3 日 16 時 58 分頃、岩手山

ることを目的とし、「岩手山火山活動部外照会用語

の南西を震源とする震度 6 弱の地震が発生し、火山

録」を作成した。
岩手山は過去の噴火の記録は残っているが、写真

活動に変化があったかと当台内に衝撃が走った。非
番であった職員も参集し、防災関係機関との連絡、

等がないため、当台庁舎から遠望観測において噴煙

報道機関への対応等に追われた。

の高さ・量等の推測できる基準を作成した。
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従来の地震火山業務の担当者に加えてと防災対策・

6 月 24 日の臨時火山情報第 2 号の発表は、県を初

報道対応強化のために、1998（平成 10）年 7 月に

めとして防災機関等の本格的な防災対策実施の契機

気象庁地震火山部火山課噴火予知防災係長が当台に

となった。

併任（期間 1ヵ月半）、また 9 月には若松測候所か
7. 盛岡地方気象台において

ら磐梯山の観測を担当し火山業務に習熟した職員が

火山噴火予知連絡会（拡大幹事会）開催

1 名増員（1 年 7ヵ月）になった。

1999（平成 11）年 11 月 12 日に振幅の大きい火山
性微動を約 4 分間観測した。これに関連し、火山活

6. 部外機関との連携
岩手山の火山活動の活発化に伴い、情報共有や協

動を検討するため、11 月 16 日に火山噴火予知連絡

議等のために自治体、国の機関、大学、報道機関等

会拡大幹事会を当台で開催した。委員による現地観

の多数の関係機関と連携を図った。また、観測機器

測も実施された。
「西岩手山では、水蒸気爆発の可能性のある状態

の設置では関係機関と調整を図った。

が続いているので、今後も火山活動の推移を注意深

出席した主な会合は次のとおりである。

く見守る必要がある。」との火山噴火予知連絡会の

「岩手山の火山活動に関する検討会」委員：台長

見解が発表された。

−自治体が行う火山災害の予防及び救急対策の策定
のため助言・指導−

8. その他

「岩手山火山災害対策検討委員会」委員 : 台長

2002（平成 14）年 3 月に仙台管区気象台に火山

−火山防災マップの作成、緊急対策ガイドラインの

監視・情報センターが発足したことにより、火山業

作成、防災対策の検討−

務の役割分担が変更となった。同センターが岩手山

「岩手山火山砂防計画検討委員会」委員：台長
―噴火を想定した岩手山の火山砂防計画の策定のた

も含めた東北の火山活動の監視、情報発表等を担い、

めの助言・指導―

当台は地域防災会議や火山防災協議会等への参画、
火山現象に変化があった場合や同センター調査観測

「岩手山の火山活動に関する関係機関連絡会議」委員：
台長

の結果の地元自治体への連絡及び解説を担当するこ

−火山活動対策について県を中心に関係機関が連携

ととなった。
また、平常時から地元自治体及び関係機関と火山

して推進−

に関する情報を共有し、連携を図っていくこととなっ

「岩手ネットワークシステム（ＩＮＳ）岩手山火山

た。

防災検討会」台長はじめ関係職員が参加
この他、防災ヘリコプターによる機上観測、県の
地震計・地温計の設置協力、他機関の観測機器設置
にかかる手続き協力、岩手山噴火対策防災訓練参加。
また、1998（平成 10）年 6 月 24 日 16 時の臨時火
山情報第 2 号の発表前に県へ出向き、「大地獄谷の
噴気活動活発化、有感地震の発生、地震回数の増加、
低周波地震、火山性微動も発生しており、噴火の可
能性にまで踏み込んだ情報を考えている。」と説明し、
県も早急に火山防災対策体制を立ち上げるべきであ
るとの旨を述べた。県では急遽、県警察本部・市町
村の担当者連絡会議を招集すると共に、直ちに県と
県警察本部はそれぞれ災害警戒本部を設置、防災体
制の強化、県警察本部ヘリコプターによる登山者へ
の下山呼びかけを実施した。この後、7 月 1 日から
の入山禁止へとつながった。
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（文責：盛岡地方気象台防災業務課）

3. 国土交通省国土地理院
を説明した。また、6 月 1 日から 7 月 25 日までの約 2 カ

1. はじめに

月間の観測結果で「岩手山の火山活動に伴う隆起（約

岩手山の火山活動の活発化に伴い、1998 年 6 月 24

4 ㎝）検出」等の記者発表（7 月27日）も行った。

日に臨時火山情報が発表され、翌 25日に建設（当時）

2）地磁気・重力観測

本省で災害対策連絡会議が開催された。同日、国土
地理院においてもこれを受け、企画部長を事務局長と

マグマの移動に伴う地磁気や重力の変化を観測する

する「岩手山火山活動災害対策本部事務局」を設置

ため、地磁気連続観測点及び絶対重力測量観測点を

し、「地殻変動」の監視・観測・成果の提供活動およ

岩手山周辺に選定（6 月25日）し、観測を開始した。
合わせて航空磁気測量も実施し、熱源の位置等が

び「地理情報」の収集・提供活動が開始された。また、

明らかになった。

これらの取り組みは、8 年後の現在においても基本的に

3）火山基本図・集成図配布

継続されているが、国土地理院の活動を振り返り、そ

「岩手山の火山対策関係省庁連絡会議」および現地

のあらましを報告する。

等に火山基本図及び緊急に作成した 2 万 5 千分の 1
集成図を配布（7 月 3 日）した。また、5 万分の 1 集

2.「地殻変動」および「地理情報」の観測と成果提供等

成図を作成し、調査用基図として関係機関等へ配布（7

（1）火山活動初期（1998 年 6 月〜 8 月）

月29日）した。

火山活動初期においては、観測体制の強化のため

4）航空写真撮影

新しく「臨時の GPS 連続観測装置」、「APS（測距・

7 月 14 〜 18 日の間、緊急に岩手山周辺のカラー航

測角自動観測装置）」および「レグモス（GPS 火山変

、写真 145 枚）を行い、関係機

動リモート観測装置）
」の施設等を岩手山周辺に整備し、

空写真撮影（812

無人観測装置を採用して観測を開始した。

関および市民への利用の便に供した。また、東北地方
測量部で公開した。

これにより、職員の安全性が飛躍的に高まった。

5）火山基本図「岩手山」の DEM 作成

また、国土地理院が全国に約 1,200 点配置している
電子基準点の GPS 連続観測システム（GEONET）

火山活動が活発化している岩手山について、2 万 5

の緊急解析に加えて、「地磁気測量」、「重力測量」

千分の 1 地形図の等高線データから作成した 15 ｍメッシュ

なども実施した。この観測結果は、マグマの活動と観

の標高データをもとにコンピュータ処理して DEM（数値

測データの関係を研究する上での貴重な基礎研究デー

標高モデル）を作成し、ホームページにより公開（8 月

タとなった。

4日）した。
6）観測研究

1）APS、GPS

平成 10 年度科学技術庁の科学技術調整費による緊

地殻変動の三次元変化量をより詳細に捉えるため緊
急調査班をヘリコプターにより現地に派遣（6 月29日）し、

急研究として「GPS 火山変動リモート観測」で既にふ

岩手山周辺において APS 用の反射鏡の設置および

もとに配備しているGPSを山頂、山腹に 5カ所増設して

GPS 観測点の設置を行い、観測を開始した。

観測研究を行った。

山頂に近い GPS 観測点では商用電源が得られない

本経費により観測研究を強化するのは、国土地理院

ことから、ソーラーパネルや風力発電、衛星通信装置を

のほか、工業技術院地質調査所、科学技術庁・防災

利用した「レグモス」を開発し、建設省所有の防災ヘ

科学研究所、気象庁・気象研究所の 4 機関であった。

リコプター「あおぞら」により設置した。

（2）火山活動中期（1998 年 9 月〜 2004 年 7 月）
1998 年 9 月 3 日に岩手山の山体南西部の雫石町を

これらの観測成果は、定期的に開催される岩手県災
害警戒本部会議に提供されるとともに、必要に応じ国の

震源とする岩手山南西地震（マグニチュード（M）6.2、

防災機関等に提供され、岩手山の活動の推移を図る

雫石町で震度 6 弱）が発生し、この地震に伴う地殻変

重要なデータとして利用された。また、観測結果は現

動の状況を記者発表（9 月 4 日）した。この地震によ

在においても提供されている。

る火山活動への顕著な変化は認められなかった。その

7 月 2 日開催された「岩手山の火山対策関係省庁連

後の火山活動は静穏な状態が続いた。岩手県の「第

絡会議」において、2 月以来半年間で電子基準点の

3 回岩手山火山災害対策検討委員会（座長：斎藤徳

「雫石」−「岩手松尾」の距離が 4 ㎝伸びていること

美岩手大工学部教授）」は 12 月 25 日、「現状では火
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10 月 15 日

山活動が終息に向かっているとは判断しがたい」と

・観測体制、地殻変動等説明した。

して今後も慎重に観測を続けていくことを決定した。

・火山基本図を数値化したので研究、防災等に

1）地震に伴う地形調査

活用されるよう紹介。

岩手県内陸北部の地震による雫石地区の災害と地

（2）ＩＮＳ「岩手山火山防災検討会」

形・地盤条件との関係の有無及び亀裂・斜面崩壊と

岩手県内の産学官の研究交流組織「岩手ネットワー

活断層との関連などについて調査を行った。

クシステム（ＩＮＳ）」の分科会ＩＮＳ「岩手山火

2）GIS データの提供
各機関が発信する火山活動情報および災害情報等

山防災検討会」への参加は第 19 回（2000 年 6 月 17

を総合的に電子情報化し、地理情報システム（GIS）

日）からになり、主に東北地方測量部の地殻情報

で扱えるデータとして数値化し、関係機関に CD-R

管理官が APS・GPS の観測結果の報告、説明を行っ

として配布するとともに、データの一部をインター

てきた。また、これらの観測結果等から岩手山の

ネットで公開した。今回のシステムを利用すること

活動モデルについて、地理地殻活動研究センター

で、情報の統一化、共有化が図れることになった。

村上

火山対策用のデータシステムの整備は全国で始めて

11 月、UJNR（天然資源の開発利用に関する日米会

となった。

議）地震調査専門部会・第 4 回合同部会が盛岡市で

亮総括研究官が説明を行ってきた。2002 年

開催されたのを機に、「地震・火山災害からくらし

（3）現在（2004 年 7 月〜現在）

を守る講演会」を岩手大学で同時通訳付きで市民

岩手山は、2004 年 7 月 1 日を持って入山規制が 6

を対象に開催した。

年ぶりに解除された。しかしながら国土地理院の観

（3）岩手山の火山活動に関する検討会

測体制は、県等の要望も踏まえ地殻変動の推移を見

岩手県主催「岩手山の火山活動に関する検討会」

守るため従前と変わらない体制とし、観測されたデー

への国土地理院の出席は、2001 年 11 月 27 日、第

タは岩手県等に定期的に提供している。

19 回からである。主に東北地方測量部の地殻情報
管理官がオブザーバとして出席し、GPS・APS の

3. 会議等への参加

観測結果、観測体制等について報告している。また、

（1）岩手山の火山対策関係省庁連絡会議

この検討会において出された当院への意見、要望等

７月２日：

についても対応を行ってきた。

・7 月岩手山周辺の GPS 基線の変化（2 月以来

（文責：国土地理院企画部企画調整課）

雫石―岩手松尾基線が 4 ㎝伸びを説明。
・火山基本図、2.5 万集成図配布し、各機関での

4. 国土地理院が取り組んだ各種観測

利用をお願いした。

4−1

・水準測量の依頼

GPS と APS 観測

（1）はじめに

９月７日：
・地震に伴う GPS 基線変化については、震源の

国土地理院は、地震・火山等の調査研究や地殻変

西方に当たる M 田沢湖の点の東向きの変動が

動監視及び各種測量の基準点として、全国に約

大きいこと、震源のすぐ北にあると思われる

1,200 点余りの電子基準点（GPS 連続観測点）を設

M 西山の観測点が北向きに変位したこと等を、

置し、リアルタイム観測を行っている。これにより、

変動ベクトル図を用いて説明し、想定される

日本列島の広域な地殻変動を把握するとともに火山

東西圧縮の逆断層というメカニズムと調和的

や地震による地殻変動も短時間で把握し、その結果

な変動であることを説明した。

を公表するなど、現在までに多くの成果を上げてい

また、APS の観測結果からは、岩手山の北

る。また、必要に応じて臨時の GPS 連続観測点や

西側基線の距離が縮まっていることから、西

測距・測角自動観測装置等を設置し、より局所的な

側の尾根が北向きに変位したことを示すデー

地殻変動を捉えるための観測も行っている。
この項では、岩手山が 1998 年 2 月から火山活動

タであると説明し、これも震源のメカニズム

が活発化したことに伴い、国土地理院が岩手山周辺

と整合すると報告した。
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に設置した各種の機動観測装置（GPS 連続観測装
置や測距・測角自動観測装置等）とこれらの装置を
維持するために講じた様々な対策や得られた観測結
果等について報告する。
（2）各種機動観測装置の設置
国土地理院は、1998 年 5 月上旬から岩手山周辺の
地殻変動の監視を強化するとともに、局所的な火山
活動を把握するため、臨時の GPS 連続観測点（写真 1）
の設置作業に取り組み、翌月の 6 月中旬から観測を
開始した。
山系の稜線上に多数設置し、7 月 31 日から観測を
開始した。
10 月 3 日、「GPS 火山変動リモート観測装置（レグ
モス:REGMOS:Remote GPS Monitoring System）」
を建設省の防災ヘリコプター「あおぞら」号により空輸
（写真 3）し、姥倉山の鞍部に設置（写真 4）した。
国土地理院が岩手山の火山活動による地殻変動を
監視するために、この時期に設置した各種機動観測
装置の配置図を図 1 に示す。
6 月 25 日、建設省（当時）は省内の災害対策連絡
調整会議を開催し、最新情報の共有化を図るため「岩
手山情報連絡本部」を設置した。これを受け、国土
地理院では、同日中に「災害対策本部事務局」を設
置した。6 月 27 日には、火山活動の活発化に伴い、
今後の山体変化を連続的に監視し、より観測体制を
強化するために緊急調査班を現地に派遣した。

（3）各種機動観測装置の概要
1）臨時の GPS 連続観測点
臨時の GPS 連続観測点と電子基準点との違いは、
観測点の構造が違うだけで、観測システム等につい
ては同じである。取得した観測データは、つくばの
国土地理院に NTT 電話回線により転送し、岩手山
の周辺の電子基準点とともに解析され、地殻変動に

この調査結果等に基づき、距離と角度を自動測定

関する資料となる。

する「測距・測角自動観測装置（APS：

2）レグモス

Automated Polar System）」を岩手山系北方の下倉

レグモスは、1997 年に開発された観測装置である。

山へ設置（写真 2）するとともに、反射点を岩手山
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（4）各種機動観測装置のさまざまな対策
1）冬季対策
GPS 及び APS の連続観測を続けるための冬季対
策として、積雪、防寒、防風及び日照不足への対策
を講じた。
①積雪対策では、各装置が雪に埋まらないように地
上より高めに設置した。ソーラーパネルは着雪を
防ぐために、垂直に取り付けた。
②防寒対策は、観測装置を断熱材ケースに収納し、
観測装置の発熱により保温する方法を採った。
GPS 観測装置では、衛星通信装置の発熱を利用
した。衛星通信装置は、収納する観測装置のうち
消費電力量が一番多く、発熱量も多い。しかし、
供給電力には限りがあり連続稼動の余裕はなく、
衛星通信装置の稼動をつくば監視局からの通信に
よって制御し、待受時間の設定で発熱量を調整す
る方法を採った。
監視局では、送られてくる温度と電圧のデータを
この観測装置の特徴は、電子基準点や臨時の GPS

見ながら、ケース内の温度とバッテリーの電圧の

連続観測点と較べ、商用電源及び有線電話回線を必

バランスを取りながら、待受時間の調整を行った。

要とせず、GPS の連続観測が可能なことである。

③防風対策では、観測小屋のガラス窓を強化ガラス

電源装置には、商用電源の代わりに蓄電池をはじめ

とし、APS 反射点の支柱やソーラーパネルの取

太陽光発電や風力発電等を利用している。また、観

付架台をワイヤーロープで固定した。
④冬季の日照不足は、岩手山近傍の日照時間から観

測データ等の通信は、衛星携帯通信装置を採用して

測装置の消費電力量の見積もりに適応した発電能

いる。

力を確保するとともに、予備電源を備えた。

この観測装置の現地への設置は、1998 年 10 月に
岩手山の姥倉山に設置したのが、はじめてである。

2）想像を絶した気象条件

その後は、幾度もの改良が加えられて、現在では、

岩手山における冬季観測は、我々の予想を遙か

樽前山・有珠山・北海道駒ヶ岳・岩手山・富士山・

に上回る過酷な気象条件下での観測であった。特

伊豆大島・新島・三宅島の各地に設置されており、

に姥倉山などの山頂部（写真 5）においては、風雪

火山変動観測等で活躍している。写真 4 は、姥倉山

による「海老の尻尾」（より発達すると樹氷のよう

に設置された第 1 号機の GPS リモート観測装置
「REGMOS Type GSI 」である。
3）APS 連続観測装置
APS 連続観測装置（写真 2）は、セオドライトと
光波測距儀を組み合わせて、パソコンの制御により
角度と距離を自動測定する観測装置である。雲仙岳
の噴火活動による地殻変動の監視を目的に 1992 年
11 月に、はじめて購入された観測装置である。
観測データ等の通信は、観測装置の設置当初は衛
星携帯通信装置を採用していた。その後、有線によ
る回線への改良等が加えられている。
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に全体を覆ってしまう）がいたるところに発達し、ソー
ラーパネルをはじめ、GPS や衛星通信アンテナを
覆うとともに、風力発電装置までをも凍らせてしま
い、電力不足が発生することもたびたび起きた。
APS 反射点でも、反射鏡が「海老の尻尾」で覆
われ、反射面が凍結した（写真 6）。また、雪と氷
は杭やワイヤーロープに絡みつき、それらが原因と
思われるような辺長変化を生じさせ、ついには反射
鏡支柱を傾倒させるまでに影響を及ぼした。
APS 観測は、観測点と反射点間が直接見通せる
ことが必要である。窓ガラスや APS 反射点の氷結、
吹雪など周辺の天候悪化と厳冬期は悪条件が重なり、
山頂部を始めほとんどの反射点で観測ができず、観
測データの欠測が続いた。また、通信の不具合等に
よるパソコンのハングアップも発生し、観測データ
の欠測も発生した。

固定する方式は全点で取りやめた。深い穴が掘れる
場所は穴を掘り、9 ㎝角の角材に丸太の根かせを打っ
て埋め込み、これを支柱としてアルミポールを固定
する方式をとった。岩の露出しているところでは、
特別に製作したステンレス製の反射鏡台座を、直接

3）新たな対策

岩にドリルで穴をあけ、ボルトとコンクリートで固

1998 年から 1999 年にかけての冬季観測を支える

定する方式をとった。

対策は手探り状態であった。そのため、APS 観測

国土地理院では、これまで山頂等での連続観測は、

では、観測がされない、通信ができない等、観測装
置に異常が生じていると判断される時は、現地に急

電源や通信等の問題から行っていなかったが、岩手

行（写真 7）し、その原因を究明し観測を継続させ

山において、ソーラーパネルや風力発電、衛星携帯

るために全力をあげた。

電話を利用することで連続観測がはじめて可能になっ
た。

なお、地元自治体職員の方々が姥倉山の GPS リモー

以上紹介した、臨時の GPS 連続観測点、APS、

ト観測装置に付着した氷塊を除去（写真 8）してく
れるなど、地元関係者の協力により、観測装置が守

レグモスの三つの連続観測装置は、設置当初からさ

られてきたことも特筆しておくこととする。

まざまな改良や冬季対策等を施したことにより、現
在も岩手山の火山活動に伴う地殻変動を捉えるべく

1999 年 6 月、これまでの事例から考えられる対
策の一つとして、APS 反射鏡の再設置を行った。
雪氷による反射点の傾倒対策は、ワイヤーロープで
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稼働し続け、火山活動の監視に役立っている。

（5）岩手山における現在の各種機動観測装置
岩手山に設置した各種機動観測装置に対して、冬
季対策をはじめとしたさまざまな対策を施してきた
が、ここに記述した以外にも多くの対策を講じた。
写真 9 〜 11 は、2004 年 7 月 1 日から岩手山の入山
規制が 6 年ぶりに解除されるのに伴い、岩手山周辺
に設置してある各種の機動観測装置への安全対策措
置等を施した際に撮影したものである。写真 11 は、
APS 連続観測装置の反射鏡の役割を説明した文を
黒倉山周辺に設置してある反射鏡のポール部分へ貼
り付けた後に撮影したものである。
2004 年 6 月現在、岩手山周辺に設置してある各
種機動観測装置の配置図を図 2 に示す。図 2 の凡例
に記載してある「機動観測点」とは、図 1 に記載さ
れている「GPS 連続観測点（臨時）」と同様のもの
である。

（6）得られた成果
岩手山の火山活動の活発化に伴い、1998 年から
開始した各種機動観測装置による地殻変動の監視の
観測は、今年（2004 年）で 7 年目となる。
図 3 は、下倉山と 04 測点（黒倉山）間の APS に
よる距離観測の結果である。1998 年の観測開始か
ら 2001 年当初までは、2 点間の距離が顕著な伸び
を示し、2001 年以降はそれ以前と比較すると伸び
が緩やかな傾向になっている。
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図 4 は、同じく APS による観測結果であるが観
測区間は黒倉山の南東部にある 03 測点（鬼ヶ城）
の近傍に設置した 03 測点と下倉山の間の結果である。
この区間は、1998 年の観測開始から、殆ど距離に
変化がない。
黒倉山は岩手山系のなかでも極めて噴気活動の活
発な地域であるが、この 04 測点の距離の変化が噴
気活動に直接起因しているのかは特定できないが、
これらの観測結果は、火山活動の推移を図るうえで、
多大な貢献をしてきたことは言うまでもない。
図 5 は、岩手山周辺における GPS 観測点各地点
の約 1 年間の水平変動量をベクトルで示したもので
ある。観測データは、2003 年 6 月と 2004 年 6 月のデー
タを使い、固定点を電子基準点「雫石」にとり解析
した結果である。この図では、岩手山系の姥倉山に
設置してある GPS 火山変動リモート観測装置（「M
姥倉山」）が南東方向へ約 1 ㎝程度変動しているこ
とを示している。
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連続観測で得られた数々の実績は、これからの機動
観測技術の方向性を見いだす基礎ともなっている。
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今後は、岩手山で行った各種機動観測により得ら

重力観測

国土地理院では、岩手山の火山活動に関する重力

れた多くの成果等を応用し、国民に安全・安心を与
えられるよう、より安定した機動観測を目指して、

観測として、1998 年 8 月以来，岩手山山麓周辺で

一層の充実をはかってゆく必要があると考える。

絶対重力計 (FG5) による絶対重力観測とラコスト
(LaCoste&Romberg) 重力計による相対重力観測を

謝

延べ 6 回行った（表 1）。

辞
1998 年から開始した、岩手山の火山活動を監視

第 1 回目の観測を終了した直後に，絶対重力観測

するための機動観測は、各種観測装置の開発製作を

点から約 2 ㎞という近傍で M6.2 の地震が発生した（岩

請け負った企業、岩手山周辺への観測点設置に関す

手県内陸北部地震，1998 年 9 月 3 日 16 時 58 分）。

る協議や様々な情報を提供して戴くとともに岩手県

この地震発生を受け第 2 回目の重力観測を 9 月 10

防災ヘリ「ひめかみ」号の利用に幾度となく便宜を

日から実施した。

図って戴いた岩手県をはじめとした各地方自治体、

（1）観測点の選定

国立公園内への観測点設置等で便宜を図って戴いた

観測に先だって、絶対重力と相対重力を行う測定

環境庁及び林野庁、現地の気象情報や地震情報等を

場所の選定を行った。絶対重力観測を行う場所を国

提供して戴いた気象庁盛岡地方気象台、防災ヘリ「あ

民休暇村 ｢岩手｣ に決定した（図 6）。この施設は岩

おぞら」号を用いた設置及び現地調査や観測などで

手山の南西斜面に位置する。相対重力観測を行う場

全面的にお世話になった東北地方整備局岩手河川国

所は岩手山周辺の計 9 箇所に選定した（図 6）
。

道事務所及び各種の機動観測機器等の設置当時の建

（2）絶対重力観測

設省関係部局など、多くの方々のご協力を得て実施

絶対重力観測では，真空中で自由落下するコーナー・

することができた。ここにあらためて関係者の皆様

キューブの時間的な位置変化の様子をレーザー干渉

に深く感謝申し上げる。

で計測する方法をとっている。長さと時間の標準か
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ら落下運動を決定するため、他の重力点を参照する

FG5 絶対重力計の真空槽内部でコーナー・キュー

ことなしに、ある地点における重力加速度を独立し

ブを 15 秒ごとに自由落下させ、1 回の落下には約

て高精度に決定することができる。

0.2 秒を要した。なお、1 回の運転サイクル（1 セッ
ト）は、約 40 分間で 160 回の繰り返し測定である。

観測には Micro-g 社製の FG5 絶対重力計（#203）
（写真 13）を使用した。

（3）相対重力観測
1 点の絶対重力観測だけでは、火山体の広い範囲
にわたる重力変化の全貌が把握できないため、絶対
重力計より携帯性に富む相対重力計を用いて、同時
期に山麓周辺で相対重力観測を行った。この相対重
力観測では、観測点間の重力差が得られるので、絶
対重力測定点から出発することによって、他の観測
点における重力値が絶対測定を参照として求まるこ
とになる。
使用したのはラコスト重力計 ( 写真 14) で，器械
内部ではバネで錘を吊り下げ、錘に作用する重力を
バネの弾性力と釣り合わせる仕組みになっている。

（4）観測結果
表 1 に、各回における絶対重力観測の結果を示し
た。また、絶対重力観測値の時間変化をグラフにし
た（図 7）。岩手県内陸北部地震の前後で有意な重
力変化 (-0.006mGal) が認められた。
4 − 3 航空磁気測量
地上における地磁気観測では、地表付近の局所的
な磁気異常、人工構造物や電磁気ノイズ源の影響を
受けて周囲と異なった地磁気の値を示すことがあり、
詳細な磁気分布を得ることが難しい。これに対して、
航空磁気測量は、地表付近の局所的な磁気異常源か
ら離れた場所で観測することから、ある範囲内の平
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1998年８月25日 〜 ９月２日

#203

980024.0321

±

0.0001

26558

0.0093

1998年９月11日 〜 ９月19日

#203

980024.0259

±

0.0001

27170

0.0134

1998年11月７日 〜 11月15日

#203

980024.0237

±

0.0001

19568

0.0135

1999年５月11日 〜 ５月18日

#203

980024.0164

±

0.0001

17612

0.0106

1999年10月15日 〜 10月22日

#203

980024.0193

±

0.0001

30302

0.0206

2000年５月11日 〜 ５月18日

#203

980024.0184

±

0.0001

19009

0.0153

（＊）有効落下データの標準偏差をあらわす。

飛行速度：135KT（約250km/h）風によって対

均的な磁場を正確に測定できる。また、ほぼ自由な

地速度は異なる

航路をまんべんなく飛ぶことにより、火山地域など
の立ち入りが困難な場所でも、空間的に詳細な観測

測定データ：6秒間隔の全磁力値

が可能である。

測位データ：電子基準点No.950161を既知点として
基線解析を実施

国土地理院が岩手山で行った航空磁気測量の概要

使用機材：プロトン磁力計、GPS測量機

は、次のとおりである。

機体磁気検定地：水沢測地観測所

（1） 観測の概要

プロトン磁力計のセンサーは、機体後部に約 1 ｍつき

観測の諸条件は、次のとおりである。
航 空 機：ビーチクラフトUC-90「くにかぜⅡ」

だした形で装着する（写真 15）。観測範囲と個々の観

飛 行 場：海上自衛隊八戸航空基地

測位置の例として図 8 に高度 2,700 ｍの観測位置およ

観測期間：1999年7月29日〜8月5日

び地形（標高）を示す。

観測範囲：岩手山を中心とする東西方向21㎞、南

（2）磁気異常図の作成
航空磁気測量の結果を用いて、各高度ごとの磁気

北方向27㎞の地域

異常図を作成した。これらの結果を 3 高度まとめて一

コース間隔：緯度・経度差30秒ごと

枚にした図が岩手山航空磁気測量図 (1/3)（国土地理

（南北方向約900m，
東西方向約800m）
飛行高度：2,700m、
3,200m、
3,700m（気圧測高による）

院、2000）であり、いわゆる全磁力磁気異常分布図で

コース数：延べ186コース
（31コース×2方向×3高度）

ある。図 9 に一例として高度 2,700 ｍの図を示す。
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水沢測地観測所に携帯用プロトン磁力計（EG&G
Geometrics，G-856X）が 2 台あり、この 2 台の磁
力計を有効に使用するために、①できるだけ火山性
震源域に近く、②震源を南北に挟み、③長期観測の
メンテナンス性、④設置、保守時の作業の安全の確
保等を考慮して選点を行った。その結果、南側は雫
石町の国民休暇村岩手山麓地内（雫石測点）、北側
は松尾村にある岩手県県民の森内とした（松尾測点）
（図 10）。両地点とも、林の中である。
観測機器の設置方法は、磁力センサーを塩ビパイ
プ ( 高さ 1.8 ｍ ) に固定し、立ち木及び杭に 2 段 4 方
向にロープで固定した。携帯用プロトン磁力計の電
源は通常乾電池使用であるが、長時間使用のため自
動車用バッテリーとした。バッテリーとアンプ（計
測部）は、センサーから約 5 ｍ離れた木箱に収納し、

4 − 4 地磁気連続観測（全磁力連続観測）

シートで覆った。

岩手山の火山活動活発化に伴い、水沢測地観測所

また、1999 年 5 月に雫石測点の南西側に芳沢測

では 1998 年 6 月 25 日から 2003 年 11 月 28 日まで岩手

点を追加設置した。

山麓に磁力計を設置し、全磁力の連続観測を実施した。
（1）観測点と観測機器

（2）観測とメンテナンス

今回の岩手山の活動は、1998 年 6 月頃は深さ数㎞

携帯用プロトン磁力計は、約 12,000 個のデータ

より深い場所での地震活動が主体であり、地殻変動か

をメモリーに記録できるため、毎 5 分値観測で約

らも地下 10 ㎞ほどの場所へマグマが貫入していること

40 日間の観測データ収録が可能であった。また、バッ

がわかっていたために、深部でのマグマの動きを探るこ

テリーも 1ヵ月程度の使用には十分余裕があり、デー

とを目的とした。

タ回収と保守を約 1ヵ月ごとに行った。
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これらのデータを GIS で利用できるようにするた
めの作業、データ配布のための準備等を行った。
作成したデータについては、10 月 21 日に記者発
表し、11 月初旬に「岩手山災害対策 GIS 用データ」
として関係機関に CD-R「岩手山災害対策 GIS 用デー
タ」を配布した。配布した後、新しい防災マップを
入手したこと、岩手山東側噴火を想定した避難場所
や火山活動の観測施設にも変化が見られたことから、
「岩手山災害対策 GIS 用データ」に、これらの情報
を追加・修正して更新した「岩手山災害対策 GIS
用データ 2」を、1999（平成 11）年 6 月に CD-R で
関係機関に再配布した。また、インターネットによ

（文責:国土地理院測地部物理測地課）

る GIS の利用環境も整ったことから、同年 7 月から
インターネット上での公開を開始した。
（3）データの整備とシステムの構築

4 − 5 GIS データの提供

GIS のデータを利用するためには、利用側の機関

（1）はじめに
火山活動が長期化している岩手山については、地元

が GIS ソフトウェアを所有していなければならない。

行政機関をはじめさまざまな機関から災害対策に必要

当時、GIS は一般に普及しているとは言いがたく、

な、あるいは、火山活動の観測に関する地理的情報が

GIS ソフトウェアを所有している機関は少なかった。

発信されていた。しかし、これらの情報はそれぞれの

このため、無償で使用できる GIS ソフトウェアを

機関が独自の様式で作成しており、情報相互の関係が

インターネット等により調査し、利用の可能性を検

把握しにくくなっていた。このため、国土地理院では

討したところ、米国 ESRI 社の ArcExplorer が国土

これらの情報を、地理情報システム（GIS：

地理院において既に使用していた ArcView のデー

Geographical Information System）で扱えるデータと

タを利用できるため、これを使用することとした。

して数値化し、関係機関に CD-R として配布するとと

GIS に盛り込む情報のうち、主題データは、国土
地理院、気象庁、地質調査所（現独立行政法人産業

もに、データの一部をホームページで公開した。

技術総合研究所）、東北大学等が実施している火山

（2）作成に当たっての経緯
防災マップや観測施設の位置情報は、災害対策上重

活動監視のための観測施設の位置、地元災害対策本

要であり、関係省庁連絡会議等を通じて情報交換が行

部等が公表した防災マップの情報及び国土地理院が

われていた。しかし、これらの情報は各機関が独自に

緊急に撮影した空中写真の撮影位置や応急的に作成

作成したため、情報相互の位置関係が把握しにくく、

した地形分類などの情報とした。
GIS の基盤となる地図データは、1:25,000 地形図

災害対策の策定や火山活動の予測を行う上で非効率的

及び 1:200,000 地勢図のラスターデータを使用する

であった。
国土地理院では、岩手山の災害対策に関するさまざ

こととした。また、インターネットによる GIS で

まな情報が利用しやすく、関係機関で共有できるよう、

の使用を考慮し、1:25,000 地形図の道路、鉄道、水

GIS を使用して統合化することにした。また、インター

系のベクターデータも作成することとした。さらに、

ネットによる GIS は、当時、ソフトウェア業者が PR

山頂部分については、国土地理院が作成していた火

用にインターネット上に設置している程度で、実利用

山基本図を数値化し、使用することとした。なお、

可能なものは見当たらなかった。このため、情報発信

地名や公共施設の名称で位置が検索できるようにす

の手段として既存のソフトウェアや専用に開発したソ

るため、使用する 1:25,000 地形図に関する地名の位

フトウェアを用いてインターネットによる GIS を試行

置情報を新たに作成するとともに、公共施設の位置

することとした。

情報は、国土地理院が実施している基本情報調査の

GIS 構築は、8 月初旬からデータの作成を開始し、
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資料を利用することとした。

（5）データ表示のためのファイル

（4）岩手山災害対策 GIS 用データの概要

上記データを利用する場合、GIS ソフトウェアで

以下に「岩手山災害対策 GIS 用データ 2」につい
て概要を示す。

これらのデータを読み込み、表示等の設定を行う必

1）主題データ

要があるため、あらかじめデータ表示用のプロジェ
クトファイル（ArcExplorer と ArcView 用）を用

ベクターデータ

意した。

ポイントデータ：国土地理院観測施設、他機関
観測施設、国土地理院空中写

また、経緯度と平面直角座標という 2 種類の座標

真撮影地点、入山規制箇所、

系でデータを作成したため、それぞれの座標系ごと

避難場所、防災関係機関

にプロジェクトファイルを作成した。
（6）GIS の利用

ラ イ ン デ ー タ：火山地形・リニアメント等

1）データの配布

ポリゴンデータ：西側土石流予想地域、
地形分類

地元の県・市町村等の災害対策担当部署、国土庁

2）基盤データ

等国の災害対策担当機関、岩手山の活動監視に参加

ベクターデータ

している大学及び国の研究機関等の約 30 機関に

ポイントデータ：地名、公共施設、火山基本図

CD-R で配布した。

（基準点）

2）ArcExplorer による表示例

ラ イ ン デ ー タ：1:25,000地形図（道路、
鉄道、
河

観測施設、火山基本図、地形分類図等の表示や検

川）、火山基本図（道路、鉄道、

索結果の画像などを見られるようにした（図 12）
。

河川・水涯線、
等高線）
ポリゴンデータ：1:25,000地形図（水面、
行政界、
、
火山基本図
（建物、
地形図図郭）
水面、
行政界）
ラスターデータ
画 像 デ ー タ：1:200,000地勢図、1:25,000地
形図、火山基本図（陰影図、
傾斜分級図）
3）データ作成範囲（1：25,000 地形図）
データの作成は、図 11 の範囲とした。

八幡平

茶臼岳

平館

沼宮内
3）インターネットによる GIS の公開

曲崎山

松川温泉

大更

国 土 地 理 院 ホ ー ム ペ ー ジ の 「 火 山 の 地 図 」の

渋民

web サイトからサーバー上の GIS ソフトウェア
秋田駒ヶ岳

篠崎

姥屋敷

鷹高

（ArcView IMS）にアクセスして利用できるように
した。このためインターネットのブラウザで利用で

国見温泉

雫石

小岩井農場

き、データの表示・非表示、地図の拡大・縮小、検

盛岡

索等簡単なデータ操作が行える（図 13）。
なお、インターネット用のデータは、ArcView

注）八幡平、
曲崎山、
秋田駒ヶ岳、
国見温泉は主題データを含まない。

用のプロジェクトファイルが利用できる。

186

あるいは、一般市民で共有する必要があるものも少
なくない。これらの情報は時間とともに変化するた
め、データの更新及び共有化を図ることが必要であ
る。
参考文献
菱山剛秀（1999）岩手山災害対策 GIS 用データについて，
国土地理院技術資料 D・5-No.17,p14-23.

（文責：国土地理院地理調査部防災地理課）

5. 今後の課題
GIS は阪神・淡路大震災を契機に災害対策、災害
復旧などに有効なツールとして国や地方自治体など
で導入されている。
当時、GIS 構築のためには、基盤となる地図の情
報と災害や防災に関するさまざまな情報が必要であり、
これらのデータを整備するには、経費と準備のため
の時間が必要であり、災害に関する情報は刻々と変
化し関係機関が常に最新の情報を共有することも必
要であった。現在、最新情報の共有化など課題も多
いが、基盤となるデータについては、数値地図
25,000（空間データ基盤）及び数値地図 2,500（空間
データ基盤）が、国土地理院ホームページ
（http://www.gsi.go.jp/）から閲覧できる。数値地図
25,000（空間データ基盤）は、1/25,000 地形図に相
当する精度を持つ、道路中心線、鉄道中心線、河川
中心線、水涯線、海岸線、行政界、基準点、地名、
公共施設、標高の 10 項目のデータである。また、数
値地図 2,500（空間データ基盤）は、全国の都市計画
区域（約 96,000

）を対象に、道路、河川、行政区

域界等の骨格的地図項目を数値化したデータである。
国土地理院では数値化された国土に関する様々な
地理情報を統合し、コンピュータ上で再現する「電
子国土」のサイトを、ホームページで公開している。
これを利用することにより、国、地方公共団体、
NPO 等は、自ら作成した地理情報を広く発信でき
るようになり、地理情報の利用・普及が期待される。
また、地震、火山災害、水害など災害の種類ごと
に基盤情報としてどのような情報を整備すべきか検
討し、準備しておく必要があろう。さらに、災害の
予測や災害発生後の状況に関する情報は、関係機関
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4. 独立行政法人産業技術総合研究所
なり合うことで形成された火山体は、山体の大部分

1. 産業技術総合研究所の
岩手山火山活動に関する調査体制

が一挙に崩れ落ちる山体崩壊を度々発生してきた。

独立行政法人産業技術総合研究所地質調査総合

火山活動に呼応した防災対応を検討する際には、こ

センター（茨城県つくば市：1998 年当時は通商産

のような過去の活動履歴から、災害を引き起こす可

業省工業技術院地質調査所）は、地下資源探査から

能性のある噴火様式を抽出し、活動の推移について

地震・火山被害の軽減さらに地球温暖化対策に至る

整理しておく必要がある。そこでトレンチ調査や地

まで、国土の安全かつ有効利用の為に必要とされる

表調査、古文書調査などの手法を用いて、過去の噴

地質情報の収集・公表ならびに基礎研究を行う公的

火活動の歴史や災害をもたらす噴火様式・活動推移

研究機関である。特に火山噴火に対しては、国の火

の解明を目的とした調査研究を行ってきた。また、

山噴火予知計画に参画し、噴火予知・噴火推移予測

これらの調査研究と同時に、岩手山の噴火シナリオ・

のため、火山の形成史および噴火履歴の調査研究や

フローチャート（図 1）をとりまとめた。

火山形成過程のモデル化、マグマの上昇過程や噴火
機構の解明などの基礎研究を行っている。これらの
成果は、学術論文として公表される他、火山地質図
などの各種地質図として出版・市販され、火山噴火
予知連絡会などに対して研究情報を提供している。
岩手火山については、松川・葛根田地域の地熱開
発に関わる地球科学的研究を、長年にわたって実施
してきた。また、1997 年からは岩手山に対する火
山地質図の出版に向けた調査・研究が策定されてい
たところで、火山性地震の活発化をうけて、当時の
環境地質部火山地質研究室を中心に岩手山噴火対応
検討会を作り、所内各部から協力を仰ぎながら、こ
の度の噴火危機に対応する調査・研究を実施してき
た。実施した調査・研究課題は表 1 にまとめられる。

噴火シナリオ・フローチャートは、過去の活動を
基に将来発生しうる活動様式及びその推移をまとめ
たもので、噴火活動が開始した際の今後の展開を予

2. 噴火様式および活動推移に関する火山地質調査

想し、それに対する備えを検討する上で重要な基礎デー

（1）はじめに

タとなるものである。なお、このフローチャートは種々

岩手山は、過去数十万年の噴火の歴史を持ち、そ
の間溶岩の流出や周辺地域に降下火山灰や火砕サー

の調査結果を取り入れながら随時更新されるもので、

ジをもたらすような爆発的な噴火活動など、多様な

図 1 として示したものは 1998 年以降の地質調査結果

噴火様式を発生してきた。また、火山灰や溶岩が重

を盛り込んで加筆・修正されたものである。
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産総研では、この噴火シナリオを 1998 年 3 月の

調査の結果、有史時代においても 14-15 世紀中葉

地震活動活発化の直後に取りまとめ、その解説文を

に従来知られていた水蒸気爆発の発生事例が確認さ

1998 年 5 月 16 日の岩手ネットワークシステム「地

れ、この噴火活動では大地獄谷の水蒸気爆発に引き

盤と防災研究会」に持込資料として提供した。また、

続いて、東岩手 - 薬師岳火山においてマグマ噴火が

噴火シナリオ・フローチャートとして図示したもの

。
発生していたことが明らかとなった（伊藤、1999a）

は、1998 年 7 月 2 日の「岩手山の火山対策関係省庁

また、約 3.7 千年前から 1 千年間は比較的高い頻度で、

連絡会」などで報告したほか、観測・調査の協力依

山麓部にまで降灰が達するような比較的規模の大き

頼のために現地に赴いた担当者が地元自治体に資料

な水蒸気爆発が繰り返し発生し、これにより東岩手

として提供した。

火山の山麓部で土石流が引き起こされていたことが
明らかとなった（伊藤、2002: 図 2）。これらの調査
結果は、1998 年 7 月 14 日の火山噴火予知連絡会拡

（2）水蒸気爆発発生履歴の調査・研究
水蒸気爆発は一般に比較的小規模な噴火活動を起

大幹事会、同年 10 月 13 日の第 79 回火山噴火予知

こすことが多く、噴出物の分布範囲も狭いが、噴出

連絡会（伊藤、1998a、1999b）などにおいて報告

源近傍では噴石の落下や火砕サージ等により噴火災

を行った。

害を与え得る危険性を内包している。また、1990（3）トレンチ調査による噴火履歴調査

95 年の雲仙普賢岳における噴火活動では、本格的
なマグマ噴火の前駆現象として水蒸気爆発が発生し、

岩手火山の特徴は、火山体の成長と大崩壊を何度

水蒸気噴出物の構成物を詳しく調べることで噴火に

も繰り返してきたことで、火山体の大崩壊は過去

関連したマグマの挙動を予測する情報を入手するこ

20 万年間におよそ 7 回起こり、最近のものは約 7 千

とができた（渡辺・他、1992 など）。この様なこと

年前に発生している。また最近の噴火活動は主に東

から、過去に発生した水蒸気爆発の発生履歴や噴火

岩手火山で発生しており、有史時代に限っても、少

過程に関する情報は、将来の噴火推移を予測する上

なくとも 2 回の山頂噴火（10 − 17 世紀と 1686 年の

で重要な判断材料の一つになると考えられる。産総

活動）と 1 回の山腹噴火（1732 年の活動）が起こっ

研では日本各地の地熱活動の活発な火山を対象とし

た。この内、10 − 17 世紀に発生した噴火活動では、

て噴火履歴調査を行っており、1998 年の地震活動

火山体の崩壊により一本木原岩屑なだれが東部山麓

が活発化する以前から、岩手山西部の大地獄谷を中

に堆積したと考えられていた（土井、1991）
。しかし、

心とする地域で、岩手火山及びその西部の水蒸気爆

この活動について正確な活動年代や、噴火活動から

発の発生頻度やその規模、噴火推移を明らかにする

山体崩壊に至る一連の火山活動の推移の詳細は明確

為の調査研究を行った。

ではなかった。成層火山体表層部の崩壊現象は、形
成年代が若く急峻な地形を示す岩手火山のような成
層火山では比較的頻繁に発生する現象と考えられる。
従って、この 10 − 17 世紀に発生した噴火イベント
を精密に解析しておくことは、岩手山の噴火シナリ
オを検討するにあたって、重要な情報を提供するこ
とができると考えられた。そこでこの噴火活動の経
緯を明確にすることを目的として、岩手火山におい
ては初めてのトレンチ調査（人工的に深さ数ｍの溝
を掘り、その断面に露出した地層を観察・調査する
研究手法）を実施した。
トレンチ調査は陸上自衛隊岩手駐屯地の協力を得
て、一本木原岩屑なだれ堆積物が分布する岩手山演
習場内に、深さ約 3 〜 5 ｍ×長さ約 5 ｍ×幅 3 〜 5 ｍ
のトレンチを 3 箇所掘削し、その断面に露出する堆
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調査結果は、1998 年 10 月 13 日の第 79 回火山噴火
予知連絡会において報告を行った。
（4）山麓および山頂部における噴火活動履歴調査・
研究
岩手火山の噴火活動史を検討するために、山麓部
および山体の地質調査を行った。1998 年以降の調
査結果を基にした岩手火山の形成史については「岩
手火山地質図」として産総研より 2005 年に出版予
定である。我々の調査によって明らかとなった、岩
手山の噴火推移を考える上で重要な事項のいくつか
を、以下に紹介する。
a）
7千年前の山体崩壊の後に発生した小規模マグマ噴火

積物を観察した（図 3）。
調査の結果、10 − 17 世紀の活動年代は、14 − 15

岩手火山では 20 万年間に少なくとも 6 回の大規

世紀中期に特定された。また、活動の推移は、長期

模な山体崩壊が発生したが（土井、1991）、いずれ

間におよぶ小規模なマグマ噴火により植生が失われ

も山体崩壊とマグマ活動との関連については明確で

た急峻な成層火山体の上に、さらにルーズな降下ス

はなかった。我々の調査の結果、約 7 千年前に大規

コリアが堆積したことにより不安定感の増した成層

模な山体崩壊（平笠岩屑なだれ）を直接覆う火砕サー

火山体斜面が表層崩れを起こし、崩壊物が流れ下る

ジ堆積物が発見された。また、その構成物の中から

につれて流走域の地表部の土壌・火山灰層を巻き込

新鮮なマグマの破片と思われる火山ガラスが見いだ

。
みながら流れ下ったと考えられた（伊藤ほか、1999c）

され、山体崩壊の直後に新たなマグマが関与する噴

この噴火イベントの活動経過のまとめを図 4 に示す。

火活動が発生したことが明らかとなった。このこと

現在の薬師岳は最高標高 2,038 ｍに達する優麗な山

は、約 7 千年前の山体崩壊に、新たなマグマが関係

体を形成している。このような成層火山において

している可能性をあることを示唆していると考えら

は山体表層部の崩壊は山麓周辺域に対する重大な

れる（伊藤、1999d）。この研究成果については、

災害要因となりうる可能性がある。この

1999 年 2 月 2 日の第 80 回火山噴火予知連絡会にお
いて報告を行った。
b）薬師岳火口丘形成期の噴火活動史
約 7 千年以降現在まで継続している薬師岳の爆発
的な噴火活動は、間に約 1 千年程度の噴火休止期間
を挟んで、4 回繰り返すことが知られていた（土井、
1999）。山麓の火山灰層層序と山体構成物を対比す
る調査研究の結果、約 3.7 千年前から 1.8 千年まで
続く活動期間は、薬師岳火口山頂部において比較的
小規模であるが多様な噴火活動が長期間継続したこ
と、マグマだまりの分化作用が進行し、末期には極
小規模ながら珪長質組成を持つマグマの噴出に至っ
たこと ( 伊藤、1999e)、その後新たな未分化マグマ
が噴火に関与する 14 世紀まで噴火活動が休止した
ことが明らかとなった（伊藤、2002）。岩手火山薬
師岳において、小規模ながら珪長質マグマの噴火事
例が存在することは、1999 年 5 月 25 日の第 81 回火
山噴火予知連絡会において報告を行った。
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気象庁盛岡地方気象台、岩手県総務課総合防災室に、
古記録の調査においては岩手大学教育学部（当時）
細井

計教授、盛岡市中央公民館高橋清明氏にご協

力頂いた。記して感謝申し上げます。
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（5）古記録を用いた噴火活動史研究

1.8ka 火山灰−珪長質火山灰の噴出とそれに引き続くス

歴史時代の噴火活動については、当時の活動の様

コリア噴火−．火山噴火予知連会報，74，19-21．

子が個人の日記あるいは行政府の記録として残され、

伊藤順一（2002）岩手火山における 3.7-1.8ka の噴火活動

堆積物としては残されない噴火活動の様子を知る上

史−山頂火口丘を形成した噴火ステージの活動史−．

で重要な情報を提示する。そこで、岩手山の噴火活

月刊地球「活動的火山」, 号外 No.39，29-37．
渡辺一徳・星住英夫・池辺伸一郎（1992）雲仙普賢岳

動を記述している古記録を収集・整理し、記述内容

1990 年 11 月 -1991 年 5 月の噴火活動−噴火開始から溶

の信憑性を吟味した上で、古記録を基づく噴火活動

岩出現まで−．熊本大教育学部紀要，自然科学，No.41，

の推移をまとめ、1998 年の地震活動の活発化直後

47-60．

から、火山噴火予知連絡会などに資料を提供した ( 伊
藤、1998b)。古記録に基づく噴火活動史の詳細は伊
藤（1998c）に記されている。
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（文責：産業技術総合研究所
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地質調査特に岩手山演習場内のトレンチ調査にお

いては、陸上自衛隊岩手駐屯地、岩手大学工学部斎
藤徳美教授、越谷

信助教授、岩手県総務課総合防

災室の土井宣夫氏に、登山規制中の調査においては
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および 2000 年 9 月 15 日に成功した。観測は Avio 社

3. 地熱活動の監視・観測

製 TVS-620 で、測定視野角 25.8°
×19.5°
の 35 ㎜標準

（1）薬師岳山頂部における地熱観測
1998 年の地殻変動・地震活動では地下浅所にマグ

レンズを用いた。岩手山山頂域における全体的な熱異

マが貫入したと考えられていたことから、これに関連し

常の経時変化を捉えるため、薬師岳火口縁の 3 箇所に

て地表部に熱的な影響が現れることが予想されたため、

観測定点を設け、できる限り同一条件で繰り返し観測を

1998 年 8 月より薬師岳山頂部において地熱活動の監視

行った。1999 年 9 月 18 日（測定時の気温 14℃）には

を行った。観測は

良好な赤外熱映像画像の撮影に成功し、これを用い、

温度観測と、

地中に埋積した温度計による地中

Sekioka & Yuhara (1974) の手法で、薬師岳山頂部

赤外熱映像カメラによる地表温度分布

の地熱異常地点からの総放熱量を見積もると0.15kWと

の定点繰り返し観測である。

の結果が得られた。2000 年 9 月 15 日（測定時の気温
12℃）にも良好な赤外熱映像画像が得られた。これに
よる総放熱量は 1999 年の観測と変化が認められず、
岩手山山頂部における熱活動は低いレベルのまま保持
されたと考えられる。尚、1999 年に黒倉山 - 姥倉山稜
線部全域からの放熱量は 2.6MWと見積もられた。
これらの観測結果については、データの回収・解析
の結果を待って、1999 年 2 月以降随時火山噴火予知
連絡会等に報告を行った（松島ほか、1999、 2000、
2002）
。
（2）土壌ガスを用いた熱異常調査
地殻変動の中心であった岩手山の西部地域における
地熱異常の範囲や活動度を確認するために、金線法
による土壌空気中水銀モニタリングを1999 年 7 月〜 11 月、
2000 年 7 月〜 9 月に実施した。調査範囲は姥倉山から
犬倉山を経て三ッ石山にいたる稜線から南方の東西約
4.5 ㎞×南北約 3 ㎞地域で、登山道および林道沿いに
11 の観測点を設けた。この地域では 1989 年に地熱探
査として同等の観測が実施されていたことから、そのデー
タと比較することで 1999 年以降の火山活動に伴う地熱
地中温度観測は、薬師岳山頂部（薬師岳火口東縁

異常が捉えられた。1999 年の観測の結果、姥倉山お

と妙高岳中央火口丘山腹の噴気地域）に 3 測線（1

よび三ッ石山登山道沿いで 10 年前に比べ水銀濃度が

測線につき8 観測点、総延長約 300 ｍで 24 観測点。

増加する傾向が確認された。2000 年に実施された観測

観測点は地表から約 1 ｍに埋設）を設け実施した（図

結果でも姥倉山〜三ッ石山稜線部で濃度異常は認め

6）。観測データは地下に埋設したデータロガーに保存

られたが、水銀濃度はそれほど極端に増大していなかっ

される方式をとり、年間数回の頻度でデータの回収・解

た。 岩 手山 西 部 地 域 への地 震 活 動や地 殻 変 動が

析を行った。この長期観測は、データロガーが落雷によ

1998 年に比べ 1999 年以降低調に推移したことと併せ

り破壊される2002 年まで実施した。観測結果は、薬師

て考察すると、姥倉山より西方部への地熱異常が 1999

岳山頂部の地熱地域で観測された最高温度は沸点温

年以降低下した傾向を示していたものと考えられる。こ

度と常に同期して変動し、この地域の地熱系は安定状

れらの観測結果については、観測結果の解析を待って、

態を保持しており、新たな高温の火山ガスが上昇してき

2000 年 2 月以降随時火山噴火予知連絡会に報告を行っ

たような活動の変化は確認できなかった。

てきた（野田・須藤、2001、 2002）。

赤外熱映像カメラによる観測は、1999 年 9 月 18 日
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岩手山山頂部における地熱観測においては、気象庁

盛岡地方気象台、岩手県総務課総合防災室、岩手山
神社、土壌ガス観測においては地熱エンジニアリング㈱、
ASTER 画像解析においては通商産業省（当時）のご
協力を得た。記して感謝する。
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予知連絡会会報，73，27-29
松島喜雄・篠原宏志・風早康平（2000）岩手山妙高岳周
辺の地温観測（1998 年 8 月〜 1999 年 9 月）．火山噴火予
知連絡会会報，75，47-51．
松島喜雄・篠原宏志・風早康平（2002）岩手山妙高岳周
辺の地表面温度．火山噴火予知連絡会会報，79，52-54．
野田徹郎・須藤 茂（2001）金線法による岩手山西部の土
壌空気中水銀モニタリング（1999 年 7 月−1999 年 11 月）．
火山噴火予知連絡会会報 , 76，39-43．
野田徹郎・須藤 茂（2002）金線法による岩手山西部の土
壌空気中水銀モニタリング（2000 年 7 月−2000 年 9 月）．
火山噴火予知連絡会会報，79，63-64．
伊藤順一・浦井 稔（2002）将来型資源探査センサー（ASTER）
を用いた岩手火山観測―熱赤外画像による地熱異常地域
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（文責：産業技術総合研究所
深部地質環境研究センター長期変動チーム 伊藤順一）
（3）人工衛星画像を用いた地熱異常観測
広域的な地熱異常を監視する為、経済産業省が開
発した将来型資源探査センサ（ASTER）を用いて、
熱赤外および可視近赤外観測を実施した。

4. 山体変動観測
（1）はじめに

熱赤外観測は 2000 年 10 月 30 日の夜間に成功し

1998 年 2 月以降、岩手火山からその西方の三ッ石

た（図 7）。これにより、岩手山大地獄谷、黒倉山

山にかけての地域で地震活動が活発になり、同年 9 月

山頂部、姥倉山登山道分岐点および網張温泉元湯に

3 日に、岩手県雫石町小高倉山付近を震源とする岩手

おいて、地熱異常地点の存在を確認することができ

県内陸北部地震が発生した。この地震の前後の地表

た。また、可視近赤外観測は 2000 年 9 月 21 日早朝

の変位が干渉 SAR により求められ、地震断層直近の

に成功した。この観測により黒倉山から姥倉山にい

変位のほかに、岩手山西方の三ッ石山付近を中心とす

たる登山道に沿って、ほぼ東西方向に配列する 2-3

る隆起の変動があったことが報告された（朝日新聞

列の植生破壊域を確認することができた。これらの

1998 年 9 月 29 日付など）。また、この間、西岩手山で

観測結果は、2001 年 2 月 5 日の第 88 回火山噴火予

は、噴気活動が活発になり、この地域に新たに熱水対

知連絡会において報告を行った（伊藤・浦井、2002）
。

流系が発達している可能性が示唆された。このため、
岩手山から三ッ石山にかけての広い範囲で、山体の変
動を観測するためのシステムを構築し、測定を続けた。
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点までの延長 26.6 ㎞、標高差約 823 ｍである（図 8）。
測線は、三ッ石山付近を中心とする変動をとらえられる
ように設定した。既に三ッ石山から岩手山にかけての南
側には別な機関の水準測量路線が設定してあったので、
本研究ではこれに対応するように北側に設定した。調
査は、1998 年 11 月12−23日、1999 年 10 月12−19日、
及び 2000 年 10 月10−18日に行った。

（2）山体変動観測の方法
測定は光波測距、GPS 観測、及び水準測量の 3 つ
の方法を用いた。詳細は須藤ほか（2003）に記され
ている。
a）光波測距：光波測距は、岩手山の南北両山麓
（3）山体変動観測結果

の 2 点の器械点から、反射鏡との距離を測定するシス
テムを設置した（図 8）。測線は、東及び西岩手山の

a）光波測距結果：測定期間内においては、器械

いずれかでも膨張の変動が起きたときに検出できるような

点と各反射鏡点の間には極少量の伸びの傾向が認め

方向に設定した。北側の器械点からは山側の反射鏡 4

られた。これらはいずれも短期間の測定では検出で

点並びに反対の平野側の反射鏡 1 点の間の斜距離を、

きない程度の変動量であった。この結果は、次に述

南側の器械点からは、山側の反射鏡 2 点の間の斜距

べるように、一連の変動の中心が三ッ石山付近にあっ

離をそれぞれ自動連続測定した。

た場合、今回設定した測線の方向が、変動のベクト
ルと直交に近くなったため、変動量が小さかったも

b）GPS 繰り返し観測：GPS 観測は、繰り返し測定
と連続測定の 2 つの方法を用いた。繰り返し測定は、
岩手山頂から東麓にかけての計 9 地点で行った（図 8）
。

のと解釈される。
b）GPS 測定結果 : 繰り返し測量の結果、1998 年

測定は 1998 年 6 月から、1999 年 10 月まで、測定点の

6 月から 1999 年 5 月までの間に、岩手山の山頂部は

全部または一部について計 5 回実施した。

。
4 − 6 ㎝東方に動いたことが明らかになった（図 9）

c）GPS 連続測定：GPS 連続測定は、岩手、三ッ石

得られた変動の量と方向は、同じ時期に国土地理院

山、及びその周囲の計 9 点に機器を配置した（図 8）。

が測定した岩手山周辺のほかの測定点の GPS 測定

測定は 1999 年 9 月から開始し、継続して行った。今回

結果と調和的である。すなわち、この時期には、岩

の観測を通して、火山等の自然災害発生の多い山間僻

手山を含む周辺地域は、三ッ石山付近を中心に放射

地においても地殻変動データをリアルタイムで転送できる

状に拡がったものと解釈される。
GPS 連続測定の結果の一部を図 10 に示す。比較

システムの開発を行った。今回、低消費電力の GPS 観
測装置及び無線による多様なデータ転送装置を開発し、

する測定点の距離が長い場合、あるいは標高差が大

小型軽量安価な地殻変動測定システムを使用した。

きい場合には、データのばらつきは大きく、また大
きな季節変化も認められた。1999 年秋以降の測定

d）水準測量：調査路線は、岩手県松尾村の松尾

期間を通じて、岩手山頂の 2 点（YCN 及び YCS）、

八幡平から同村松川温泉南西の県道雫石八幡平線終
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その東麓（NKH）、及び南麓（INY）間においては、

（Sugihara and Suto, 2000）での膨張とその後の収縮
で説明できる。

それぞれ顕著な変動は認められなかった。それに対し、
三ッ石山周辺の MNW、MSE、MTK、SMK の 4 点

（4）地質の背景と変動の解釈

はいずれも1−3 ㎝ / 年程度の割合で南ないし南南東

須藤（1992）等によれば、岩手山、八幡平、秋田

に変動し、1 ㎝ / 年程度のオーダーで沈降していること

焼山、秋田駒ヶ岳で囲まれる地域では、少なくとも過去

が明らかになった。
c）水準測量結果：測量結果を図 11 に示す。大局

約 300 万年間は火山活動は連続的に起きている。三ッ

的には、1998 年 11 月から1999 年 10 月までの期間では、

石山火山噴出物の年代としては、46±5 万年の年代値

三ッ石山側隆起であったが、1999 年 10 月から 2000 年

が得られている（須藤ほか、1990）。三ッ石山の北東

10 月の期間では三ッ石山側沈降となった。この傾向は次

には松川、南西には葛根田の優勢な地熱地域があるが、

の 1 年間も同様であった（杉原、2002）
。変動の範囲は、

両地熱地域の直近で特に新しい火山が形成されている

三ッ石山から 10 ㎞以遠にまで及んでいる。変動の範囲

ことはない。ただし葛根田地熱地域の地下には、試錐

が広いことは、変動の力源が深いことに対応している。

調査により、現在の温度が 500℃以上の、葛根田マグ
マとも言うべき超高温岩体が存在することが明らかになっ

測定期間を通じて、局地的には松川温泉付近では

ている（Uchida et al.,1996 ）。

西上がりの傾向が継続して認められた。図 11 の変動

1998 年 2 月から、東岩手山から三ッ石山にかけての

の値のうち、三ッ石山から約 5 ㎞以内でばらつきが認め

東西に伸びる地域の地下浅部で、ほぼ連続して起きた

られるのはこのためである。
d）観測結果のまとめ : 他機関の調査解析の結果と、

地震は、震源が極めて浅いこと及びいずれの地点にお

本観測結果をあわせると、1998 年の春から夏にかけて

いても地表ではマグマの相当温度の熱兆候が観測され

顕著に起きた三ッ石山付近を中心とする膨張は 1999 年

ていないことから、マグマの活動によって直接ひき起こさ

まで続き、2000 年からは収縮に転じた。今回の変動

れたものというよりは、構造的なものであったと考えられる。

測定結果は、三ッ石山付近の地下約 8 ㎞程度の深所

これらの地震は、それまで熱水対流系の発達していなかっ
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5. 空中電磁・磁気探査

た地域での新たな対流系の生成をもたらした。熱水対

（1）はじめに

流系の発達はさらなる岩石の破壊、微小地震の活動を
生じさせたのであろう。黒倉山から姥倉山にかけての

産 業 技 術 総 合 研 究 所 地 質 調 査 総 合センターは、

地域の地表で噴気活動が活発になったのは、複雑な熱

2000 年 11 月〜 12 月に岩手山を中心として 8 ㎞（東西）

水対流系の一部が地表まで達したものと考えられる。

×6 ㎞（南北）の範囲で、火山活動と関連する当該地
域の地質構造や山体の安定性を明らかにすることを目

一方、三ッ石山付近を中心とする膨張は、単純な構
造運動だけでは説明できず、葛根田マグマへの新たな

的として、空中電磁・磁気探査を実施した（大熊ほか、

マグマの注入あるいはマグマ中における相変化、ガス

2001、2002）。

分離によってひき起こされた可能性が大きいものと考えら
れる。変動の調査結果のみから考えると、三ッ石山付
近を中心とする膨張は、既に収縮に転じており、新たな
マグマが注入したことだけでは説明がしにくい。いずれ
にしても決定的な証拠はない。
謝
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各種測定機器の設置及び測定に際しては、環境庁（以
下名称はいずれも当時のもの）、建設省東北地方建設
局岩手工事事務所、林野庁の各森林管理署、岩手県、
雫石町、岩手山神社、地産トーカン株式会社岩手高原
スキー場、松川温泉観光株式会社、岩手郡西根町大
更の山口甚三郎氏等の地主や管理担当の関係の皆様
には大変お世話になった。盛岡市の株式会社吉田測
量設計には、観測開始当初に、ボランティアで繰り返し
光波測距に御協力を頂いた。末尾に記し、関係各位
に深謝の意を表する。
引用文献
杉原光彦（2002）岩手山北側水準測量結果（1998 年 11
月−2001 年 10 月）．火山噴火予知連絡会会報，81，9．
Sugihara，M．and Suto, S.(2000) Geodetic monitoring of
volcanic and geothermal activity around Mt.Iwate. GRC
Transactions，24，199-201.
須藤

茂（1992）5 万分の 1 仙岩地域中心部地熱地質図

及び同説明書．特殊地質図 21-5，地質調査所，1-73．
須藤

茂・板谷徹丸・向山

（2）探査仕様とデータ処理

栄（1990）松川・葛根田地

調査は、2000 年 11 月29日から同年 12 月7日の間に、

域の火山活動史と地熱の熱源．日本地熱学会誌，12，63-78．
須藤

茂・斎藤英二・渡辺和明・安田

岩手県岩手郡雫石町網張温泉スキー場駐車場を臨時

聡（2003）岩手

ヘリポートとして 行われ た 。 電 磁 探 査 は 、カナダ

山および三ッ石山周辺の 1998 年〜 2002 年の山体変動に

Fuguro Airborne Surveys 社の Dighem Vシステム

ついて . 火山，48，283-292．

を用い、220Hz、1.1kHz、5.5kHz、27.5kHz、および

Uchida, T., Akaku, K., Sasaki, M., Kamenosono, H., Doi,

137.5kHz の 5 周波数で実施している。

N., and Miyazaki, S.（1996）Recent progress of NEDO's
" Deep seated geothermal resources survey " project.

調査飛行は、観測機材を装備した探査ヘリコプター（写

Gethermal Resources Council Transactions, 20, 643-648.

真 1）を用い、見掛け比抵抗と地磁気全磁力の測定を
5 回／秒の測定周期で、100 ｍ間隔の主測線（南北）

（文責：産業技術総合研究所 評価部

須藤

と1,000m 間隔の交差測線（東西）上で行った。一方、

茂）
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徳沢、白川沢等の幾つかの沢の上流部でも局所的な

位置標定はディファレンシャル GPS で行った。

低見掛け比抵抗域が分布しており、過去の火山活動と

観測データを処理し、5 周波数の見掛け比抵抗分布

関連した変質帯の存在が示唆される。

と滑らかな観測面上での地磁気全磁力異常（IGRF 残

一方、調査地域西部の姥倉山北斜面と鎌倉森南斜

差）や極磁力異常分布をもとめた。

面では高比抵抗域となっており、これら山体を構成する
比抵抗の高い溶岩等が変質をあまり受けず分布してい
るものと思われる。調査地域南東端の鞍掛山付近では
溶岩流に対応して高見掛け比抵抗域となっている。
以上の傾向は、その他の周波数での解析結果でも
同様に認められており、地表から深度 200 ｍ程度まで
の見掛け比抵抗の典型的な特徴を表していると考えら
れる。

（3）探査結果の概要
ａ) 見掛け比抵抗分布の概要と特徴
5.5kHz の見掛け比抵抗分布を図 13 に示す。当該
周波数における概略の測定深度は 50 〜 80 ｍ程度である。
大局的な見掛け比抵抗分布の特徴は、東岩手山が
高見掛け比抵抗で西岩手山が低見掛け比抵抗となる。
東岩手山の山体のほとんどは山頂部等の一部を除い
ｂ) 地磁気異常分布の概要と特徴

て、6,000Ω−mを超える高見掛け比抵抗を示す。しか

滑らかな観測面上での極磁力異常（図 14）を基に、

し、山頂火口内妙高岳付近は局所的な低見掛け比抵
抗域となっている。また、南西部の御神坂沢源頭部と

磁気異常分布の特徴について説明する。一般に、山

山頂火口との間（不動平）付近にも局所的な低見掛

体の起伏や溶岩流等の磁性の高い地質に伴って短

け比抵抗域がある。

波長・高振幅な磁気異常が分布する。大局的には見

西岩手カルデラ内では、大地獄谷付近を中心として、
顕著な低見掛け比抵抗域が広い範囲に分布しており、

掛け比抵抗分布と同様に、東岩手山で高磁気異常が、
西岩手山で低磁気異常が卓越して分布する。
岩手山（東岩手山）の山頂部と南北両斜面におい

北西下流側（焼切沢）にも連続している。これは、当

て、高磁気異常が分布し岩手山を構成する新しい火山

該地域が活発な地熱地域であることと対応している。
黒倉山から西方の姥倉山への稜線部は、黒倉山か

岩（玄武岩質安山岩溶岩および火砕岩）の分布と対

ら稜線のほぼ中央部にかけて顕著な低見掛け比抵抗域

応する。一方、西岩手カルデラ内では、御苗代湖や大

が南斜面を中心に分布しており、当該地域が調査当時

地獄谷付近を中心に低磁気異常が卓越して分布する。

活 発な噴 気 地 帯となっていたことと良く対 応 する。

ただし、カルデラ内東部では東岩手山から流下した溶

網張元湯でも噴気・温泉地帯に対応して、局所的な

岩流に対応して高磁気異常が分布する。黒倉山から

低見掛け比抵抗域が分布する。この他、有根沢、正

姥倉山への稜線部では黒倉山付近で低磁気異常が分
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布し、当該地域の噴気活動との関連が示唆される。焼
走り第一、第二火口付近において高磁気異常が分布し、
焼走り溶岩流を噴出した火道や岩脈の存在を示唆して
いる。鞍掛山において高磁気異常が分布し、見掛け
比抵抗分布と同様に溶岩流に対応する。
低磁気異常が犬倉山付近と有根沢、正徳沢、白川
沢等の西岩手山南斜面の幾つかの沢の上流部とさらに
御神坂沢源頭部で認められており、見掛け比抵抗分布
と同様に変質帯の存在が示唆される。
（4）まとめ
今回行った空中電磁・磁気探査は、低高度・高密
度測線配置の高分解能調査であるため、相対的に地
下浅部の詳細な地下構造が明らかとなった。
一般的な傾向は、見掛け比抵抗と磁気異常の分布
との間で相関があり、特に新旧の地質分布に対応した
東西の岩手山において明瞭な特徴（東岩手 : 高比抵抗・
高磁気異常、西岩手：低比抵抗・低磁気異常）が認
められた。
一方、より詳細には、噴気活動が見られた西岩手カ
ルデラ内やその西方の黒倉山付近等を中心に低見掛け
比抵抗・低磁気異常が分布し、噴気や熱水変質地域
を検出するための当該手法の有効性が実証された。
さらに、噴気等の兆候はないものの見掛け比抵抗と
磁気異常がともに低い山体部分においては、変質等に
よる岩盤の脆弱化が推定され、特に急峻な地域におい
ては地滑りや斜面崩壊に備える必要があると考えられる。
今後、今回取得された地球物理データに加えて地質や
地形データを考慮することによって、岩手山の山体安定
性評価を進める予定である。
引用文献
大熊茂雄・中塚

正・森尻理恵・高倉伸一（2001）岩手

山地域における空中電磁・磁気探査（序報）．物理探査
学会第 104 回（平成 13 年度）春季学術講演会講演論文
集，314-316．
大熊茂雄・中塚

正・森尻理恵・高倉伸一（2002）岩手

山地域空中電磁・磁気探査結果の概要．火山噴火予知
連絡会会報，80，16-18．

（文責：産業技術総合研究所 地質情報研究部門
地球物理情報研究グループ 大熊茂雄）
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5. 独立行政法人防災科学技術研究所
岩手山の火山活動が活発化した 1998 年に ( 独 ) 防

観測は東西の稜線に沿って飛行する 7 ㎞のコース

災科学技術研究所では航空機や衛星により地面の変

で、2 つの飛行高度 3,200 ｍと 5,000 ｍで行った。観

動をとらえるリモートセンシング技術を活用した火

測される幅は、飛行高度が 3,200 ｍの場合、約 1.4 ㎞、

山活動の把握を試みた。実施した観測・研究は防災

飛行高度が 5,000 ｍの場合、約 3.5 ㎞である。この

科学技術研究所が開発した航空機搭載型マルチ・ス

観測領域の中に、東岩手山（薬師岳）、西岩手カル

ペクトル・スキャナーである火山専用空中赤外映像

デラ、黒倉山、姥倉山が含まれる。

装置（VAM-90A）による山体表面温度観測と地球

VAM-90A の熱赤外域バンドの 1 画素の大きさは

資源衛星 JERS −１衛星で取得されたデータを用い

1.5mrad（ミリラジアン : 角度の単位）なので、岩手

たインターフェロメトリー SAR（干渉合成開口レー

山の山頂付近の標高が約 2,000 ｍであることを考え

ダー）による地殻変動検出の研究である。これらの

ると、飛行高度が 3,200 ｍの場合、山頂付近に対し

観測・研究の一部は、平成 10 年度科学技術振興調

ての対地高度は 1,200 ｍで、1 画素は 1.8 ｍ四方とな

整費「岩手山の火山活動に関する研究」
（科学技術庁）

り、観測される温度データの空間分解能は、ほぼ 2

として実施された。ここではそれぞれの研究の概要

ｍといえる。この装置で観測される温度は、この 1

を紹介する。火山専用空中赤外映像装置による山体

画素に相当する面内の「平均的な」温度になる。温

表面の観測結果については、別章（第 5 部第 2 章第

度異常域の広がりが 2 〜 3 ｍ以上あれば、平均的な

4 節）で詳しく紹介する。

温度を測定することができる。ただし大きさが数十
㎝程度の噴気孔など、小規模な広がりの温度異常域
については最高温度を正確に観測することは難しい。

1. 火山専用空中赤外映像装置による山体表面温度観測

9 月 10 日の観測で検出された最高温度は東岩手

1998 年 2 月から 5 月にかけて岩手山で地震活動の
活溌化と異常な地殻変動が観測されたことをうけて、

山薬師火口周辺で観測された 55℃であったが、こ

同年 7 月に火山専用空中赤外映像装置（VAM-90A）

れは日射により上昇した地表面の温度と考えられた。

による温度観測を計画、8 月に観測体制に入った。

大地獄谷、黒倉山、姥倉山から黒倉山の稜線部での

VAM-90A は、防災科学技術研究所が火山地域の温

最高温度は 40℃台であり、明瞭な高温域は検出さ

度観測行うことを目的に開発した航空機に搭載する

れなかった。この結果については、観測当日に速報

多波長のスキャナーで、常温から 1,500℃までの広

データを作成し、結果を岩手県消防防災課、東北大

い温度範囲を測定することができ、噴出した溶岩の

学、気象庁などに連絡した後、報道発表を行った。

温度も測定できるという特徴がある。また可視光域

山体表面の温度異常の変化を検出するため、1998

から熱赤外域を 9 個の波長帯域で観測するため、温

年 11 月 2 日に 2 回目の観測を実施、さらに 1999 年

度分布だけでなく、植生状況も把握することができ

は 1 回、そして 2000 年には噴気活動が活発だった

る。岩手山ではこれまでこの装置を用いた観測がな

ため 3 回の観測を行った。これらの観測により検出

く最初の観測になるので、温度の異常を検出するこ

された最高温度は 2000 年 7 月の観測で黒倉山と姥

とと今後の活動の活溌化に備えて岩手山山体表面の

倉山付近で観測された 58℃である。この温度も日

基本的な温度分布を把握することを目的とした。

射の影響が大きいと考えられるが、1999 年の観測
以降、大地獄谷から姥倉山にかけての地熱異常域で

1998 年 8 月 10 日と 11 日に岩手山の観測のための
飛行を行ったが、雲のため観測できなかった。その

は最高温度が 40℃〜 60℃の熱異常が検出されたので、

後 8 月中は機体（中日本航空所有セスナ 404 型機）

この領域の表面温度が上昇したことは間違いない。

の運行予定と天候状況のために観測を行うことがで

6 回の観測を通して、60℃を超える熱異常域を検出

きなかった。岩手山南西麓で 9 月 3 日にマグニチュー

することはなかった。
温度異常のほかに噴気や地熱活動に伴う植生の変

ド 6.2 の岩手県内陸北部地震が発生したため、この
地震が火山活動に与える影響を調査する意味も加わり、

化を観測することができた。1998 年観測では目立

9 月 4 日から機体に観測装置を搭載し観測体制に入っ

たなかった西岩手山での笹枯れが 1999 年から 2000

た。しかし天候状況が観測に適さず、最初の観測は

年に顕著になっていく様子を把握することができた。

1 週間後の 9 月 10 日に初めて実施することができた。

防災科学技術研究所では岩手山の火山活動評価や防
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災活動に役立てるため、関係機関にこれらの観測結果

図 1 にインターフェロメトリSAR の解析処理の手順を

を迅速に送付するとともに、観測成果を火山噴火予知

示す。異常な現象が発現する前に取得された画像デー

連絡会において随時報告した。

タをマスター画像、発現後に取得された画像をスレイブ
画像とする。これらがペア画像となる。まずマスター画
像とスレイブ画像が幾何学的に一致するように幾何補正

2. インターフェロメトリー SAR による地殻変動検出

を施した後、両画像の位相干渉画像を作成する。この

（1）手法
干渉 SAR は、非常に近接した軌道上の衛星から得

画像には衛星軌道に起因する干渉縞（軌道縞）、標

られた同一地域の複数の画像データを用いて、レーダ

高に対応する干渉縞（地形縞）、地表変位に起因する

電波受信時の電波の位相を干渉させて標高や地表変

干渉縞（変位縞）が重畳している。このため衛星軌

位を抽出する手法である。地殻変動などの地表面の

道情報から軌道縞を除去し、さらに数値地形情報（DEM）

変位の測定に対しては、従来から行われている空中写

を用いて地形縞を除去し、変位縞画像を作成する。こ

真測量などのステレオ画像間の視差を利用する手法に

れは複素画像で、変位情報は 0 から 2πの数値で表さ

比べ、この手法は高精度が得られる。また GPS や孔

れている。これを面的に位相が連続に増加する実数画

井式観測と異なり面的に異常を検出できるので、火山

像データを作成し、最終的に地形図と相似になるよう画

性地殻変動のようにある程度広域に地殻変動の異常が

像に幾何補正を施す。なお JERS-1 では 2πの位相変

現れる現象を検出するのに適していると言える。さらにデー

化が視線方向の距離変化 11.75 ㎝に対応する。

タをコンピュータ処理するため、処理機能さえ整備して

（2）観測データ
岩手山とその周辺を含む JERS-1 SAR の 1996 年 10

おけば、災害時に要求される緊急性にも答えることがで

月から 1998 年 10 月までの画像データを収集し、これら

きる。

の画像間で干渉の可能性のあるペアについて干渉処理
を施し、地殻変動の検出を試みた。実際に解析処理を
施した範囲を図 2 に示す。
L バンドの JERS-１ SAR はペア画像の軌道間距離の
垂直成分が 1,000 ｍ以下であれば、ペア画像間で地表
の被覆状態が大きく変化しない限り、良好な位相干渉
が得られると言われている。これと火山活動の活発化し
た時期などを考慮して、衛星南下時のディセンディング
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について 8 ペア、北上時のアセンディングについて 3 ペ
アを選んだ。具体的には、下記の 11 ペアである。
ディセンディング：
d1

1996/10/05-1998/04/30

d2

1997/11/05-1998/04/30

d3

1997/11/05-1998/09/09

d4

1998/03/17-1998/04/30 △

d5

1998/04/30-1998/06/13

d6

1998/06/13-1998/07/27

d7

1998/06/13-1998/09/09

d8

1998/07/27-1998/09/09 ×

アセンディング：
a1 1998/04/14-1998/07/11
a2 1998/07/11-1998/08/24
a3 1998/08/24-1998/10/07
（×：干渉しなかったペア、△：一部しか干渉しなかっ
たペア）
（3）結果
1998 年 9 月3日の岩手県内陸北部地震による地殻変
動は、地震を挟むいずれのペアの解析結果（a3、d3、
d7）でも明瞭な位相干渉縞として現れている（図 3、
図 4、図 5）。ディセンディング軌道のペアでは、地殻変
動が生じたほとんどの地域で視線方向に短縮しており、
その最大値は 39 ㎝である。アセンディング軌道の画像
の解析（a3）では視線方向距離の増大を示す位相パター
ンが、乳頭山と秋田駒ヶ岳の中間を中心とする直径
10km 以上の同心円状に現れた。ディセンディング軌道
でのパターンを考慮するとこの地域が東に移動したこと
は確実である。
1998 年 4 月から 8 月にかけて、岩手山の西方で視線
方向距離の短縮（4 ㎝〜 8 ㎝）が観測された。ディセ
ンディングペア（例えば図 6 に示した d5）とアセンディン
グペア（図 7 に示した a1）ともに検出されたことから、
地殻隆起が生じたことは確実と考えられる。
1998 年 4 月から 7 月にかけて三ッ石山南斜面付近で
視線方向が約 8 ㎝短縮する変動が検出された。この
期間は岩手山西域で隆起が報告されており、地殻変動
の可能性がある。
地震に伴う変動以外に岩手山周辺で観測された変動
は数㎝であり、大気中の水蒸気の空間的変動による誤
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差と同程度である。この解析から大気中の水蒸気量の
補正の重要性が強く認識された。
これらの研究結果は、逐次、火山噴火予知連絡会に
報告された。

（文責：防災科学技術研究所固体地球研究部門
鵜川元雄・大倉

博・實渕哲也）
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6. 国立大学法人東北大学大学院理学研究科地震・噴火予知研究観測センター
火山性微動の中で最大の振幅のものは、1998 年 7

1. はじめに

月 10 日の微動で、他のものより 1 桁大きい（44 μ m/s）

東北大学大学院理学研究科附属地震・噴火予知研
究観測センターでは、1995 年 9 月に火山性低周波

ので、図では 1/10 の振幅で描いてある。この微動

微動が発生したことに対応して、岩手山の観測体制

では、高周波の震動が約 2 分間継続し、直後にマグ

を強化し、1998 年の ｢火山危機｣ にともなう諸現象

ニチュード 2.4 の地震をともなった。震源域は西岩

を詳細に観測するとともに、発生機構の解明につと

手火山域と推定される。図 2 から、長期間で見た微

めてきた。以下では、岩手山の火山活動の概要を振

動の活動には消長があり、活発な時期とそうでない

り返った後に、これに対する東北大学の対応と、観

時期があること、最初の微動が継続時間が最も長く

測・研究によって得られた成果の一部を紹介する。

振幅も最大規模のものであったことがわかる。微動
の活動が活発であった 1995 年 9 月〜 1996 年前半の
期間には、通常の高周波地震の活動は低調であった

2. 火山活動の推移
岩手山の火山活動について地域社会が注目するよ

（田中ほか、1999）。その後の 1997 年末までの期間

うになったのは、1998 年 3 月に、地震活動の活発

では、岩手山山頂部ならびに山麓で規模の小さな高

化と地盤変動が観測されて、火山観測情報が出され

、
周波地震が発生するようになるが（田中ほか、1999）

てからと思われる。しかし、火山学的には、今回の

微動の活動は比較的低調であった。
1998 年に入ると岩手火山地域の地震活動が非常に

一連の活動は、1995 年 9 月 15 日の火山性微動の発

活発になり（図 3）
、4 月〜 8 月には有感地震を含む激

生で始まったと考えられる（植木ほか、1996）。

しい地震活動とともに明瞭な歪・傾斜変動が観測さ

活動が活発化する 1995 年より前の岩手火山の地
震活動は比較的低調であった。1981 年に岩手山麓
で高精度地震観測が開始されてから火山性微動が発
生するまでの 14 年間に、岩手山ならびに周辺地域
で発生した地震の震源分布を図 1 に示す。西方の滝
ノ上地熱地域で地震活動が活発なのと対照的に、岩
手山では山頂部から山麓にかけて約 20 個の地震が
散在するに過ぎない（植木ほか、1996）。
1995 年 9 月 15 日に記録された火山性微動は、1 秒
間に 1 〜数回繰り返される震動が約 45 分間にわたっ
て断続的に発生するという、それまでに岩手火山地
域で観測されたことのない震動であった。この火山
性微動は、続発した低周波地震で構成されていた
（Nakamichi et al., 2003）。通常の地震（低周波地震
との違いを強調して高周波地震とも呼ぶ）の場合、
地面の震動周波数が 10Hz（１秒間に 10 回振動）程
度であるのに対して、低周波地震は 1 〜 4Hz 程度
のゆっくりとした震動の地震である。一般的に、火
山性微動や低周波地震は、火山活動が活発な火山の
火口の近くで発生する例が多い。1995 年 9 月に発
生した微動は、低周波地震の震源分布から、岩手山
の東山腹下約 10 ㎞で発生していることが判明した。
他にはあまり例のない深さである。
火山性微動はその後も 2004 年にいたるまで繰り返
して発生している。図 2 に 1995 年〜 2004 年 6 月の活
動経過を示す。なお、岩手火山でこれまで観測された
203

れ（図 4）、火山噴火の可能性が指摘された。地震

西岩手火山域浅部における地震活動の活発化に同

はほとんどが高周波地震で、一部低周波の地震も含

期して観測された明瞭な傾斜・歪変動は、1999 年

まれていた。後に見るように、多くの地震は、岩手

以降変動率が低下するものの、2000 年ころまで継

山山頂から三ッ石山にいたる帯状領域の浅部で発生

続している（図 4）。2000 年半ばころに変動傾向が

した。地震活動は 7 月をピークに低下に転じた。

変化して、それ以降はほぼ直線的な変動となった。

1998 年 9 月 3 日に活動域南西側に隣接して発生した
マグニチュード 6.2 の地震（岩手県内陸北部の地震）

3. 観測体制と活動への対応

の直後に再度活発化したが、短時間のうちにもとの

上に述べた岩手火山の活動の変化に対応して、東

状態にもどり、2000 年半ばころまで低下傾向が続

北大学では、現象の発生機構を解明するために各種

いた。この間、マグニチュード 3 クラスの地震が発

の観測を展開した。

生して一時的に地震活動が活発化することがあった

1995 年 9 月に火山性微動がはじめて観測された

が、2001 年以降は顕著な地震活動がなく、今日に

とき、岩手火山地域には図 1 に十字で示す 5 点の観

いたっている（図 3）。

測点が存在した。この中で、MTK、YKB、ANS、
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IWT の 4 点は、国家事業である火山噴火予知計画に

離れたところに設置したために、電源として太陽電

よって整備された定常観測点である。MTK と IWT

池を使用し、データ伝送には無線データ伝送装置を

は、隣接する秋田駒ヶ岳火山観測点と合わせて 3 点

使用した。

からなる岩手火山・秋田駒ヶ岳火山広域観測網を構

この間、1996 − 1997 年に、隣接する秋田駒ヶ岳

成する観測点として、1981 年に設置された。風雨に

火山の観測網整備の一環として、GNB、HSB、

よって生じる雑音を避けるために、MTK では深さ

OGM の 3 定常観測点が設置された。GNB、HSB 両

100 ｍの孔井の底に、IWT では奥行き 5 ｍの横抗の

観測点ともに約 300 ｍの観測井をもち、GNB では

奥に地震計が設置されている。観測網には、その後、

地震・傾斜・歪計が、HSB には地震・傾斜計が設

1994 年に YKB と ANS の 2 観測点が追加された。両

置された。秋田駒ヶ岳と岩手山の中間に位置する

観測点では、より高精度の観測をおこなうために、

GNB 観測点（図 5 参照）は、1998 年以降の活動の

深さ約 300 ｍの孔井が掘削され、孔底には、地震計

中心が西岩手火山域であったために、活動域に最も

とともに、地下でのゆっくりとした変動や歪みの蓄

近い高精度観測点として重要なデータを提供するこ

積を測定するための傾斜計と歪計も設置された。山

ととなった。

頂から約 10 ㎞の範囲に 4 点の定常点から成る高精

このような観測体制の中で、1998 年に入り、西

度観測網が設置されているのは、東北地方の火山で

岩手火山域において地震活動が急激に活発化し、合

は岩手火山だけである。それは、過去の活動史から

わせて明瞭な傾斜・歪変動が観測された。この活動

判断して、岩手火山は東北地方で最も活動的な火山

の活発化に対応して、東北大学では、各種の観測を

であり、長い静穏期を経て噴火を繰り返す火山にお

さらにいっそう強化した。特に、地震活動域が西岩

ける噴火予知の問題を研究するのに適していると考

手火山域浅部であったことから、西岩手火山域なら

えられたためである。微動の発生を検知することが

びに山頂部での観測強化につとめた。そのために設

でき、その後の活動の推移に対応できたのには、岩

置された観測点として、姥倉山における地震観測点

手火山地域に高精度の火山観測網が整備されていた

や犬倉山や不動平における GPS 観測点があげられる。

という背景が存在する。なお、IKG は、1992 年から

これらの観測点の設置ならびに保守にあたっては、

地震観測を継続していた臨時観測点である。

岩手県防災ヘリコプターによる支援が大きな役割を

火山性微動は、活動的な火山において噴火の前兆

果たした。また、GPS 観測では、山上での観測の

現象や溶岩噴出の随伴現象として観測される場合が

ために、携帯電話や無線機を用いた新しいデータ伝

多い。そこで、東北大学では、1995 年 9 月の微動

送方式を開発した（Miura et al., 2000）
。
観測が強化されたのは地震観測と GPS 観測だけで

発生をうけて、まずはじめに、地下でマグマが動い
たときに引き起こされる地盤変動をとらえるために、

はない。地表設置型傾斜計による傾斜観測、地下の

人工衛星からの電波を使用して精密な位置測定を行

温度変化や圧力変化によって引き起こされることが

う GPS 観測の強化に着手した。1995 年 9 月当時、

期待される地球磁場の変化をとらえるための全磁力

岩手火山地域で GPS 連続観測を実施していたのは、

連続観測、密度が異なるものが移動したときに生じ

IWT の 1 点のみであった。繰り返し GPS 測量を実

る重力分布の変化を観測するための繰り返し重力測

施するとともに、山麓における連続観測点を増強し、

定なども実施された。このようにして強化された観

1995 年 10 月〜 1997 年 10 月の間に 4 観測点で GPS

測体制について、1998 年 12 月当時の観測点分布を観

連続観測を開始した。｢火山危機｣ が始まった 1998

測種目別に図 5 に示す。なお、図には、強震動観測

年当初、5 点で GPS 連続観測を実施していた。

や群列地震観測など、固体地球物理学講座によって

他方、東山腹下に発生している低周波地震・火山

実施された観測も一部含まれている。以上の観測体

性微動の震源を精度良く決定するために、1996 年

制強化の結果、地震観測網は約 20 点、GPS 連続観測

から 1997 年にかけて、岩手山の東側と北側に 4 点

網も 10 点以上からなる高密度観測体制が構築された。

の臨時地震観測点を設置した。その中には、柳沢登

その後、1999 年 11 月に、定常観測網が欠けてい

山道 3.5 合目付近や自衛隊演習地内の観測点が含ま

た北側山麓に、深さ 560 ｍの孔井に地震計・傾斜計・

れる。これらの観測点は、いずれも、人家から遠く

歪計からなる総合観測装置を備えた観測点（MTO）
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と 2000 年に、岩手県の委託研究として、岩手大学

が増設され、定常観測網がさらに強化された。
現在、多くの臨時観測点は設置から 5 年以上が経

などと共同で、火山活動にともなう内部構造の時間

過しており、計器の故障が多発するようになってき

変化を検出するための人工地震探査を繰り返して実

ている。そこで、これらの臨時観測点については、

施した。内部構造の時間変化に注目した観測は、新

稼働状況を見ながら、順次整理を行っている。

しい試みであり、先進的な研究である。
さらに、1999 年には集中総合観測が、2000 年に

以上の連続観測とは別に、東北大学では、1999 年
206

は人工地震を使った構造探査が、東北大学を中心と

山頂より北側の観測点が北東方向へ、南側の観測点

する全国の火山研究者の共同観測として実施された。

が南東方向へ最大で約 7 ㎝移動したことも観測され

4. 観測結果

ている（植木ほか、1999）。詳しく見るとその変動
の向きは時間とともに変化している。1998 年

前節で述べた高密度観測によって明らかになった
1998 年の活動の実体について紹介する。
図 6 に 1998 年〜 2003 年に発生した地震の震源分
布を示す。ここで、白丸は高周波地震の、黒星印は
低周波地震の震源を表している。岩手山の山頂（東
経 141 ゜付近）から西南西方向に約 10 ㎞にわたっ
て伸びた帯状の震源分布が、1998 年の地震活動域
を示す。活動は西岩手火山域の浅部（深さ数㎞以内）
で起こったことがわかる。一方、山頂東側の深さ
10 ㎞付近の黒星印の固まりが、1995 年 9 月以来継
続している低周波地震・微動の震源域である。図 7
には、これらの震源を経度方向に投影して見たとき
の、1998 年〜 2004 年における地震活動域の時間変
化を示す。これを詳しく見ると、1998 年の地震活
動域は、山頂西側の鬼ヶ城・大地獄付近で始まり、
時間とともに姥倉山、黒倉山方向へと拡大していっ
たことがわかる（田中ほか、1999；Tanaka et al.,
2002）。このような詳細な解析は、図５に示す高密
度観測により高精度の震源が求められたことによっ
て可能になったものである。
地震活動域の拡大は、図 4 に示した傾斜変動や歪
変動の曲線の変化に対応している（佐藤・浜口、1999）
。
他方、地盤変動については、岩手火山地域に展開し
た GPS 観測網によって、1998 年 2 月〜 8 月の間に、
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6 月〜 7 月の 2ヵ月間の変動の例を図 8 に示す。ここ
で、太い矢印が 2ヵ月間に観測された観測点の移動
量を表す。これらの変動は、図中の大きな白丸で示
す位置の深さ 2 〜 3 ㎞付近を中心として、圧力が増
大して周囲を押し拡げたとすると説明できる（Miura
et al., 2000）
。定量的な解析結果から計算される変動
量を図に細い矢印で示してある。ほとんどは観測量
と一致しているために判別ができない。このような
解析を時間を追って行うことによって変動源（図 8
の白丸）の位置の時間変化を求めると、3 月〜 6 月
の期間に地震活動域が西側へ伸展したのに同期して、
GPS で観測された変動の変動源の位置も西側へ移動
していったことが判明した（植木ほか、1999；
。図 2 に示す傾斜・歪変動の変動
Miura et al., 2000）
源に関する解析からも、細部では異なる点もあるが、
同様の解析結果が得られている（佐藤・浜口、1999）
。
以上の高精度の震源分布の時間変化と地盤変動か
ら求められた変動源の移動現象の良い一致は、両者
が同一の原因によって生じた現象であることを示し
ている。そして、これらの現象は、岩手山山頂西側
の鬼ヶ城・大地獄付近に上昇してきたマグマが、地
表に噴出しないで、西方へ移動したことにともなっ
て生じたものと解釈される。一方、図 3、7 から、
1998 年に西岩手火山域を中心に活発化した地震活
動は、2000 年まで継続したが、2001 年以降は低い
レベルで経過していることがわかる。さらに、図 4
の傾斜・歪変動も、2000 年後半ころを境に変動パター
ンが変化して、その後は一定の変化となっている。
以上の地震活動と地盤変動の対応は、西岩手火山域
浅部でのマグマの活動が、2000 年ころに終息した
ことを示すものと考えられる。
これまで見たように、1998 年火山危機を引き起
こしたのが、西岩手火山域浅部に貫入したマグマで
あったことが理解できる。ところで、これと同時に、
西岩手火山域では周期 10 秒程度のきわめて長周期
のめずらしい震動（超低周波地震）が多数発生した
り（西村ほか、1999）、深さ 30 ㎞付近の低周波地震
（深部低周波地震）の活動（Nakamichi et al., 2003）
や、西側の滝ノ上地熱地域の地震活動がほぼ同期し
て活発化するなど、広い範囲で多様な現象が発生し
た（図 9 参照）。西岩手火山域に貫入したマグマが
どの深さから上昇してきたのかという問題と合わせ
て、マグマの運動と周辺域で発生した多様な現象と
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はどのような関係にあるのかなど、未解明の問題も
残されている。1998 年の活動を中心としてこれま
でに蓄積された観測データを用いて、一連の活動の
実体解明のための研究が現在も継続されている。
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7. 国立大学法人岩手大学工学部
岩手大学には、火山学を専門とする研究室がなく、

組みの多くは「地盤と防災研究会」の分科会として

火山観測施設も不在であった。そのため、岩手山で

立ち上げられたＩＮＳ「岩手山火山防災検討会」の

火山性地震が頻発し始めた 1998 年春以降、地元大

活動と交錯し実施されている。すなわち、ＩＮＳ「岩

学として、火山観測や地域防災のための体制を構築

手山火山防災検討会」の開催、報道機関および防災

することから対応が始められた。

関係機関との連携、火山噴火予知連絡会への現地観
測情報の提供および参加、行政機関の火山防災体制

工学部建設環境工学科の地殻環境工学研究室（矢
内桂三教授・越谷

信助教授・野田

構築への提言と支援、地域への火山防災の啓発活動、

賢技官）およ

火山監視と学術調査など多岐にわたっている。

び地下計測学研究室（斎藤徳美教授・山本英和助教
剛技官）では、葛根田地熱地帯の地熱エ

その詳細は第 3 部、ＩＮＳ「岩手山火山防災検討

ネルギーの開発のために、岩手山を含む地域を対象

会」の活動、の本文および参考資料に述べられてい

に地質調査や熱構造解析を進めており、秋田駒ケ岳

るので、本節では、第 3 部でほとんど触れられなかっ

の噴火史の解明を目指した研究も展開されていた。

た岩手大学独自の活動に限って述べることとする。

授・佐野

地下計測学研究室では、地下構造探査の手法の開発
1. 地元研究機関としての学術観測

を目指した微動の解析や、地震・津波災害を対象に
した地域防災の在り方に関する研究と実践が行なわ

地下構造探査の手法として研究を進めていた微動

れていた。また、岩手山の噴火史研究の第一人者で

の多点同時観測を火山性微動に適用し、松尾村県民

ある土井宣夫氏を 1994 年から岩手大学客員教授と

の森に 1998 年 7 月に 10 台の 3 成分地震計を設置し

して迎え、岩手山を含む「北上低地帯周辺地域にお

て観測、火山性微動の発生源の解析を行なった。西

ける地盤構造および活構造」に関する共同研究を展

岩手カルデラ、黒倉山など西岩手山の浅部に発生源

開していた。これらの研究と活動を背景に、必然的

が推定された。
1999 年 6 月 25 日、同 9 月 30 日、2000 年 10 月 19

に火山防災への取り組みも前記の研究室のメンバー

日、2001 年 10 月 12 日に実施された人工地震探査の

が旗振り役を担うことになった。

地震波を用いて、ファンシューティング解析によっ
て、岩手山内部の P 波速度の減衰域の解析を行なっ
た。西岩手カルデラの下、＋ 0.5 〜− 1.5km（海抜
基準）に減衰域が推定された。
これらの研究は、工学部建設環境工学科における
修士論文の研究、卒業研究の一環として行なわれ、
岩手山の火山活動のメカニズムを検討する際の一つ
の知見となった。
2. 監視カメラの設置
1998 年 5 月 16 日から、工学部 7 号館 6 階の地下
計測学研究室に、 岩手県土木技術振興協会から提
特に、わが国の学官連携の草分けとも評価されて

供戴いた監視カメラおよびインターネットによる映

いる「岩手ネットワークシステム（ＩＮＳ）」の研

像配信システムを設置し、盛岡市方向からの映像を

究会の一つである「地盤と防災研究会」（会長 : 斎

記録すると共に、一般にも提供することとした。

藤徳美岩手大学教授、会員約 150 名）が、阪神淡路
3. 岩手火山研究連絡室の設置

大震災の直後に設立され、防災関係機関、企業、研
究者らが連携して災害に強い町つくりをめざした実

1998 年 5 月から、工学部 7 号館 6 階に関係機関との

践を進めていたことが、後に「岩手方式」とも称さ

連絡調整、情報収集、火山防災マップ作成のミニワーキ

れる火山防災の取り組みが、岩手大学を中心に行な

ングなど防災対応のための拠点（専用電話設置、1998

われる原動力となった。そのため、岩手大学の取り

年 11 月4日以降テレビ会議システム運用）を整備した。
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8. 地域貢献特別支援事業としての取り組み
文部科学省が地域貢献の特に優れた取り組みを支

4. 地震モニタ−の整備
地元で地震観測および解析ができない欠点を補う

援する事業である、平成 15 年度「地域貢献特別支

ために、東北大学大学院理学研究科地震・噴火予知

援事業」に岩手大学が採択された。その一課題とし

研究観測センターが岩手高原スキー場に設置した地

て「火山との共生を目指した地域連携体制の構築」
（事

震計の解析波形を、岩手大学地下計測学研究室で監

業実施責任者：斎藤徳美教授）が取り上げられ、連

視（1 時間ごとに自動更新）できるシステムを整備

携の在り方に関する学術研究や、その実践が岩手大

した。その費用には、1998 年度岩手大学学長特別

学の事業として実施された。

裁量経費が充当された。
5. 噴火時の学術支援体制の構築
噴火が発生した際の、火山噴出物、大気汚染、水
質汚染、動植物への影響などの学術調査を行なう研究
者グループを、工学部建設環境工学科、応用化学科
などの教職員を中心に組織した。幸いにして、噴火に
至らなかったので、支援体制が機能しないで済んだ。
6. 古文書の解析による岩手山噴火史の解明
9. 岩手山防災に関する冊子の出版など

「岩鷲山御山御延焼書留」など岩手山の噴火に関

斎藤徳美工学部教授が編集した、「岩手山の火山

する記述のある古文書を、専門家に判読していただ

活動と防災対応の経緯」

き、火山防災マップの被害想定や防災対策のための

共生へ 5 年間の取り組み、

新聞報道は何を伝えたか①、

噴火のシナリオ想定の解析などを進めた。

新聞報道は何を伝え

たか②を 2003 年 3 月に各 300 部印刷、同年 6 月に各
400 部を増刷、「岩手山防災を語る−斎藤教授の放送・

7. 岩手山観測情報、防災知識などの常設展示
高校生の大学説明会や大学祭の研究室公開用に準

講演集」を 2004 年 4 月に 400 部印刷し、関係者に配

備された、岩手山観測情報や火山防災に関する知識

布した。また、同じく「岩手山火山防災への提言−共

などの資料を常時公開することとした。工学部 7 号

生をめざした 5 年余の模索①②」「岩手山表面現象の

館 6 階の廊下を常設展示館として位置付け、最新情

推移−予知連・県検討会へ提出の資料集」を 2003 年

報を常に更新している。

3 月に各 10 部を製本し、資料として関係機関に配布した。
また、斎藤徳美教授、土井宣夫氏が執筆した、

2001 年 11 月以降は、ホームページ「岩手山の火山
活動と防災対策のページ」を立ち上げ、より広く情報

2004 火山フォーラム（2004 年 9 月 30 日、西根町で

公開を図っているが、常設展示は、一般市民の方々や

開催）のテキスト「ＩＮＳ活動の記録」を 300 部増

他地域から視察に訪れる関係者への説明、学校生徒

刷して、防災関係機関へ配布した。

の総合学習の場などに、一定の役割を果たしている。

（文責：岩手大学
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斎藤徳美）

8. 国立大学法人東京工業大学火山流体研究センター
同火山におけるこれまでの火山ガス観測は、気象

1. はじめに
岩手山では 1998 年から火山性地震が多発し、山

庁の検知管による観測を除けば少なく、1960 年野

体が南北に伸びる現象などが観測されはじた。1998

口ら（1960）と 1970 年の気象庁（1970）によって

年 6 月には、多くの火山で噴火の前兆として発生す

実施されたのみである。
東岩手の噴気活動は、1934 年から 1935 年にかけ

る火山性微動も起こるようになり、岩手山で噴火が
発生する可能性が危惧されるようなった。このため、

て極めて活発で、盛岡市内からも噴気の立ち上るの

気象庁をはじめ、全国の大学や研究機関は地震観測、

が観測された（盛岡測候所、1935）。東岩手山の噴

地殻変動観測、電磁気観測、熱観測などの強化が図

気活動は 1970 年代前半までは活発な状態が続いて

られた。

いたが、1970 年代には噴気活動は弱くなった。

東京工業大学火山流体研究センターでは、これま

一方、西岩手、大地獄谷の噴気温度は 1969 年の

で日本の多くの火山で火山ガスおよび温泉水の温度

調査時（鈴木ほか、1970）に最高 124℃が観測され

や化学成分について調査し、その変化と火山活動の

ているが、それ以前の噴気温度、化学組成について

推移との関連について研究を続けてきた。東京工業

は不明である。大地獄谷では 1970 年に最高 133℃

大学は、岩手山の火山活動活発化の情報を得て、

の噴気が観測され、1987 年には 123℃であつたが、

1998 年 6 月から火山ガスなどの調査を開始した。

以後 1997 年までは 95 〜 105℃で推移していた（仙
台管区気象台、1994、1997；盛岡地方気象台、1998）
。

2. 岩手山の噴気活動
3. 東京工業大学の岩手山の火山調査

現在、岩手山では東岩手の妙高岳の斜面および御
室火口内、西岩手の大地獄地域、黒倉と姥倉を結ぶ

東京工業大学では、岩手山の地震活動のうち、比

稜線上、網張温泉元湯に噴気活動がある。このうち

較的浅い場所で起こっている地震は西岩手で起こっ

最も活発な噴気活動は、1919 年に小規模な水蒸気

ている（田中ほか、1999）ことと、活発な噴気活動

爆発が起こった大地獄谷である。東岩手の妙高岳山

が大地獄谷にあることから、大地獄谷を中心に網張

頂付近の噴気活動は現在微弱である。

元湯、黒倉−姥倉間の火山ガスなどについて調査を
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実施した（図 1）。調査は、1998 年 6 月 2 日、同年 7
月 24 日、9 月 10 日、1999 年 5 月 12 日、8 月 17 日、
10 月 14 日、2000 年 9 月 7 日、2001 年 8 月 21 日、
2002 年 10 月 3 日、2004 年 6 月 18 日に行い、火山ガ
スの化学組成、温度などから岩手山の火山活動の推
移を検討した。
火山ガス観測から見た、活動状況および推移につ
いては、第 5 部第 2 章で述べることとし、ここでは、
大地獄谷を中心とした現地の状況の記述にとどめた。
4. 各調査時の現地の状況
（1）1998 年
初めて調査を行った 1998 年 6 月 2 日は、大地獄
谷と網張温泉元湯で火山ガスと温泉の観測を行った。
大地獄谷では、活発な噴気活動が見られ（写真 1）、
北西部に火山ガスが反応してできる約 1 ｍの緻密な
硫黄の塔が形成されており、110℃の火山ガスが噴
出していた（北西噴気）。この硫黄の塔からの火山
ガスの噴出は 2000 年には止まった。この硫黄の塔
から南東方約 20 ｍの場所に、最も温度の高い噴気
活動があり、ここでも硫黄の塔が形成されており、
135℃の火山ガスが噴出していた（南東噴気、写真 2）
。
また、大地獄谷噴気地帯の北西端には、極小規模
な噴火が起こったと思われる噴気孔が確認された。
その径は 1.5 ｍ× 3 ｍで、周辺の 3 ｍ× 8 ｍの範囲
に硫黄混じりの灰色の噴出物が堆積していた。噴気
温度は 95℃であった（写真 3）。犬倉山からの登山
道を上りきった黒倉山−姥倉山分岐地点に温度が
86℃の弱い噴気活動があった（以後黒倉−姥倉分岐
と呼ぶ）
。
このほか、黒倉山と姥倉山を結ぶ稜線上の数ヵ所
にも極弱い噴気活動が認められた。同日、調査した
網張温泉元湯には、約 97℃の弱い噴気活動があり、
ここでも火山ガスの採取を行った（写真 4）。
1998 年 7 月、9 月の大地獄谷の噴気活動は大きな
変化が認められず、火山ガスの温度にも変化がなかっ
た。一方、黒倉−姥倉分岐地点の噴気温度は、94℃
に上昇していた。
（2）1999 年
1999 年 5 月の大地獄谷では、南東噴気の周辺は
硫黄の沈着が多く、一面黄色であった（写真 5）。
温度は 143℃で、前年に比べて約 10℃上昇していた。
また、1998 年 6 月に泥水を噴出した跡の穴（写真 3）
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からも噴気活動が再開し、穴周辺は黄色い硫黄の沈
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著となった。
（5）2001 年
2001 年 8 月の大地獄谷では、南東噴気の硫黄の
塔はやや小さくなり、噴気の圧力が弱まっていた。
温度も 2000 年に比べて約 10℃低下していた（写真 7）
。
一方、黒倉山−姥倉山間の噴気活動は、活発な状態
が続いていた（写真 8）。
（6）2002 年
2002 年 10 月の大地獄谷では、南東噴気の硫黄の
塔が 1998 年以後最も大きく成長していたが（写真 9）
、
噴気活動はあまり活発ではなく、温度は 125℃で
2002 年に比べてさらに約 10℃低下した。
（7）2004 年
2004 年 6 月には、大地獄谷南東噴気の硫黄の塔
も小さくなっており、噴気活動は塔の周辺に散見さ
れる程度であった（写真 10）。温度も 100℃以下に
低下していた。また、黒倉山−姥倉山稜線周辺の噴
気活動も弱まっており、一部では植生の回復が見ら
れた。
これらの火山ガス調査の結果から検討した、岩手
山の火山活動の推移については、第 5 部第 2 章（P.430）
で述べた。
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（文責:東京工業大学火山流体研究センター 平林順一）
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9. 国立大学法人名古屋大学地震火山防災研究センター
外に健闘していると考えている。たしかに、1 日に

1.「岩手山が膨張しているけど」
1997 年冬、センターの Fax に、岩手山で群発地

せいぜい 3 ㎞ほどの区間しか測量できない、少なく

震が発生し、地下の深部では低周波微動も起きてい

とも 3 名ものスタッフが必要など大きなハンディキャッ

るという火山噴火予知連絡会からのニュースが舞い

プが存在する。

込むようになった。岩手山、石川啄木がわが母なる

しかし、その反面、1 ㎞離れたところの高さが 1 ㎜

山と詠んだ山、そして、なぜか、年に一度ゲレンデ

という高い精度で求まる。そして、測量終了と同時

に立ち、寒さとガスの中、4 ㎞の直下降を楽しんだ

にその結果が直ちに明確になるという利点がある。

隣の雫石スキー場ぐらいしか、浮かばなかった。他

もっともその背景に、バーコーダ技術とメモリーを

人事の空耳に過ぎなかった。

駆使したデジタルレベルという新技術の水準儀の開
発がある。

1998 年 5 月、東京で学会に参加していた。その
少し前に、国土地理院から岩手山周辺の GPS 観測

私がこの社会に身を投げた当時、30 年も前の話

点で岩手山の膨張を示唆するような地殻変動が観測

であるが、当時は、水準儀から読み上げ、手簿と称

されているとの情報も届いていた。しかし、飲み仲

するノートに記していた。そして、測量を終えてか

間でもある、東北大学地震火山センターの三浦哲さ

ら、電卓でせっせと集計する。読み上げミス、記入

んに「忙しくなりましたね」と気軽に檄を飛ばして

ミスも少なくなかった。それよりも、私は測量を終

いた。まだまだ、他人事である。

えながら、一杯飲めないことを憂い、プリンター付

その数時間後、センター長に呼び出される。「至急、

のプログラム電卓に入力し、測量終了と同時に測量

岩手山に出掛けて水準測量をやって上下変動を検出

結果がわかるようなシステムを作成していた。その

しないか」
。「しないか」よりも「しなさい」の口調

出力であるサーマル用紙が雨で黒ずみ、データが読

である。岩手山の土地勘は上述したように、岩手山

めず、泣いたこともある。
ところが、デジタルレベルは標尺を CCD のイメー

の隣なり、雫石スキー場の冬の景色しかない。
あわてて、東北大学の植木貞人さんを探しだし、

ジセンサーが自動的に読み取り、その値をメモリー

情報を仕入れる。まだ、圧力源の位置が絞り込めて

に保存する。そのため、測量終了と同時に水準点間

いない。最近の火山活動が東岩手であることから、

の比高が表示される。手を抜いたのが直ちに暴露さ

東岩手に圧力源がありそうという意見も聞こえる。

れ、まずいシーンもあるが、これは実に便利である。

とにかく、一度、状況を見に行きますからよろしく

測定の終了同時に地殻変動を把握することができる。
また、読み取りが自動化されることにより、読み

と植木さんにお願いする。
水準測量は最低でも 3 名が必要になる。もっとも

取りに関し、職人芸が要求されることがかなり少な

最近は、歳のせいか、2 人でのんびりと 2 ㎞ほどの

くなった。この職人芸がなくなることを嘆く先輩方

距離をする方が好きになっている。そして、広い範

もいるが、少なくとも、水準測量に取り組んでみよ

囲での水準測量が必要のようである。となると、多

うとする人口は確実に増加する。名古屋大学では、

くの人に参加をお願いしなくてはならない。さっそ

学生も積極的に水準測量の読み手になるようにして

く、全国の同業者に呼びかけることにした。

いる。水準測量もスペシャリスト集団の作業でなく
なりつつある。勿論、スペシャリストは歓迎するが、
裾野を広くすることも、観測技術を伝承するうえで

2. なぜ今さら水準測量

重要な要因である。

昨今、測地学では空を飛ぶ新兵器 GPS や合成開
口レーダ（SAR）が火山や地震活動に伴う地殻変

このように、進行している地殻変動をモニターす

動観測で目覚ましい活躍をしている。たしかに、目

る上で、水準測量は直ちに結果が現地で得られ、観

を見張る精度で地殻変動を検出し、とても 10 年前

測された地殻変動に即座に対処できる利点を有する。

では想像もつかないような議論まで進展している。

この利点を生かさない手はない。

これからは、確実に GPS や SAR が地殻変動観測の
主たる役割を果たしていくと確信する。

3. 岩手山水準路線
一月ほどがあっという間に過ぎた。この間に、水

しかし、古典的な観測手法である水準測量も予想
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準測量を実施する路線の下見と水準点の設置作業を
新緑の岩手山南山麓で行った。水準路線は雫石の市
街地を基点にして、葛根田川沿いを北上し、玄武温

しかし、多くの水準点は、安定しており、2001 年

泉から岩手高原を経て網張温泉まで北上するルートと、

の測量まで、着実に地殻変動を反映した動きが観測

途中の岩手高原から東方向に相ノ沢、滝沢を経て、

された。

馬返し登山道までのルート、合計 35 ㎞である。この

1998 年 7 月、水準測量に参加するメンバーが全

間に 80 の水準点が設置された（図 1）。なお、上下

国の大学から岩手山に集まってきた。5 月に測量が

変動から推定される圧力源を追いかける形で、その後、

提案されてから、水準点の選定設置で手間取り、二

水準路線は網張温泉から林道を北西方向へ 5 ㎞ほど

カ月もかかってしまった。それでも、東京大学、名

延長し、最終的には三ツ石峠の手前まで達した。

古屋大学、京都大学、九州大学、そして、鹿児島大

国土地理院は、直径 50 ㎝ほど地面を 2 ｍほど掘り

学から 8 名が集まった。宿は「国民休暇村

岩手網

下げ、そこに捨コンクリートで基礎を作り、その上

張温泉」である。さっそく、駐車場を利用して水準

に御影石の水準点を設置する。今回、そのような費

儀の調整を開始する。

用もなければ、時間もない。ほとんどを路肩の排水

翌日から、3 チームに分かれ、測量作業に入る。

溝や路肩脇の構造物に金属標識を貼付けた。ガードロー

岩手山の活動は緊迫していながら、標高 500 ｍ前後

プの基礎に設置した水準点の一部は、冬のスリップ

の路線は、涼しく、しかも一部を除けば、交通量も

事故で引っ張り上げられるというアクシデントを被っ

少なく、快適に作業が進んだ。夜間に噴火があった

た。また、大きな交通案内掲示板の頑丈な基礎に打

としても、フロントガラスが割れることを避けるため、

ち込んだ水準点は、1998 年 9 月の岩手県内陸北部地

車の駐車は必ず、岩手山に対して後ろ向きとした。

震時に、もろに不等沈下した水準点も数点あった。

道路をまさに歩いて測量するわけである。となる
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1

1998年７月16日−26日

木股文昭1・宮島力雄1・高山鐵朗2・山本圭吾2・内田和也3・八木原寛4・辻 浩6・小山悦郎6

2

1998年８月31日−９月３日

木股文昭1・宮島力雄1・高山鐵朗2・山本圭吾2・内田和也3・松島 健３
八木原 寛4・佐藤峰司5・辻 浩6・森 済7・鈴木敦生7

3

1998年９月４日−７日

木股文昭1・宮島力雄1・高山鐵朗2・山本圭吾2・内田和也3・松島 健3
八木原 寛4・佐藤峰司5・辻 浩6・森 済7・鈴木敦生7

4

1998年11月２日−８日

木股文昭1・宮島力雄1・高山鐵朗2・内田和也3・平野舟一郎4・佐藤峰司5・辻 浩6・中坊 真8

5

1999年５月20日−27日

木股文昭1・宮島力雄1・高山鐵朗2・内田和也3・中村めぐみ3・松島 健３
平野舟一郎4・佐藤峰司5・植木貞人5・辻 浩6・小山悦郎6・寺田暁彦6・森 済7

6

1999年10月20日−27日

木股文昭1・宮島力雄1・高山鐵朗2・内田和也3・中村めぐみ3・佐藤峰司5
植木貞人5・辻 浩6・小山悦郎6・Nikolay・Maguskin・Vasilenko

7

2000年５月20日−27日

木股文昭1・宮島力雄1・高山鐵朗2・内田和也3・中村めぐみ3・平野舟一郎4・立花憲司5・上田英樹5

8

2001年10月18日−22日

木股文昭1・宮島力雄1・内田和也3・佐藤峰司5・中坊 真8・佐竹義美5

1) 名古屋大学大学院理学研究科、 2) 京都大学防災研究所、 3) 九州大学大学院理学研究科、 4) 鹿児島大学理学部、 5) 東北大学大学院理学研究科、
6) 東京大学地震研究所、 7) 北海道大学大学院理学研究科、 8) 京都大学大学院理学研究科

と、地図だけでは気づかないことも見つかる。地図
に記載されていない水準点が雫石から玄武温泉の北
までに 7 点も見つかる。しかも、観測年月と標高ま
で記してある。温泉を給湯する工事に関連した水準
測量のようである。測定時、1987 年 11 月の標高も
きちんと記して残っていた。さっそく、今回の測量
結果と比較する。雫石から岩手山に近づくにつれ、
隆起量が大きくなり、玄武温泉の北側で 5 ㎝に達す
る。もっとも、測量精度などきちんとした評価が必
要だが、過去の岩手山の地殻変動を検討する上で重

頭の上の電線も揺れている。震源はまさに私達の足

要なデータである。

下だった。他の路線を測量している別の二チームに
無事を確認し、名古屋と東北の大学に安全を伝える。
1944 年の東南海地震では、今回の私達と同様に、

4. 一月たらずで1㎝も隆起、
そして内陸地震に襲われる
8 月に入っても、群発地震は依然として継続して

測量チームが測量中に地震に襲われた。その直前に、

いた。地殻変動を検出するために、2 回目の水準測

水準儀のレベルが乱れると記した測量者の手記は、

量を 8 月末に実施した。今度は北海道大学も参加した。

東南海地震の前兆的滑りの根拠になった。今回の地

私はちょうど網張温泉から岩手高原へ下る路線で

震も測量中の体験となったが、そのような前兆的な

の測量を担当した。初日の最初の区間で岩手山側が

滑りは見つからなかった。

1 ㎜ほど隆起を示す上下変動が検出された。この傾

測量を中断し、
「国民休暇村岩手網張温泉」に戻る。

向は 1 日中の測量で続いて観測され、夕刻までに約

道路も盛り土のところでは、アスファルトがずれて

3 ㎞の区間を測り終えると、岩手山側の隆起は 5 ㎜

いた。「休暇村」にたどり着いた時には、懇意にし

にも達した。さっそく、夕食時の話題になる。わず

ていた名古屋のテレビ記者から携帯に電話が入り、

か一月間ながら、岩手山は確実に隆起していたので

現場からの実況中継となった。「休暇村」はお客を

ある。網張温泉よりも北側に地殻変動を起こした圧

迎えていたこともあり、厨房などで食器が落ちる被

力源は推定された。

害となりながらも、営業を続けた。測量チームから

3 日目、私達は玄武温泉まで水準測量を済ませて、

一転して地震災害コンサルタントに変身する。宿の

温泉給湯の水準点に向かう。夕日に映える岩手山を

送迎バスを緊急用に玄関に横付けし、鍵もつけて、

眺めながら、本日最後の測量区間に入る。16 時 58 分、

いざという時の避難体制の確保である。

作業中の私達を岩手県内陸北部地震（M6.2）が襲う。

1 − 2 時間して、盛岡市から取材陣が休暇村に集まっ

続いて、葛根田川沿いで音を立てて山が崩れていく。

てきた。宿はこれら取材陣に対して、場所を提供
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するだけでなく、お茶やおにぎりを準備し、取材を
援助した。
この取材援助をマスコミ陣は全く理解せず、利用
するだけ、あとのフォローを全くしなかった。その
ため、マスコミ陣を向かい入れた当時の休暇村のス
タッフに「勝手に休暇村内で取材させた」というし
わ寄せが集中した。岩手のマスコミのそれ相当の協
会から感謝状の一枚ぐらいを休暇村に贈るべきだっ
5. 追えど逃げる圧力源

た。このあたりから、私はマスコミと一線を記すよ

雪に追われるようにして 11 月に 3 回目となる水

うになった。
夜の打ち合わせで、地震による地殻変動を検出す

準測量を実施する。ほんまに雪に見舞われた一夜も

るために、明日から再測量することにした。雫石か

あった。玄武温泉から岩手高原の間では、岩手県内

ら戻ったチームは、断層らしき割れ目を目撃したと

陸北部地震による影響が上下変動に残っていた。そ

いう。期限が限られているから、測量のペースも今

れでもまだ網張温泉の水準点は隆起を示す。隆起

以上にアップしないと間に合わない。

を追いかけて、網張温泉から水準路線を林道沿い
に 2 ㎞ほど延長する。

翌日、朝早々に玄武温泉から南の路線を測量する
チームから一報が入る。玄武温泉の南で 20 ㎝に達

雪解けを待って、1999 年 5 月に 4 回目の測量に取

する上下変動が観測されたというのである。岩手県

り組む。京都大学防災研究所から資金を援助してい

内陸北部地震に伴う断層は世界でもっとも地震発生

ただき、13 名と岩手山の水準測量では最大のスタッ

から短時間で断層運動が計測された地震である。

フが集まった。一部の水準点は雪の下だった。南の

その断層の南側では全く上下変動は観測されず、

鹿児島大学のスタッフは、初めての雪除けを楽しむ。

断層の北西側が一気に突き上げ、南東側では揺れた

測量の結果、前回に伸ばした路線だけで 1 ㎝の隆起

だけで地殻は全く動いていないことが水準測量から

が検出された。隆起をおいかけ、三ツ石林道の終点

明確になった。

までさらに 4 ㎞北西へ伸ばす。
5 回目の測量は 1999 年 10 月 20-27 日に実施した。

帰任日の昼間まで測量に取り組み、花巻からの飛

部分参加ながら、二人のロシア人が加わった。カム

行機に飛び乗る。
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チャッカとサハリンで地震と火山に取り組んでいる

人から「測量会社の代わりに、非常に安く東京都の

測地学の研究者である。彼らは筑波の研究集会に来

下請けをやるのですか」と痛烈な批判を受けた。私

たついでに岩手山まで足を伸ばしてくれた。研究集

は、大学の研究教育の一環としてきちんと位置づけ

会よりものびのびと水準測量に加わった。

てするならば、水準測量などは火山における地殻変
動観測を理解するに大きな役目を果たすと考える。

前回に三ツ石林道まで伸ばした成果が現れる。と
うとう、隆起のピークが見つかる。どうも岩手山に

残念ながら、準備が遅れ、三宅島の 2004 年水準測

隆起をもたらした地殻変動の圧力源は、網張温泉か

量は実現しなかった。

ら北西へ 4 ㎞、大松倉山の南南西 2 ㎞に推定される。
最後に、この報告は名古屋大学からとなったが、

深さは 4 ㎞あたりであろうか。
2000 年冬は雪が多く、5 月 20 − 27 日に実施した

岩手山の水準測量に参加した 23 人もの方々、そし

測量では林道に残雪があり、最後の水準点には行け

て現場には来られなかったが、大学で支えてくれた

なかった。それでも前回より 1 ㎝も隆起していた。

多くの方々に熱く感謝する。

しかし、全体として隆起を示す路線区間は確実に減
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健・山本圭吾・八木原
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でなくても可能な状況も開かれている。名古屋大学

佐藤峰司（1998）岩手県北西部地震の直前 ･ 直後にお

では、水準測量をテーマとしない学生でも測定して
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いる。火山体における地殻変動の観測技術として、
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水準測量はまだまだ活用できると考える。
岩手山では、それほど多くの学生の参加が実現し
なかった。しかし、実際のフィールドを歩いて測定
するということは、大学の教育活動の一環でもある。

（文責：名古屋大学地震火山防災研究センター 木股文昭）

理科離れ、フィールドを知らずにモデル計算だけに
追われがちな現在の大学の置かれている状況から、
フィールドを知り、観測に手を染めることは重要な
意味を痛感している。
2004 年に入り、三宅島での水準測量を東京都と協
力して実施したいと火山研究者に申し出た時、ある
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10. 内閣府
旧国土庁）が参加し、計 2 回（1998 年 6 月 10 日、

旧国土庁防災局（現内閣府（防災担当））は、
1998 年 6 月 9 日の火山噴火予知連絡会の検討結果を

同年 10 月 15 日）開催された。第 1 回会合では、岩

受けて、翌 10 日に国の関係機関の情報交換の場と

手山の火山活動状況（気象庁）や、火山対策（消防

して「岩手山の火山活動及び火山対策に関する勉強

庁、旧建設省、岩手県）についての報告がなされた。

会」を開催した。

第 2 回会合では、観測機器の冬場対策や、泥流対策
等について意見交換がなされた。

その後、火山性微動の発生など噴火の可能性が切
迫してきたことから、1998 年 7 月 2 日に、国の機関の

「岩手山の火山対策関係省庁連絡会」は、15 機関

対応状況に関する情報の共有を目的とした「岩手山

（内閣官房内閣安全保障・危機管理室、警察庁、防

の火山対策関係省庁連絡会」を開催した。同連絡会は、

衛庁、旧文部省、旧厚生省、科学技術庁、農林水産

岩手山が噴火し、大規模災害が発生した場合には、

省、旧通産省地質調査所、旧運輸省、気象庁、旧建

防災基本計画に基づき設置される「災害対策関係省

設省、旧建設省国土地理院、消防庁、岩手県、旧国

庁連絡会議」に切り替わることが想定されていた。

土庁）が参加し、計 4 回開催された。それぞれの会

「岩手山の火山活動及び火山対策に関する勉強会」

合では、火山活動状況や各省庁・岩手県の対応状況

は、7 機関（内閣官房内閣安全保障・危機管理室、

等が報告された。開催経緯と主な議題は表 1 のとお

科学技術庁、気象庁、旧建設省、消防庁、岩手県、

りである。
（文責：火山対策担当 平

第1回
1998年7月2日

内閣官房内閣安全保障・危機管理室、
警察庁、防衛庁、科学技術庁、農林水産省、
・火山活動状況について
旧通産省地質調査所、旧運輸省、気象庁、
・岩手県での対応状況等について
旧建設省、旧建設省国土地理院、消防庁、
岩手県、旧国土庁
内閣官房内閣安全保障・危機管理室、
警察庁、防衛庁、旧厚生省、科学技術庁、

第2回
1998年7月29日

農林水産省、旧通産省地質調査所、
旧運輸省、気象庁、旧建設省、
旧建設省国土地理院、消防庁、岩手県、
旧国土庁
内閣官房内閣安全保障・危機管理室、

第3回
1998年9月7日

祐太郎）

警察庁、防衛庁、旧文部省、科学技術庁、
農林水産省、旧通産省地質調査所、
旧運輸省、気象庁、旧建設省、
旧建設省国土地理院、消防庁、岩手県、
旧国土庁

内閣官房内閣安全保障・危機管理室、
警察庁、防衛庁、旧文部省、旧厚生省、
第4回
科学技術庁、農林水産省、
1998年10月15日 旧通産省地質調査所、旧運輸省、気象庁、
旧建設省、旧建設省国土地理院、消防庁、
岩手県、旧国土庁
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・火山活動状況について
・岩手県での対応状況等について
・火山噴火予知連絡会拡大幹事会について
・科学技術庁の緊急調査について
・各省庁の対応状況について
・火山活動状況について
・岩手県の対応状況等について
・火山噴火予知連絡会緊急拡大幹事会の
検討結果について
・地震調査研究推進本部地震調査委員会
臨時会の検討結果について
・各省庁の対応状況について

・火山噴火予知連絡会の検討結果について
・岩手山火山防災マップについて
・各省庁及び県の対応状況について

11. 国土交通省東北地方整備局岩手河川国道事務所
1998 年当時は、建設省東北地方建設局岩手工事

することとなった。事務局に県・市町村の防災部局

事務所であったが、省庁再編等により国土交通省東

を新たに加え 7 月 8 日、新たに「岩手山火山災害対

北地方整備局岩手河川国道事務所となったため、本

策検討委員会」を設立、7 月 22 日に西岩手山、10

章の中では特に断り書きがない場合、現組織名を用

月 9 日に西岩手山、東岩手山を統合した防災マップ

いるものとする。また当時、火山防災の窓口となっ

を策定・公表した。
その作成に当たっては、これまで進めてきた検討

ていた洪水予報課も、現在は調査第一課へ名称変更

結果があったものの、まさに進みつつある火山活動

されている。

に合わせ、噴火形態・規模を見直し、再度シミュレー
ションを繰り返し被害想定地域を設定した。

1. 概要

また、地域住民の方に防災マップについてより理

岩手河川国道事務所では、岩手山をはじめ八幡平、
秋田駒ヶ岳、秋田焼山の火山が集中している八幡平

解を深めてもらうために、防災マップの内容を分か

山系において、1987 年より基礎調査を行い、1990 年

りやすく解説した「岩手山火山防災ハンドブック」

より直轄火山砂防事業に着手した（秋田県側は湯沢

および「解説ビデオ」も作成・配布した。

。直轄火山砂防事業の目的は、
河川国道事務所が実施）

（2）岩手山火山防災ガイドラインの作成
1998 年 10 月に火山防災マップを公表した後、
「岩

火山地域における荒廃地域の保全を行うとともに、
土石流及び火山噴火に伴う火山泥流、火砕流、溶岩

手山火山災害対策検討委員会」において、さらなる

流出等の土砂流出による被害から、河川下流部に存

火山防災対策を強化すべく、各関係行政機関、防災

在する人家、耕地、公共施設等を保護することである。

関係機関が今後どのような対策に取り組むべきかと

これにより、1998 年以前には、葛根田川、松川、赤

いった指針を取りまとめた、「岩手山火山防災ガイ

川に砂防施設の設置を進めてきていたところであった。

ドライン（以下、ガイドライン）」の策定に 1998 年
11 月より取りかかった。

1998 年 4 月 29 日に臨時火山情報第 1 号が発表さ
れて以降は、岩手県・周辺市町村・気象台等の関係

本ガイドラインは、噴火前から噴火がほぼ終息す

機関と連携しながら岩手山の火山防災を進めてきて

るまでの期間を「異常データ観測・活動活発期（噴

おり、1998 年 6 月 24 日 16:00 の臨時火山情報第 2 号

火前対策）
」
、
「避難期（緊急対策；噴火後 48 時間）
」
、

発表を受けて、16:30 には岩手河川国道事務所が、

「避難生活期（応急対策；噴火後 1 〜 2 週間）」、「生

18:30 には東北地方整備局が火山災害対策本・支部

活再建期（復旧・復興対策；発災後 3 週間目〜）」

を設置し、それぞれ注意体制に入った。その取り組

の 4 つの局面に分け「岩手山の火山活動と防災対応

みとしては、砂防施設の整備を行うハード対策と、

のシナリオ」を作成し、そのシナリオに基づき「必

火山監視や警戒避難の支援を行うソフト対策とを行っ

要となる活動」を整理し、関係行政機関・防災関係

ているところである。なお、注意体制は 2004 年 7

機関がその活動を円滑に実施するために事前に講じ

月 1 日に入山規制がすべて緩和されたのに伴い解除

ておくべき計画及びその具体化のための指針を取り

されたものの、引き続き各種対策、火山監視や関係

まとめたものである。1999 年 6 月に噴火前対策及

機関との情報交換を行っていく予定である。

び緊急対策にかかる部分のみを「緊急対策ガイドラ
イン」として先行的に策定・公表した。その後応急
対策、復旧・復興対策も併せ 2000 年 3 月に「岩手

2. 防災マップ作成・火山砂防計画の策定

山火山防災ガイドライン」として、策定・公表した。

（1）岩手山火山防災マップの作成

（3）岩手山噴火対応火山砂防計画の策定

防災マップの作成は、1996 年に岩手県と協力し

ガイドラインの中で「必要とされる活動」の一つ

て学識者や地元市町村長を委員とする「岩手山火山
噴火警戒避難対策検討会」を組織して検討を進め、

として明記されている、火山に係る「情報収集・伝

1998 年 4 月には概ね完成を見ていた。

達」、「砂防施設の整備」を計画的に実施するため、
1998 年 11 月に学識経験者や地元市町村長等を委員

しかし、1998 年 7 月の段階では、一般に公表す
るまでに至っていなかったため、火山活動が活発化

とする「岩手山火山砂防計画検討委員会」を設置し、

したことを踏まえ、防災面に考慮したマップを作成

ハード対策及びソフト対策によって構成される「岩
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手山噴火対応火山砂防計画（以下、砂防計画）」の
検討に着手し、1999 年 6 月に策定・公表した。
この砂防計画は、
「火山砂防計画策定指針（案）
（平
成 4 年 4 月建設省河川局砂防部）
」に準拠して策定され、
対象とする現象を火山防災マップで設定された現象と
し、それぞれ現象毎に施設によるハード対策、警戒避
難体制の整備等ソフト対策の検討を行った（表 1、2）
。
ハード・ソフト対策ともに、基本対策計画と緊急
対策計画の二本柱で構成されており、基本対策計画
は噴火前に計画的に実施し、緊急対策計画は火山活
動の状況に応じた対応を行うこととしている。
砂防計画の策定に当たり、治山部局は異なる委員会
を立ち上げたため、一部マスコミには縦割り行政とも
批判されたが、施設配置計画等においては、お互いに
情報を交換し、連携した計画となっている。
（図 1、2）

側の水蒸気爆発の可能性が指摘されていたため、西
側で 1/10 降雨確率（10 年に 1 度の確率で発生が予
想される降雨）により発生する土石流を捕捉できる
施設に着手し、その完成後東側 1/10 降雨確率対応
施設、さらに次段階として 1/100 降雨確率対応施設
整備と事業を進めていく予定である。
また、その施工に当たっては、岩手山周辺の豊か
な自然環境に配慮し、渓流の上下方向の連続性を失
わないような、オープンタイプの砂防堰堤を積極的
に採用することや、施工前後での環境のモニタリン
グを行ったりもしている。特に、希少猛禽類につい
ては、毎年の営巣状況を観察し、
「岩手山周辺直轄砂
防事業環境調査検討会」で学識経験者等の意見を伺
いながら、猛禽類の営巣・抱卵・ふ化の時期におけ
る工事を必要に応じて控える等の配慮も行っている。
②緊急対策施設

①砂防施設の整備
砂防計画に従い、噴火後に頻発することが予想さ

緊急対策計画に位置付けられ、噴火した際緊急的

れる土石流に対応するため砂防堰堤・遊砂地等の砂

に砂防施設等を建設するものであるが、噴火現象に

防施設を整備するものの、全ての施設を完成させる

より岩手山麓上部には近づくことができない可能性

までには多大な予算と時間が必要となる。しかし、

があるため、原則として山麓下部に施設を配置して

いつ発生するか分からない火山噴火に対応するため

いる。噴火後に、頻発することが予想される土石流

に、整備を段階的に実施し土石流に対する安全度を

に対して、いかに迅速かつ的確な施設配置を行うか

高めていくこととした。

が重要であり、砂防計画においては具体的な施設配
置、工法等を検討している。

まずは、当時の火山噴火予知連の統一見解でも西
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対策施設については、遊砂地、導流堤とし、代表

管理のために設置されていた雨量計を増設するもの

的な工法は、工期短縮と無人で施工できる利点を持っ

である。さらに、監視計画は検討が重ねられ、12

た大型土のう型枠工法を採用している。これは、現

月時点では表 2 のように配置された。

地で発生する土砂とセメントミルクとの撹拌により

1998 年度の当初予算については既に実施計画が決

ISM 材を造成し、それを大型土のうに入れて、堤

まっていたものの、臨時火山情報の発表と土砂移動

体兼型枠として利用する工法であり、リモコンによ

監視計画の決定を受け、予算を組み替えて対応する

り遠隔操作できるユニットをバックホウ等に取り付

とともに、国道 46 号線春木場地点や国道 4 号線渋民

ける事で現地に人が立ち入らず施工が可能な工法で

地点にカメラを設置するに当たっては道路部局とも

ある。無人化施工技術は、雲仙普賢岳の噴火後にお

連携して路面監視カメラを兼ねたものとした。2004

ける、砂防施設整備において技術開発が進み、1999

年現在では合計 15 台の監視カメラが設置されている。

年 9 月 3 日の玄武洞崩落に伴う土砂の除去にも活用

これらの情報は当初 NTT 専用線により、事務所へ

され、さらには新潟県中越地震の際にも母子が乗っ

転送されていたが、NTT 専用線では送ることができ

た車ががけ崩れに遭遇した現場において、二次崩落

る情報量が限られているため、高速・大容量の情報を

の危険性がある場所での車の掘り出しにも用いられ

転送できる光ファイバーケーブルの敷設が急務となった。
岩手河川国道事務所では、国道 4 号線と国道 46

たものである。
当事務所では、遠隔操作ユニットを所持しており、

号線には道路管理用のケーブルが敷設済みであった

無線が届く範囲や施工性について試験施工で確認し

が、これから分岐させ、2000 年末までには岩手山

ている（写真 1）
。

を取り囲むように光ファイバーケーブルを合計 87.6
㎞敷設した。さらには、山麓 5 町村の役場とも光ファ
イバーケーブルを繋ぎ、監視カメラの画像と土石流
の監視情報を送信している（図 3）。
また、八幡平山系における火山砂防事業のデータ
ベース化と、火山防災対策に役立てるため、地図情

3. ソフト対策
（1）火山監視
1998 年 4 月 29 日の臨時火山情報第 1 号発表を受け、
岩手河川国道事務所では 5 月 7 日に、事務所から目
視できない岩手山北側（八幡平スキー場レストハウ
ス内）に監視カメラを設置し、国土交通省で保有し
ている衛星通信回線を利用した画像転送システム
(Ku-Sat) により、画像転送を開始した。その後、土
木研究所砂防研究室（当時）の助言を受けながら、
岩手山土砂移動監視計画が検討され、7 月 22 日の「岩
手山火山災害対策検討委員会」で承認、記者発表さ
れた。その内容は、岩手山の南北 3 方向に 4 基の監
視カメラを設置し、さらには山麓の主要 2 渓流に土
石流を検知するセンサーを設置し、洪水予報やダム
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報システム (GIS) の整備も行った。オルソフォト技

の東北地方整備局を通じて東京の国土交通省本省へ

術により、地図と航空写真を合致させ、様々なデー

も送られ、国土交通省の災害対策に役立てられる他、

タを取り込むことにより、
「3 次元画像機能」
「情報・

内閣府の防災担当部門、さらには首相官邸の内閣危

斜め写真検索機能」
「堆積物算定機能」
「縦横断図作

機管理室にも転送されるようになっている。

成機能」を装備している（図 4；P. Ⅲ参照）。これ
らの機能は、被害概況把握や、火山灰堆積状況の取
りまとめの調査用基図として使用でき、火山噴火時
の初動体制における防災対策に活用可能である。

さらに、火山監視画像は、各役場のロビーや盛岡市
内の「プラザおでって」内に設けられたイーハトーブ
火山局支局や、国道 46 号線道の駅「雫石あねっこ」
、
国道 4 号線道の駅「石神の丘」
、国道 106 号線道の駅「区
界」等で一般の方々にも提供している。また、NHK
盛岡放送局や、民放 4 局にも配信しており、岩手ケー

（2）情報の共有化

ブルテレビにおいては常時放映されている。

火山活動による土砂移動現象は、その速度が速い
ため（土石流：時速約 40 ㎞、火山泥流：時速約 60 ㎞、

さらに、光ファイバー整備と併せて監視カメラに

火砕流：時速 100 ㎞以上）、その発生を感知してか

電源を供給するケーブルを山麓に整備しているが、

らの避難では間に合わない場合も多い。よって、警

これまで電源が乏しく観測活動に制限があった他機

戒避難に資する情報は、県・市町村等の関係機関で

関がこの電源を利用するケースも生じ、現在では、

共有することにより、適切な避難に役立てることが

工業技術院地質調査所（当時）や国土地理院が

重要である。

GPS や APS の電源として利用している。

そこで、監視計画が固まった後、1998 年 8 月 25 日

（3）防災啓発活動
住民等の防災意識啓発のために、以下のような取

に開催した「岩手山火山土砂移動避難警戒対策の打
合せ会議」を皮切りに、10 月 30 日、1999 年 1 月 27

り組みを行った。

日と打合せを重ね、情報配信整備について検討した。

①岩手山火山防災サミット

情報提供に当たっては、防災情報として市町村が

岩手山の防災対策の促進を目指し、国・県・関係

求めているものとして、雨量情報と土石流センサー

市町村など関係防災機関のトップが意見交換する、
「岩

の情報が挙げられたので、当事務所と各役場に設置

手山火山防災サミット」を 1999 年 6 月 26 日に松尾

した通報装置とを NTT 専用線（現在は光ファイバー

村柏台のさくら公園で開催した。400 名を超える参

ケーブル）で結び、1999 年 4 月 1 日より運用を開始

加者の目を引いたのは、国土交通省のヘリコプター

した。また、盛岡地方気象台には、臨時火山情報第

からリアルタイムに中継され、会場のモニター画面

1 号発表直後の 1998 年 5 月 8 日から監視カメラ画像

に映し出された岩手山の現況である。さらに、当日

の配信を行っていたが、その後岩手県庁と配信範囲

は、砂防施設の起工式も併せて行われた。

を拡大し、現在では図 5 のような機関に配信を行っ

②岩手山火山防災フォーラム
2000 年 3 月 11 日、盛岡市の岩手県民会館において、

ている。なお、災害時には監視カメラ画像は、仙台
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「岩手山火山防災フォーラム」を約 600 名の参加者
を得て開催した。記念講演として、作家三好京三氏
を講師に招き「父なる山

岩手山」という演題でお

話しをいただき、その後パネルディスカッションと
して、元 NHK 解説委員の伊藤和明氏をコーディネー
ターに、前島原市長（雲仙普賢岳）の鐘ヶ江管一氏
や前美瑛町長（十勝岳）の水上氏等をパネリストに
迎え、噴火災害の体験をもとに、防災のあり方や火
山との共生について意見交換を行った。
③イーハトーブ火山局の開局
平常時には火山について学習し、火山防災に理解
を深めていただくのと、緊急時には防災活動の拠点
となることを目的に 2000 年 6 月 17 日に松尾村と共
同でイーハトーブ火山局を開局し、来局者数は、
2004 年秋には 5 万人を越えている（写真 2）。
当火山局の「イーハトーブ」の名称は、宮沢賢治
がエスペラント語で表した理想郷としての「岩手」
を意味している。童話「グスコーブドリの伝記」に
登場しており、火山の恵みを受けながら一方で火山
防災も怠らず火山との共生を目指すことが我々の考
える理想郷と考え、その願いが込められている。

フェース等の機器が整備されている（写真 4）
。
④ロールプレイング方式による防災訓練
東側の火山噴火を想定した非常かつ急激な状況変
化の中で、緊急時の対処の要領、判断力等の向上を
目指して、岩手山防災関係各機関の協力を得て、2002
年 1 月 24 日に岩手産業文化センター・アピオの会議
場において岩手山危機管理演習を岩手県と共同で実
施した。実戦に即した演習を実施し、各関係機関の
緊急時の対処方法、判断力等の向上を目指すためロー
ルプレイング方式（役割演技法）による図上訓練を

内部は、
「防災スペース」
、
「情報発信スペース」
、
「学
習研究スペース」とに別れ、情報発信スペースには

取り入れ、防災関係者 142 名で演習を行った（写真 5）
。

岩手山の火山活動の歴史や、想定される噴火の形態、

特に、初動体制について注目し、演習想定時期を

世界の火山についてパネルや CG を使ったビデオ等

噴火前から噴火後の避難期までとし、初動時におけ

で紹介しており、火山関係の図書を集めたコーナー

る関係機関の迅速な情報収集と共有化、災害対策本

も設けている。また、土石流模型実験の実演も行い、

部の有機的な連絡活動、住民やマスコミ関係者に対

砂防施設の効果を分かりやすく紹介している（写真 3）
。

する適切な対応を行うことを演習目的とした。災害

また、学習研究スペースでは、火山に関する勉強

は、東側火口付近で噴火が以下のとおり 3 回発生し
たものと想定した。

会を開催できるよう 50 〜 60 名が座れる机、椅子等
が整備されており、防災スペースには監視カメラ画

１回目：水蒸気爆発

像や事務所との通信が行えるよう光ケーブルインター

２回目：水蒸気爆発、小規模降灰
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３回目：大噴火（火砕流・火砕サージ）
融雪泥流（滝沢村・玉山村・西根町）
降灰（滝沢村・玉山村・盛岡市）
演習は統裁部（コントローラー）と演習部（プレ
イヤー）に分かれ、コントローラーは、噴火や災害
等の状況をプレイヤーに伝え、プレイヤーは与えら
れた災害状況等に対して、対応をその場で判断して
いく。実戦さながらの状況を作るために、大型スク
リーンによる岩手山噴火状況の提供や、テレビニュー
ス等の放映等により、刻々と変化する災害状況を提
示した。
この演習結果は、「ロールプレイング方式による
火山災害危機管理演習マニュアル（案）」としてと
りまとめている（写真 6）。

⑤岩手山見どころマップの作成
⑥ 2004 火山砂防フォーラム

2004 年夏には、岩手山周辺 4 町村（雫石町、滝
沢村、西根町、松尾村）と共同で、火山活動の沈静

火山砂防フォーラムは活火山を抱える市町村が中

化に伴い、岩手山＝活火山との認識が薄くなると考

心となり、
「火山を知り火山と共に生きる」をテーマ

えられる若年層への警戒意識の啓発と、1998 年以

に毎年開かれている。2004 年は西根町が開催地とな

降の岩手山の火山活動活発化により影響を受けた観

り、9 月 30 日・10 月 1 日の両日、全国から火山砂防・

光地のＰＲを目的として、小学生の火山学習の支援

火山防災に携わる方々が集まり、意見交換等を行った。

を行った。4 町村から各 1 校の協力をいただき、火

9 月 30 日のフォーラム当日は、台風 21 号の直撃

山の専門家による授業や現地見学を行い、火山とし

を受け、あいにくの天気ではあったが、防災関係者、

ての岩手山の活動による影響（火山災害、地形、産

地元町村議会議員、地元住民約 500 人集まった。フォー

業、産品など）を学習し、岩手山に関わりの深い「見

ラムは 2 部に分かれ、第 1 部では前項で紹介した「岩

どころ」を小学生自身が調べ、それらを『岩手山見

手山見どころマップ」の取り組みを紹介しながら、

どころマップ』として取りまとめた（写真 7）。

作成に関わった岩手県土井宣夫火山対策指導顧問、

この「見どころマップ」は、休日に西根町田頭小

小学校教諭、小学生や西根町長が意見を交換した。

学校により東北道岩手山 SA や、国道 282 号線道の

また、第 2 部では、元 NHK 解説委員の伊藤和明

駅「にしね」で配布を行い、観光客に好評を博した。
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氏をコーディネーターとし、1998 年の岩手山活動

活発化以降の取り組みについて、全国的にも珍しい

「岩手山の火山活動に伴う道路関係連絡会議（事務局：

産学官横断組織であるＩＮＳ「岩手山火山防災検討

岩手河川国道事務所）」を開催し、交通規制を実施

会」を中心に紹介し、火山地域における連携のあり

する時期や迂回路等について検討を行った。その結

方について意見交換を行った。

果、1999 年 6 月 24 日には「岩手山火山活動に係る

10 月 1 日は岩手山周辺を南北 2 コースに分かれ、

交通規制箇所図」を作成し、公表した。

現地見学を行う予定であった。しかし、残念ながら

道路交通規制は、気象台から緊急火山情報が発令

台風による出水の影響が残っていたため、現地見学

された場合を基本とし、噴火、土石流、その他によ

は中止となった。

る大災害が発生するおそれが予想される段階で実施
することとした。ただし、降灰による交通規制は、
降灰の範囲、降灰の量等を道路管理者のパトロール

4. 道路関係の対応

により状況を把握し、その結果により交通規制を実

岩手山麓には、岩手河川国道事務所で管理する国
道 4 号線、46 号線があり、これらは東北の南北・

施することとしている。

東西を結ぶ大動脈であり、岩手山が噴火すればその

・降灰時出動目安：200g/

、降灰量 1 ㎜程度でレー

ンマークラインが見えづらくなる状態。

影響が大きく、広範囲にわたるものと予想される。

・降灰時交通規制目安：500g/

さらに、高速道路、岩手県管理の国道、県道、さ

、降灰量 2 ㎜程度

らには市町村道が入り組んでおり、これらの道路管

でレーンマークラインが見えなくなる状態。

理者と、交通管理者が適切に対応しなければ、救助・

また、降灰時においては県内全域に配備されてい

救出活動や、住民避難のみならず、交通・物流に対

る道路管理機械を盛岡管内に集め、降灰除去作業を

して著しい混乱を招きかねない。

迅速に行えるような体勢を整えている。

そこで、1998 年 7 月 27 日には関係機関が集まり、

対象外とする
基本対策：監視カメラの設置
緊急対策：降灰状況の調査
対象外とする
基本対策：監視カメラの設置、関係機関と観測情報を共有するシステムの整備
対象外とする
基本対策：監視カメラの設置、関係機関と観測情報を共有するシステムの整備
緊急対策：防護壁の設置等状況により対応
基本対策：監視カメラの設置、関係機関と観測情報を共有するシステムの整備
基本対策：1/100 対応施設整備、平年降雨による流出土砂の除石
（一次対策）早期に整備すべき1/10 対応規模の施設整備
緊急対策：立入禁止区域外で、1/10 対応の施設整備（無人化施工技術の活用等）
基本対策：雨量観測、土石流検知センサーの設置、監視カメラの設置、警戒避難基準雨量設定、警戒避難情報伝達網整備
緊急対策：降灰後の基準雨量設定
基本対策：全量を捕捉する遊砂地を計画し、先行的に用地確保等を行う
緊急対策：状況に応じ掘削などで対応
基本対策：監視カメラの設置、関係機関と観測情報を共有するシステムの整備
基本対策：泥流対策と兼ねる施設配置、用地確保先行
緊急対策：遊砂地による冷却や導流堤による方向制御
基本対策：監視カメラの設置、関係機関と観測情報を共有するシステムの整備
対象としない
基本対策：監視カメラの設置、関係機関と観測情報を共有するシステムの整備、必要に応じてGPS 等監視・観測機器を設置
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八幡平
（北側）

1998年5月7日
1998年10月20日

監視カメラ(CCD)

山体表面の可視画像
＜火山活動の監視＞
＜火山情報への活用＞

熱赤外監視カメラ

山体表面の熱赤外映像
＜火山活動の監視
（温度分布・夜間監視）
＞

小高倉山

1998年10月20日

雨量計

降灰地域の降雨情報
＜土石流発生予測＞
＜警報発令＞

松川
網張
玄武
三ツ森
東八幡平

既設
既設
既設
既設
1998年10月20日

積雪計

融雪地域の積雪情報
＜火山泥流発生予測＞

松川

既設
既設

土石流検知センサー
（ワイヤーセンサー・振動センサー）

土石流発生検知情報
その他の土砂移動検知
情報
＜警報発令＞

小高倉山
（南西側）
春木場
（南側）
渋民
（東側）

1998年9月3日
1998年12月11日

網張
焼切沢
有根沢
小水無沢
ナリヤ沢
妻ノ神沢
ウド沢

1998年9月3日
1998年9月25日
1998年10月20日
1998年10月20日
1998年10月20日
1998年10月20日

（文責：岩手河川国道事務所調査第一課長
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吉田桂治）

12. 防衛庁陸上自衛隊岩手駐屯地
1. 全

2. 主要活動事項

般

岩手駐屯地は、第 9 特科連隊本部を主体としてＩ

（1）岩手山防災訓練の参加及び実施

ＮＳ「地盤と防災研究会」の分科会であるＩＮＳ「岩

岩手山周辺自治体が実施した「岩手山火山噴火対

手山火山防災検討会」の発足時から参加し、岩手山

策防災訓練」等に積極的に参加し、関係機関等との

火山防災に関する情報収集、意見交換及び関係機関

連携強化を図るとともに、自衛隊独自の訓練として、

等との交流によりその連携強化を図った。

岩手山噴火災害の「指揮所（机上）訓練」及び「現
地偵察訓練」等を数回実施し、岩手山噴火災害対処

この間、岩手県及び岩手山周辺自治体が実施した

の資とした。

岩手山噴火対策防災訓練に積極的に参加し自治体と
の連携強化等を図るとともに、陸上自衛隊として災

（2）ＩＮＳ「岩手山火山防災検討会」等への参加

害発生時に迅速かつ円滑に活動できるよう、東北方

訓練等に支障のない範囲で参加し、岩手山火山活

面隊をはじめとする上級部隊及び岩手駐屯地として

動の状況を把握するとともに、関係機関等との意見

の「岩手山噴火災害対処計画」の整備に努めるとと

交換及び交流を深め岩手駐屯地（自衛隊）の能力・

もに、「岩手山噴火対策防災指揮所訓練」及び「岩

特性等について理解促進を図った。

手山噴火対処偵察訓練」等を重ねその実効性の検討

現在は、主に第 9 特科連隊本部の防災及び情報担

を進めた。また、岩手山火山活動の推移を見極める

当者が同検討会等に参加しているが、当初は、駐屯

重要な手段の一つとなる岩手山演習場内における「火

地各部隊及び岩手地方連絡部の主要なメンバーも参

山トレンチ調査」支援及び岩手山航空偵察を実施し

加し隊員への普及教育を実施する等岩手山火山活動

て、現状の岩手山火山活動の情報等を把握し岩手山

に関する知識を深め火山防災意識の高揚を図った。

火山防災に備えた（写真 1）。
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（3）火山トレンチ調査支援
岩手山の今後の活動の推移を見極める上で重要な
10 〜 17 世紀の噴火による噴出物の調査を実施する
ことにより、同時期に発生したマグマ噴火と成層火
山表層部崩壊の経緯を明確にするために必要な地質
学的データを得て、噴火災害の軽減に資することを
目的として、1998 年に通商産業省工業技術院地質調
査所が実施した岩手山演習場内の火山トレンチ調査
時のトレンチ掘削（溝の掘削）を支援した（写真 2）
。
以後、これを岩手大学工学部と土井宣夫氏（現、
県総合防災室）が主体となった調査を継続して支援
した（写真 2）。2004 年 11 月末まで、岩手山演習場
内の約 20ヵ所の調査を支援した。
（4） 岩手山航空偵察
岩手山噴火災害対処に資する目的で、2000 年以降、

者を派遣することとしている。また、北東北を担任

岩手山の現状を確認・把握するため第 9 飛行隊（八

する第 9 師団、東北全域を担当する東北方面隊も災

戸）が装備する小型ヘリ（OH − 6）による岩手山

害の規模に応じて投入され、組織的な派遣活動がで

航空偵察（機上観測）を 4 回／年を基準として実施

きるよう計画している。
岩手山噴火災害派遣の最大の特徴は、東岩手山の

してきた。
この際、現岩手大学斎藤徳美副学長のご協力を得

火山活動の際、「岩手山火山防災マップ」でも分か

て、岩手山の現状を確認するとともに、助言等をい

るとおり岩手駐屯地も火山泥流の被害を受け、災害

ただき岩手山火山活動の正しい認識を継続的に把握

派遣と駐屯地避難の両立を図る必要がある点である。

してきた。これまで、気象等の影響で何度か中止に
なったものの、2004 年 11 月まで 10 回以上実施した。

4. その他
今年 7 月に実施された「岩手山現地説明会」をは
じめ、関係機関等が開催した岩手山火山防災に関す

3.「岩手山噴火災害対処計画」の作成・制定
前述した各種活動等や「岩手山火山防災マップ」

る各種行事等に積極的に参加した。

に基づき、上級部隊（東北方面隊及び第 9 師団）と
同時並行的に岩手山噴火災害時の対処計画を作成、

5. 岩手山火山防災の主要活動記録
表 1 参照。

その実効性を机上（図上）演習・各種偵察等の成果
を踏まえて幾度かの補備・修正を重ね、陸上自衛隊
の「岩手山噴火災害対処計画」を 2001 年に制定した。
本計画は、派遣準備、部隊の災害派遣、災害派遣
の撤収の 3 段階に大きく区分されている。派遣準備
の段階は、情報担当幕僚（担当主務者）による気象
庁・地方自治体等から情報を収集する態勢から、全
隊員を駐屯地に待機させる態勢まで 6 段階に区分し、
災害発生のおそれに応じて部隊の即応態勢を整える
様に計画している。災害派遣の計画は、火山活動の
態様及びそれに伴う被害状況に応じて、自衛隊の活
動地域・内容を 4 つに区分しているとともに、関係
機関等との連絡調整及び地域の被害状況等を把握す
る目的で、県庁等各関係機関には自衛隊の連絡担当
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1998年
5月15日

自衛隊『岩手山火山災害対処
計画研究プロジェクトチーム』発足

6月26日

「関係市町村等連絡会」参加

6月30日
7月 1日

西根町、
滝沢村防災計画入手
松尾村、
雫石町防災計画入手

7月11日

「岩手山防災セミナー」参加

岩手駐屯地 「計画」作成のための情報
収集等

9特連本部1名

岩手大学

9特連本部1名

7月13日

西根町主催「防災検討会」参加

7月22日

西岩手山のハザードマップ50部受領し、
駐屯地各部隊に配布

8月3日

トレンチ調査支援開始

8月11日

「岩手山防災セミナー」参加

8月20日

幹部教育の実施

編成人員
第9特科連隊副連隊長
以下30名
＊発足前の4月には、
雲仙普賢岳及び十勝岳の
火山情報を収集

西根町

岩手山演習場
トレンチ掘削等
地域内
盛岡市

第346施設中隊の支援
（中型ドーザ）
岩手駐屯地司令以下283名

駐屯地

「岩手山火山噴火対応」
について
・本部運営訓練
・情報収集訓練
・救助救出訓練
・架橋、築堤訓練
・応急救護、医療訓練
・交通規制訓練
・後方支援活動訓練
（炊き出し）

参加部隊
9特連各部隊
9高射大隊
9戦車大隊
9対戦車隊(当時)
人員：153名
車両：15両
野外炊具1号×2

研究項目

＊目的
「岩手山火山災害対処計画」
の作成に資する

10月18日

「岩手山噴火対策防災訓練」参加

雫石町
西根町
滝沢村
松尾村

10月21日
〜23日

東北方面隊が計画実施した『岩手
山火山対処現地研究会』参加

岩手駐屯地

「岩手山焼走り溶岩の噴火調査」 岩手山焼走り
参加
周辺

9特連本部1名

1月29日

「冬季岩手山噴火対策防災訓練」
参加

滝沢村

参加部隊
9特連各部隊
346施設中隊
方面飛行隊
方面通信群
人員：116名
車両：17両
野外炊具1号×2
中型ヘリ
（UH-1）
×2
大型雪上車×2
軽雪上車×3

1月30日
〜31日

「岩手山火山防災シンポジウム」
を聴取

雫石町

2月10日

「阪神大震災の教訓を活かす」
を聴取

10月24日
1999年

6月3日

『岩手山噴火対策防災机上
訓練』の実施

・本部運営訓練
・情報収集訓練
・孤立者救出訓練
・避難救援訓練
・後方支援活動
（炊き出し、給水）

第9特科連隊長以下3名
第9特科連隊長以下3名

岩手駐屯地
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・各級指揮官の状況判断
・幕僚活動（指揮官の補
佐）
・情報活動要領
・災害対処計画に基づく
部隊運用及び連絡調整

＊訓練の目的
「計画」を検証し、改善・充
実を図る。
また、机上訓練の要領を部
外関係機関に提示し、じ後
の防災訓練要領の参考とし
てもらう。

10月24日

「岩手山噴火対策防災訓練」参加

西根町

・本部運営訓練
・現地災害本部設置訓練
・倒壊建物救助訓練
・応急炊き出し訓練

参加部隊
9特3大隊
人員：35名
車両：6両
野外水具1号×1
人命救助システム×1

雫石町

・現地災害本部設置訓練
・通信情報訓練
・倒壊建物救助訓練
・応急炊き出し訓練
・孤立者救出訓練

参加部隊
9特3大隊
人員：42名
車両：12両
野外水具1号×2
人命救助システム×1

盛岡市

・本部運営訓練
・倒壊建物救助訓練
・救急搬送訓練
・応急炊き出し訓練

参加部隊
9特本部中隊
人員：52名
車両：13両
野外水具1号×1
人命救助システム×1

研究項目
・方面隊の「岩手山火山
災害対処計画」の具体
化
・被害予想地域及び活動
拠点適地の確認
・斎藤教授（現、
岩手大学
副学長）
の講話を聴取

※訓練の目的
方面隊の「岩手山火山災
害対処計画」を検討しそ
の完成に資するとともに、
自
治体との連携強化を図る。
参加者
方面総監部、
第9師団
（岩手
駐屯部隊含む）及び第6師
団内各部隊の主要担当者

2000年
2月20日

8月27日

「冬季岩手山噴火対策防災訓練」
参加

「岩手山噴火対策防災訓練」参加

10月16日
〜18日

東北方面隊が計画実施した
『災害対処現地研究』参加

岩手駐屯地
一部、
仙台駐屯地

10月19日
〜

『岩手山航空偵察訓練』の開始

岩手山周辺

小型ヘリによる
岩手山の機上観測

2001年

2月18日

「冬季岩手山噴火対策防災訓練」
参加

玉山村

・現地災害本部設置訓練
・情報伝達訓練
・救出訓練
・救急搬送救護医療訓練
・応急食料炊き出し訓練
・架橋設置訓練

岩手駐屯地

訓練想定（仮想の被害
状況等）に基づく一
連の行動等
・情報収集要領
・災害対処計画に基づ
く部隊運用及び連絡
調整要領等
＊訓練終了後研究会を
実施
問題点等を把握し計
画へ反映

第9飛行隊の支援
斎藤教授の協力
参加部隊
第9特3大隊
第9後方支援連隊
第9施設大隊
人員：51名
車両：12両
野外水具1号×2
人命救助システム×1
自走架柱橋×2
手術セット×1
参加部隊
駐屯地各部隊
＊訓練の目的
・
「計画」の検証
・活動要領
・岩手山災害派遣に対する
対処要領
・部外関係機関への指揮所
訓練の提示

3月9日

『岩手山噴火対処防災指揮所訓
練』実施

3月29日

現在の『岩手山噴火災害対処計画』制定
＊上級部隊は、
同時期又はこれ以前に制定済み

これまでに数度の補備
修正を実施

「岩手山噴火対策防災訓練」参加

参加部隊
第9特3大隊
第9施設大隊
第9飛行隊
人員：50名
車両：11両
野外水具1号×2
人命救助システム×1
自走架柱橋×4
小型ヘリ(OH-6)×1

11月18日

・災害派遣要請訓練
・救急搬送訓練
・応急食料炊き出し訓練
・倒壊建物救助訓練
・架橋設置訓練
・航空偵察訓練

雫石町
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2002年
1月24日

「机上演習」
（岩手山危機管理演
習）参加

滝沢村

2月6日

『岩手山噴火対処集結地偵察訓
練』の実施

周辺市町村

5月9日
〜13日

『岩手山火山噴火災害偵察訓練』
周辺市町村
の実施

12月15日 「岩手山噴火対策防災訓練」参加

9特連本部等6名
・活動拠点候補地及び
経路の偵察

目的
現地を偵察確認し、
即応態勢
の確立を図る。

・新着任者等に対し、活
動拠点・ヘリポート候
補地等及び経路を確認
させる

目的
現地を偵察確認し、
即応態勢
の確立を図る

・現地災害対策本部設置
訓練
・上空偵察訓練
・応急食料炊き出し訓練
・架橋設置訓練
・先行班情報収集訓練
・観光客等避難訓練

参加部隊
第9特3大隊
第9施設大隊
第9飛行隊
第1ヘリ団
人員：57名
車両：10両
野外水具1号×2
人命救助システム×1
自走架柱橋×6
小型ヘリ
（OH-6）
×1
大型ヘリ
（CH-47）
×1

・活動拠点等の偵察確認

訓練目的
各部隊担当者に現状を確認・
把握させ、
事後の計画修正に
資する。
参加部隊
各部隊担当者

松尾村

・災害対策本部設置訓練
・上空偵察訓練
・応急食料炊き出し訓練
・先行班情報収集訓練
・観光客等避難訓練

参加部隊
第9特3大隊
第9飛行隊
方面航空隊
人員：28名
車両：8両
野外水具1号×2
人命救助システム×1
小型ヘリ
（OH-6）
×1
中型ヘリ
（UH-1）
×1

西岩手山

・現地における説明を聴取
現況を確認
し、

9特連本部4名

西根町

2003年
5月7日
〜14日

12月14日

2004年
7月25日

『岩手山火山噴火災害偵察訓練』
周辺市町村
の実施

「岩手山噴火対策防災訓練」参加

「岩手山現地説明会」参加

備 考
◎ＩＮＳ
「岩手山火山防災検討会」への参加は多数有り、
訓練等で参加できない時もあったが積極的に参加してきたこととし、
記述は省略した。
◎「火山トレンチ調査」支援は、
1998年から毎年1回実施しており、
第1回目の支援のみの記述とした。
◎その他、
岩手山火山防災に関する各種会議等に参加してきた。

（文責：陸上自衛隊岩手駐屯地第九特科連隊第二科
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國分忠夫）

13. 林野庁東北森林管理局・盛岡森林管理署
同年 8 月 6・7 日林野庁及び青森営林局は、山口

1. 概要

伊佐夫東京大学名誉教授を団長とする「岩手山火山

岩手山は、標高 2,038m の円錐形の成層火山で、
その秀麗な姿から岩手県のシンボルとして親しまれ

及び地震災害対策調査団」を現地に派遣して、岩手

てきており、頂上を含む山体の大部分が国有林となっ

山山体の状況、火山活動の結果予想される事象等に

ています。

ついて調査がなされ、その結果、土石流等による災

岩手山は有史以来、溶岩の噴出及び山体の崩壊が

害を未然に防止するため、監視・観測施設及び治山

繰り返されてきましたが、1998 年 3 月以降火山性

ダム等の配置を検討するよう提言がなされました。
この提言を踏まえ、国有林・民有林一体となった

地震・微動及び山体の体積変化が活発化しはじめ、
同年 4 月 29 日には第 1 号の臨時火山情報が気象庁

「岩手山火山治山全体計画」を緊急に策定すること

から発出され、「噴火の可能性がある」との見解が

とし、学識経験者等からなる「岩手山火山治山計画

示されました。

検討委員会」を設置致しました。
（2）岩手山火山治山計画検討委員会

5 月 14 日、岩手県が「岩手山の火山活動に関す
る関係市町村等連絡会議」及び「岩手山火山活動対

委員会は、土砂災害等から住民の生命・財産を守

策検討委員会」を設置し、さらには、6 月 24 日に

るために、治山ダムの配置計画及び土砂移動監視・

第 2 号の臨時火山情報が発出され、これを受けて同

観測施設の配置、運用計画等を検討することとし、

日、岩手県に「災害警戒本部」が設置されました。

原則公開により 3 回開催されました。
第１回委員会

7 月には岩手県及び建設省等による「岩手山火山

1999 年 1 月 7 日

災害対策検討委員会」が設置され、「岩手山火山防

①設立の趣旨と要綱の検討

災マップ（岩手山の西側で水蒸気爆発、東側でマグ

②噴火規模、対象現象、計画の方針の検討

マ噴火が起きた場合の災害予想区域図）」が作成公

③治山計画の基本的考え方の検討
第２回委員会

表されました。これに基づきいよいよ、関係機関の

1999 年 2 月 12 日

①流域別治山施設計画の検討

連携による火山防災対策が本格化してきました。

②土砂移動監視・観測施設設置計画の検討

国有林においても、国有林・民有林一体となった

第３回委員会

「岩手山火山治山全体計画」を緊急に樹立すべく、

1999 年 5 月 28 日

①流域別治山施設全体計画の検討

学識経験者からなる「岩手山火山治山計画検討委員
会」を設置し、その結論を得て、平成 11 年度から「岩

以上の委員会の討議を経て、治山ダム等ハード対

手山火山地域防災機能強化総合治山事業」に着手し

策及び監視施設等ソフト対策の「岩手山火山治山全

ました。

体計画」が決定されました。

岩手山における国有林の火山治山対策は、噴火前

これらの委員会の討議の過程で、特に、「岩手山

の予防対策であること、関係機関との連携の下で円

の防災対策は緊急を要するので、周辺住民の理解を

滑な実施に努めてきたこと、ソフト面の対策を重視

得るためにも、砂防事業と速やかに調整を図ること」
、

したこと等治山事業としても多くの新たな対応を含

「森林の土砂抑止機能を過大評価することは危険で
あるが、軽減化は期待できるので恒久対策面で検討

んだものでした。

すること」等の意見が出されました。
2. 国有林における対策の経過
（1）臨時火山情報 2 号の発出を受けて
臨時火山情報 2 号の発出を受け国有林では、1998
年 6 月 30 日青森営林局（現東北森林管理局、以下
同様）が森林管理部長を代表とする「岩手山火山災
害警戒連絡会議」を、7 月 2 日には林野庁に業務第
一課長を座長とする「岩手山火山情報連絡会議」が
設置され、国有林としての火山活動に伴う山地災害
対策がスタートしました。
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（3）計画の方針

3. 岩手山火山治山全体計画の前提

1）対象とする火山の規模

（1）岩手山火山治山計画概念

火山防災マップで扱った想定噴火規模とする。

有珠山あるいは雲仙普賢岳の経験に習い、図 1 の

西側での約 3,200 年前の水蒸気爆発及び東側での

概念図の基に計画を進めました。

1686 年のマグマ噴火と同程度の規模により発生する土
砂量を想定する。想定量は西側で約 1,000 万

、東

側で約 8,500 万 とする。
2）対象とする現象
噴火による土石流とする。但し、融雪型火山泥流及
び火砕流については、土石流対策として配置する治山
ダム、導流堤及び森林機能の抑制効果を検討する。
3）計画の方針
全体計画は、100 年超過確率日雨量で発生が予想さ
れる土石流に対応する施設計画とする。その場合噴火
に伴う土石流に対し他事業との連携を図る。
4）対策の区分
緊急対策と恒久対策とする。
緊急対策は、10 年超過確率日雨量で発生が予想さ
れる土石流に対応する施設計画とする。恒久対策は、
100 年超過確率日雨量で発生が予想される土石流に対
応する施設計画とする。
5）規模、構造等
①治山ダムは待ち受け構造とし、土石流に対して安

（2）岩手山火山治山防災対策の基本的考え方

全な構造とする。
山体の斜面

上

流

域

②渓流（沢）ごとに出てくる土砂量を試算し、治山

国有林治山

ダム等により抑制・抑止できる土砂量を把握する。
山体の渓間

上〜中流域

中〜下流域

国・民有林治山

③導流堤・溝等の設置の検討と併せ、恒久対策と

国有林治山

して森林整備による山腹面の土砂移動抑制手法等
を検討する。

（砂防指定地にあっては砂防）

（4）土砂移動監視機器の設置・運用計画
扇

状

地

頂〜中 部

中〜端

部

民有林治山・砂防

治山計画に付帯して設置する雨量計、土石流発生

民有林治山・砂防

検知センサー等の配置計画、優先順位、警戒避難基
準雨量及び情報伝達経路等の運用計画について検討
する。

この基本的考え方に立って、特に、山体部分におけ
る対策については

（5）治山事業と砂防事業の連携方針

①明瞭な渓流をなす流域においては、土石流等の直接

「治山事業と砂防事業の連携方針」に従って、各流域
ごとに実施主体が決められました。

抑止を図るダム工等渓間工

1）前提条件

②渓流が不明瞭な流域にあっては、土砂、石礫等の
崩落、流出の抑止、スクリーン機能等発揮のための、
森林整備・造成（災害緩衝林）等を主体として、

①降灰後の土石流対策について施設配置計画を調
整する。
②各流域の対象土砂量及び施設配置の基本的な考

治山施設配置計画を立てました。

え方は統一する。
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（2）ソフト対策

2）連携方針

1）工事現場での防災対策

①国有林・民有林であって、谷の出口より上流部
に施設配置を行う場合は治山事業対応とする。

岩手山の山体部分のほとんどが国有林、山麓部分

②人家・重要施設等に土石流の影響が及ぶ流域で

は民有林であり、国・民有林が土石流等の発生を最

あって、谷の出口より下流部に施設配置を行う

も速く検知できる立場にあります。言い換えれば、

場合は砂防事業対応とする。

土石流等が発生した場合、防災対策工事を施工する
人達が最も危険な環境下にあることとなります。

③人家・重要施設等に土石流の影響が及ぶ流域で
あっても、谷の出口より上流部の国有林・民有

岩手山は現在も、多方面に注目され例のない観測

林内に施設配置を行う場合は治山事業対応とす

体制が敷かれていますが、国有林・民有林の防災対

る。

策工事現場では土石流等の発生を知り得るシステム
とはなっていませんでした。

④人家・重要施設等がなくても、谷の出口より上

このようなことから、対策工事を施工するに当たっ

流部の国有林・民有林内に治山施設の適地がな

て、国有林・民有林としての独立した防災ソフト対

い場合は砂防事業対応とする。

策を緊急対策として実施することとしました。

⑤既往施設に新たな施設を計画し、既往施設と一

その概要は、岩手山全体を北・東・南斜面の三つ

体となった施設配置を行う場合は既往施設の事

のブロックに分けて、それぞれに親局を配置し、各

業主体対応とする。

渓流毎の対策工事現場に子局を配置。災害を検知す
るセンサーは、親局を配置する各ブロックに振動・

4. 全体計画の決定

雨量センサーを、全対策工事現場の上流にワイヤー

（1）ハ−ド対策

センサーの設置を計画しました。

全体計画では、「岩手山火山治山計画の基本的考
え方」に基づき、治山事業と砂防事業との連携・調

このシステムは、土石流等の異常な事態が発生す

整により、火山防災マップ対象 40 流域のうち、18

ると、ワイヤーセンサーの切断或いは振動センサー

流域に治山ダムを緊急対策として国有林 20、民有

の異常振動感知により、そのことが無線で親局に送

林 19 基の計 39 基、恒久対策として国有林 22、民有

信され、親局から無線で瞬時に全現場の子局に送信、

林 5 基の計 27 基、合計 66 基を計画し、自然環境に

子局に施設されたサイレン、赤色回転灯或いは重機

配慮した治山事業を実施することとしました。

械運転者等に配備されたポケベルが一斉に作動する
ことにより、作業現場の人達に異常事態の発生を知

緊急対策は 10 年超過確率日雨量で発生する想定
土石流を治山ダムにより抑止することになりますが、

らせる仕組みとなっています。

完成は 5 年以内を目途としています。なお、この期

また、雨量センサーは、土石流の発生の原因とな

間については今後の推移を見ながら必要に応じ見直

る異常な降雨量に反応し、同様の流れで危険を知ら

しすることとしました。

せる仕組みとなっています。
2）総合監視司令センターの設置

また、森林のもつ土砂移動抑止機能の活用につい
ては、雲仙・普賢岳等の火山噴火、爆発による実例

そして、これらを総合的に運用・管理し、異常事

でその機能が認められています。このことから当該

態発生時の関係機関への緊急通報、インターネット

機能を高めるための、本数調整伐の実施及び裸地化

による情報公開等を行う「総合監視指令センター」

箇所への植栽等の森林整備を実施するほか、土石流

を盛岡森林管理署に設置し、運用しています。図 2

及び火山泥流を抑制するための緩衝林の造成を恒久

にその概念図を示します。

対策として計画することとしています。流域ごとの
治山全体計画と国有林の計画を表 1 と表 2 に示します。
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平成 11 年度から平成 15 年度まで実施した対策は、

5. 国有林の岩手山火山治山防災事業

緊急対策としてのハード及びソフト対策の基盤とな

（1）岩手山火山治山防災事業の根拠

る管理道路の整備、治山ダム工及び防災監視施設の

1）防災対策総合治山（火山地域防災機能強化総合治山）

整備等を主体に施工し、平成 13 年度から、恒久対

①事業内容
火山地域において、荒廃地等の復旧整備及び泥

策で実施するとした森林整備についても着手し、こ

流、土石流等による山地災害の未然防止を図る

れまでに 17 億円余の事業を実施しています。
これらの実績を表 3 に示します。

ため緊急に行う総合的な山地災害危険地対策を

（3）おわりに

おおむね 5 箇年で実施する。

以上、国有林の岩手山火山治山対策のこれまでの

②採択基準

概要を報告させていただきました。

火山活動が活発化している地域又はその兆候が

現在も、岩手山は、噴火にまで至っていませんが、

顕著な地域において、山地が荒廃し又は火山噴

なお、警戒を要する状況にあります。

出物の堆積が著しく、次期の火山活動又は融雪・
降雨等に起因して泥流、土石流等となって集落、

緊急対策として 5 年間を目途に実行してきました

公共施設等へ被害を及ぼし、又は被害を及ぼす

が、国の予算事情等から計画通りとは参らない状況

おそれがあり、民生の安定上放置しがたいもの

です。この期間を見直しし、平成 16 年度以降も計

で、全体計画の工事規模が 3 億 5 千万円以上の

画達成に向け対応を検討しているところです。
私ども担当者としては、国有林としての対策の着

もの。

実な推進を図り、国土の保全、国民の生命財産の保

（2）岩手山火山治山防災事業の着手とこれまでの経過

護に努力していきたいと考えているところです。

国有林として、平成 11 年度から「岩手山火山地
域防災機能強化総合治山事業」の採択を得て、緊急
対策工事に着手しました。

基数

百万円

㎞

ha

百万円

11

（5）0

174

0.9

12

（5）0

31

13

（2）5

23

0.4

6.0

405

14

（1）2

29

3.1

35.5

214

15

（3）3

29

1.2

50.8

271

計

（13）10

286

5.6

92.3

1,710

422
398

※１ . 治山ダムの基数の裸書きは完成、（ ）書きはその年度の施工基数
２ . 防災監視施設は、11 年度に全施設整備、12 年度以降はワイヤーセンサー増設、子局増・移設、保守点検等

（文責：東北森林管理局治山課）
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第2章 岩手県の活動
1. 岩手県総務部総合防災室
従前は、ほかの防災業務とあわせて対応していた

1. 業務概要
岩手県総合防災室は、災害や危機発生時の情報収

ものであるが、『①専任の課長級の責任者を置くこ

集体制を確立し、県民を災害から守るため、防火、

とで意思決定を迅速化する。②火山対策監のもとに

防災意識の普及啓発、消防・救急・保安体制の充実

火山対策監補佐、火山対策主査など 3 名のスタッフ

強化や岩手山の火山対策を含めた防災対策の総合的

を置いて体制を強化する。』こととし、岩手山の火

推進に努めている。

山防災対策に万全な人事体制をとった。

2. 組織（2004 年 4 月 1 日現在）

※ 各職の配置期間は次のとおり
・火山対策監
（〜2004年3月31日まで）
・火山対策監補佐
（〜2001年3月31日まで）
・火山対策主査
（〜2004年3月31日まで）
・火山対策指導顧問 （2003年1月15日〜現在）

防災担当
（10人）

（1）総合防災室
防災消防
担当課長

消防保安
担当（7人）

（2）岩手県災害警戒本部

火山対策指導顧問

臨時火山情報が発表された場合に設置（火山情報
総合防災
室
長

危機管理
担当課長
防災航空
担当課長

危機管理
担当（2人）

関係の設置基準）

（総合防災室長）

本部職員

副本部長

本部長

防災航空隊
（10人）

（総合防災室職員）

（防災消防担当課長）

地方支部

防災指導監

（3）岩手県災害対策本部

※以下は、岩手山火山防災対策に関係した業務を

・臨時火山情報が発表され、相当規模の災害発生の

行っている各チーム等

恐れがある場合

＜防災担当：防災対策チーム＞

・緊急火山情報が発表された場合（火山情報関係の

・県防災会議の運営

設置基準）

・災害対策本部及び警戒本部の設置、運営
・災害時における災害応急対策の連絡調整

副本部長

本部長

・市町村地域防災計画の修正指導

（知 事）

・自主防災組織の育成強化

※本部員会議

〔

副知事
出納長
総務部長

本部員

〕
〔

各部長・総合防
災室長等

〕

・防災訓練の実施
課

・岩手山火山活動の監視・観測体制の整備促進
緊急初動
特別班

・岩手山周辺市町村の火山防災対策の支援

〔課等の長〕

部局等

機 関

部長；
本部連絡員

・岩手山火山防災ガイドラインの推進
・岩手県地域防災計画の推進

〔機関の長〕

地方支部

班

支部長･副支部長･
支部委員；支部連絡員

〔班長・副班長〕

〔

＜火山対策指導顧問＞
・岩手山火山対策について、県に対し専門的な立場

〕

現地災害対策本部

から指導・助言を行う。（「岩手山の火山活動に関

調

する検討会」「岩手山火山災害対策検討委員会」

査

班

現 地 作 業 班

の各委員でもある。）

3. 岩手山の火山活動への対応状況

＜防災航空隊＞
・航空消防防災業務

（1）災害警戒本部体制の強化

・防災ヘリコプターの運航管理（機上観測、観測機

・臨時火山情報第 2 号（1998.6.24）の発表を受け、
「岩
手県災害警戒本部」を設置し 24 時間警戒体制とした。

器、調査人員の搬送など火山対策の活動）

（現在は、危機管理体制による 24 時間警戒体制と

【火山対策監の新設】

している。管理職員 1 名、一般職員 1 名の当直体制。
）

岩手山の火山活動への対策を強化するため、1998

・
「緊急対策ガイドライン」に基づく初動対応マニュ

年 9 月 10 日に「火山対策監」を消防防災課（現総

アルを作成した。

合防災室）内に新設した。
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< 目的 >

（2）監視 ･ 観測体制の整備

住民の避難警戒に資するための「岩手山火山

・｢岩手山の監視・観測体制の強化」等を気象庁、国

防災マップ」や「総合的な火山防災対策の指針

土地理院に要望した。

（ガイドライン）
」の検討を行うほか、随時防災

・1999 年 7 月に開催された「岩手山の火山活動に関
する検討会」において『岩手山西側での表面現象

対策の検討、助言を行う。

が活発化していることから、監視を強化する必要

< 事務局 >

がある。
』との助言を受け、本来、火山観測は国が

国土交通省東北地方整備局岩手河川国道事務所、

行うこととされているものであるが、当該地点付

岩手県県土整備部砂防災害課、岩手県総務部総

近に国の観測機器はなく、新たな設置予定もなかっ

合防災室

たことから、岩手県として、岩手山西側で危惧さ

→「西側で水蒸気爆発が起きた場合のハザードマッ
プ」を公表（1998.7.22）

れていた水蒸気爆発に備え、より微小な地震活動

→｢岩手山火山防災マップ」
、同「ハンドブック」

や温度変化を捉えるため、予備費を充用し、黒倉

を公表（1998.10.9）

山山頂から姥倉山付近に観測機器を設置し連続観

→｢緊急対策ガイドライン｣（異常データ観測・

測を実施した。
（1999.10 〜地震計 2 基、地温計 5 基、

活動活発期〜避難期）を策定（1999.5.27）

写真 1、2）※現在は、地震計 2 基、地温計 3 基

→｢岩手山火山防災ガイドライン｣（異常データ
観測・活動活発期、噴火に伴う避難期、発災
後の避難生活期、生活再建期）を策定
②「岩手山の火山活動に関する関係機関連絡会議」
（1998.8.10 設置）
< 目的 >
岩手山の火山活動に伴う災害予防活動及び災
害応急対策活動の連絡調整を行う。
< 事務局 >
岩手県総務部総合防災室
③
「岩手山の火山活動に関する検討会」
（1998.10.6 設置）
< 目的 >
・火山に関する調査研究に関すること。
・火山活動に関し必要な事項に関すること。
< 事務局 >
岩手県総務部総合防災室
※ 1998.5.14 に岩手山火山活動対策について、
専門的な立場からの指導及び助言を得ながら、
火山対策の在り方について自由に意見交換を行
い、今後必要となる調査研究、施策等のシーズ
を見出し具体化を図るため設置した「岩手山火
山活動対策検討会」を改組したものである。

（3）行政機関、防災関係機関及び学識者との連携強化
岩手山の火山活動による被害を軽減するため、学

（4）「火山対策アドバイザー」に太田一也九州大学
名誉教授を任命（1998.9.21）

識経験者や市町村、防災関係機関等による次の検討

雲仙普賢岳の火山災害対策を直接経験している同

組織を設置し、必要に応じ開催してきた。

氏を非常勤職員として任用し、本県の火山対策に関

①
「岩手山火山災害対策検討委員会」

し、より現実的な指導・助言を得た。

（1998.7.2 設置）
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③電話会議システムの構築（1999.7.30）

（5）土井宣夫火山対策指導顧問の任用（2003.1.15）
長年の調査・研究により岩手山を含めた火山に

県と岩手山関係 6 市町村間において同時通話

関する専門的な知識を有し、また、火山対策全般

（会議）ができるシステムであり、
「テレビ会議

の知識が豊富である同氏を非常勤特別職として任

システム」と同様の目的で構築したが、主に担

用し、岩手山の入山規制解除にむけた諸調査、安

当者レベルの通話（会議）に使用することを想

全対策の実施のほか、本県の今後の火山防災対策

定している。
④監視カメラを雫石町に設置（2000.1）

全般にわたる指導・助言を得た。

⑤岩手県ホームページに「岩手山火山活動関連情

（6）関係 6 市町村（盛岡市、雫石町、西根町、滝沢
村、松尾村、玉山村）による連絡会を定期的に

報」を開設（1998.9.1）

開催し、防災対策上の共通課題等について協議

※ホームページアドレス
（http：//www.pref.iwate.jp/˜hp0108/）

（7）岩手県と関係 6 市町村長が今後の火山対応の連

（9）住民の防災意識の高揚

携等について協議

①「岩手山噴火対策防災訓練」の実施

（8）情報収集・伝達体制の整備

②「岩手山火山防災シンポジウム」の実施

①衛星携帯電話 ｢イリジウム｣ 39 台配備（1999.1.20）

【入山規制解除に向けた取り組み】

衛星携帯電話サービス停止に伴い、2000.3 に

岩手県では、2002 年 10 月 15 日に開催した「岩手山

同電話を返却し、代替措置として携帯電話を新

の火山活動に関する検討会」において、
『岩手山西側

たに配備した。

の入山規制について、二年後を目処に安全対策等を検

②テレビ会議システムの構築（1999.1.20）
住民等に対する避難勧告、避難指示の行為は

討したうえで緩和する方向での助言』があったことを

市町村長の権限となっているが、岩手県の火山

受け、各登山道の入山規制解除の権限を有する各町村

防災対策においては、岩手山の火山活動が活発

長に対し、的確な助言をするため、岩手山西側の表面

化し、噴火または噴火の恐れが生じた場合、県

現象が顕著な『大地獄谷の火山ガス噴出地帯』
『黒倉

が、「岩手山の火山活動に関する検討会委員」

山から姥倉山間の高温地帯』に係る登山道上の危険度

から学術的な助言を得、対応方針を協議・決定

の把握などを 2003 年に盛岡地方気象台、岩手大学、

し、関係市町村長が行う避難勧告等に対し、迅

周辺町村、岩手県山岳協会の協力により実施した。

速かつ的確な助言を行える体制とするため、
「岩

（写真 3 〜 5；第 5 部第 2 章 P.421 参照）

手山の火山活動に関する検討会委員」4 者間及
び「岩手山関係 6 市町村」7 者間のテレビ会議
システムを構築した。下図は、県と検討会委員
間のシステムフローである。

岩手大学
INS64

知事・部長等

TV
INS64
6回線

県庁

I
S

DSU
ＴＶ

気象台

D

この調査結果などを踏まえ、2003 年 11 月 13 日に

TV

N

開催した「岩手山の火山活動に関する検討会」「岩

網

手山火山災害対策検討委員会」「県と岩手山関係 6

東北大学
※土井委員

市町村協議」において、協議・検討された結果、
2004 年 7 月 1 日から岩手山全山において入山規制解

TV

除する旨の方針が決定された。
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このことを受け、県ではハード、ソフト両面での
安全対策について検討を重ね、できる限りの対策を
講じることとし、表１のとおりの安全対策を実施し
ていくこととし、2004 年 2 月 4 日開催の「岩手山火
山災害対策検討委員会」「県と岩手山関係 6 市町村
協議」において承認された。
また、2004 年 5 月〜 6 月にかけ、全山入山規制解
除に向けた現地安全対策として、次の作業を県及び

活動に関する検討会」を開催し、『入山規制解除の

周辺町村のほか、岩手県山岳協会の協力を得て行った。

支障となるような活動の変化はない』との評価を得
た（写真 8）。

①岩手山東側を含めた全山の登山道主要箇所に注
意看板を設置（写真 6、7）

4. 今後の火山防災対策

②黒倉山から姥倉山の高温地帯における地下空洞

2 0 0 4 年 7 月 1 日に全山の入山 規 制 解 除を行い、

箇所等を避けるための誘導ロープの設置
③高温地帯における熱湿地箇所へ丸太の設置

1998 年 6 月 24 日以降継続していた「岩手県災害警戒

④大地獄谷火山ガス噴出地帯へ立入制限ロープの

本部」を廃止したが、今後とも引き続き、表 1 の安全
対策を基本に火山防災対策を実施していくこととしている。

設置
上記のほか、入山規制解除前の火山活動の最終評価

また、次の噴火危機の際には、今回の噴火危機対

を行うため、東京工業大学平林教授に依頼し、大地獄

応により培ったノウハウを生かし、迅速な対応を図っ

谷火山ガスの組成調査を実施のうえ、
「岩手山の火山

ていくものである。
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【全山共通】

①緊急時の体制マニュアル整備
②防災ヘリを活用した入山者救出体制整備

継続（左に同じ）

県、
市町村、
関係機関

①異常現象発生時における入山規制の速
やかな実施
②緊急時の体制マニュアル整備（情報伝
達設備の起動、
登山口の閉鎖、
関係機関
に対する通報等）
③緊急時における登山口等の警戒体制の
整備
④緊急時の体制マニュアル整備（情報伝
達設備の起動、
登山口の閉鎖、
関係機関
に対する通報等）

①盛岡地方気象台、
「岩手山の火山活動に
関する検討会」委員との情報連絡体制を
直ちに確保し、
情報収集・交換に努めるとと
もに、
関係機関が事態に応じた初動体制を
立ち上げる。
②緊急時には、
地域防災計画、
初動対応マニュ
アル等の諸計画に基づき、
県、
市町村は事
態に応じた所要の体制を立ち上げ、
関係町
村は直ちに入山規制を行う。
③関係機関は、緊急時の対応マニュアル等
に基づき対応する。
④入山規制解除に対応するためマニュアル
の改訂を行う。

市町村、
県、
警察、
消防

入山者把握

カー
登山者・下山カードに基づき入山者数、
ド回収率を把握
（登山者カードは平成13年度に15万部作成
済み）

①東側は既存の登山者カードを活用し入山
者の把握を行う。西側は東側の残存登山
者カードを活用し入山者の把握を行う。
②登山箱新規作製：松尾村（七滝コース、松
川コース）、
雫石町（網張コース）

町村、
県警

情報伝達

「岩
①異常現象発生時における県、町村、
手山の火山活動に関する検討会」委員
との間で即断できる体制の整備
②テレビ・電話会議システムによる連絡体制
を整備
③災害警戒本部を設置し総合防災室職員
が24時間体制の中で対応
④防災ヘリ等を活用した情報収集

「岩手山の火山活動に
①盛岡地方気象台、
関する検討会」委員や関係6市町村長との
情報連絡体制に努める。
②テレビ会議システムは、平成16年度末まで
継続設置する。電話会議システムは、
当分
の間、
継続設置する。
③1998年9月に開設した岩手山火山活動関
連情報ホームページで県民へ情報提供を
行う。

広報・啓蒙

①広報誌、
ホームページ等による入山規制
緩和内容の住民等への広報
②報道各社の協力による情報伝達体制の
整備、
緊急情報等の迅速な報道
③パンフレット、
チラシによる入山規制緩和
内容等の宿泊施設、集客施設、登山者
観光客、
宿泊者への周知、
指導、
研修

市町村、
①広報誌、
ホームページ等による入山規制解除・ 県、
観光協会、
安全対策の住民等への周知
②パンフレット、
チラシ等による入山規制解除・ 八幡平国立
公園協会
安全対策等の宿泊施設、集客施設、登山
（事務局：
者観光客への周知
盛岡市観光
③緊急時には、
報道各社の協力による災害情
課）
報の伝達を行う。

岩手山
噴火対策
防災訓練

岩手山関係6市町村で開
平成10年度から、
催し、
現在2巡目
（平成13年度からは年1回
の開催）

岩手山周辺市町村では、
今後とも火山との共
生という観点から対応していく必要があること
から、
これまで実施してきた実働訓練は、
今後、
情報伝達、
住民避難を主体とした図上訓練な
火山活動の状況変化など
どに転換を図るが、
により必要に応じて現地住民の避難を中心と
した実働訓練を行う。

県、
市町村

岩手山
火山防災
シンポジウム

平成10年度から、
岩手山関係6市町村で開
催し、
現在2巡目
（平成13年度からは年1回
の開催）

今後は、
シンポジウム単独での開催を見直し、
他のシンポジウム・講演会との共催などで継続
（各市町村が行っている産業祭等のイ
する。
ベント、
学校の課外授業での啓発や現地での
説明会開催など。）

県、
市町村

救助・救出体制

緊急時の
入山規制
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県警、
県、
市町村

【東

側】

山頂、
登山道、
登山口の11箇所に緊急通報
緊急通報装置 装置等を設置（御神坂登山口、
馬返し登山
（サイレン、
口、
焼走り登山口、
上坊登山口、
鬼ヶ城、
不
赤色灯、発光灯） 動平、
第一噴出口、
平笠不動、
七合目、
八合
目
（避難小屋）、
山頂）

既存の4登山口の緊急通報装置を継続して
活用する。

町村

設置を継続し、
カード記入案内などを行う。

町村

八合目避難小屋への配置（1名）
を継続する。
7月1日から10月の体育の日までの土・日曜日
業務：監視、
避難小屋利用者への啓発

町村

①監視員と滝沢村との連絡用に継続活用する。
②無線用の電源切換えのため避難小屋壁面
にソーラーパネルを設置する。

町村

既存の看板は、西側の規制解除を加味した
内容に改め、
立入禁止看板を撤去する。

町村

①高温域や噴気孔などを避けるため、登
山者をロープで誘導（約500ｍ）する。
②ロープは5ｍ間隔で地上に固定する。地
震計などの観測機器付近の区間は地上
50㎝程度の高さにロープを張る。
③看板（3箇所）を設置し、登山者に周知
し、注意を喚起する。
④熱湿地対策として、熱湿地（3箇所）に
丸太を置き、登山者が足を踏み抜かな
いようにする。

町村

（大地獄谷）
火山性ガス
への対応

①大地獄谷では、
1998年以前から火山ガス
が噴出していたが、
火山性地震の活発化
温度上昇や成分変化が観測された。
以降、
②平成15年度、
登山道の2箇所で火山性ガ
ス濃度調査及び気象観測を実施した。
③調査の結果、
尾根側の二酸化硫黄濃度
が一時的に高くなることが確認された。

①大地獄谷（2箇所）、
登山口（7箇所）、
大地
に火
獄谷に至る登山道分岐地点（3箇所）
山ガスや西側登山道への注意喚起看板を
設置する。
②谷の入口にロープを張り立入規制を行う。
③定期的に現地の確認を行い、濃度の急激
な変化など異常が生じた場合は専門的な
調査を実施する。

町村県

（黒倉山）
地盤変動
への対応

①国土地理院（APS：測距自動観測装置）
の観測により、
黒倉山山頂付近の局所的
な地盤変動が継続していることが確認さ
れた。
黒倉山山頂部は、
亀裂が確認され、
②この他、
強い噴気がある。

①黒倉山山頂への登山道分岐地点2箇所に、
看板2基を設置し、ロープにより立入規
制する。
②国土地理院が臨時GPS観測を行う。

町村国

監視員2名が大地獄谷・
西側は週一度程度、
姥倉鞍部のパトロールを行う。

町村

スピーカー
（カード記入・
提出案内）

登山者カード記入・下山カード回収促進を目
的に4登山口に人感スピーカーを設置
（御神坂登山口、馬返し登山口、焼走り登
山口、
上坊登山口）

監視員の配置
（監視、パトロール）

①緊急時には登山者の下山を誘導する目
的で八合目避難小屋に監視員が常駐
②山岳協会への委託業務・2名を配置
（金〜日曜日）

防災無線
①八合目避難小屋に防災無線を設置
（8合目避難小屋） ②赤色回転灯、
ブザーを設置

看

【西

板

登山者への注意喚起のため、登山口や西
側の立入禁止区域に設置（既存：13箇所）

側】

①平成15年度に登山道付近の噴気孔や地
熱の状況を調査した。
（姥倉山・黒倉山間）
②90℃以上の高温域の分布や蒸気が噴出
高温域や噴気孔
している噴気孔の位置、
地下が空洞と思
への対応
われる箇所、
その他、
熱湿地が確認された。

監視員の配置
（パトロール）
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【監視・観測】

気象庁などの体制

県の体制

気象庁、
東北大学、
国土地理院など8機関が、
地震計など124台の観測・監視機器を設置し
ている。
岩手山西側の地熱や噴気活動の活発化によ
り、
水蒸気爆発の可能性があるとの切迫した
状況を受け、
1999年10月に岩手山西側黒倉
山山頂から姥倉山付近の浅部を観測する目
的で地震計（2基）及び地温計（5基）
を設置

気象庁及び「岩手山の火山活動に関する検討会」の
評価、
火山活動の状況を踏まえ対応する。

現在の状況は設置当時とは異なり、
火山活動について
は地震回数は少なく、
比較的落ち着いた状況にあるが、
地熱や噴気活動は依然として活発な状態が続いている。

･地震計

当分の間（2年）継続設置する。

･地温計

地温の推移を見ながら低下が顕著になるまで継続設置
する。

機上観測等

①検討会委員による岩手山の現況観測・機
上観測を随時行っている。
②東京工業大学に依頼し大地獄谷の火山
性ガス調査を行っている。

岩手山の機上観測を定期的（年3回程度）
に行う。今
年1回は東京工業大学に火山性ガス調査を依頼
後も、
観測の結果異常が見られた場合は、
より詳
する。なお、
細な調査を実施する。

【学識者・防災関係機関との連携】

岩手山の火山活動
に関する検討会

座長：斎藤徳美岩手大学副学長
火山に関する調査研究、火山活動に関し必
要な事項に関する検討を行う。

岩手山の火山活動の評価のため、
学識者等による現行
組織の設置を継続する。

岩手山火山災害
対策検討委員会

委員長：斎藤徳美岩手大学副学長
｢火山防災マップ」や「総合的な防災対策の
指針（ガイドライン）」の検討を行う。

学識者
岩手山の火山活動による被害を軽減するため、
や市町村、
防災関係機関等による現行検討組織の設
置を継続する。

岩手山の火山活動
に関する関係機関
連絡会議

委員長：副知事
災害応急対策活
災害予防活動の連絡調整、
動の連絡調整を行う。

地域防災計画火山災害対策編策定により災害予防・
災害応急対策時の連絡体制等の所要の目的は整備
済み。

学識者との連携強化

岩手山火山防災対策に対する指導・助言を
得るため、1998.9火山対策アドバイザーに太
田一也九州大学名誉教授を任命

必要に応じ指導・助言を得ることとする。
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5. 岩手山火山対策に係る対応記録
1998年

21日

・防災ヘリの活用等による気象台及び東

３月11日〜

26日

の全面協力
５月14日

28日

（岩手工事事務所）のモニターを設置
・気象庁に「常時観測火山とし、観測体

22日

・｢第1回岩手山火山活動対策検討会｣開催

・｢火山防災に関する市町村職員等の勉強

８日

・｢第1回岩手山の火山活動に関する検討

９日

・｢第2回岩手山の火山活動に関する関係

会｣開催
会｣開催

・｢第1回岩手山の火山活動に関する関係
市町村等連絡会議｣開催

19日

機関連絡会議｣開催

・｢第1回岩手山の火山活動に関する課長

・岩手山西側で水蒸気爆発、岩手山東側

会議｣開催
24日

でマグマ噴火が起きたことを想定した

・｢岩手県災害警戒本部｣（本部長：総務

「岩手山火山防災マップ」及び「岩手

部長）設置

山火山防災ハンドブック」を公表

・｢岩手山の火山活動活発化に伴う警戒区
域設定等に関する打ち合わせ会｣開催
26日

14日

・岩手山周辺の6市町村の教員を対象とし

18日

・
「岩手山噴火対策防災訓練」実施（主会

30日

・｢第1回岩手山火山対策関係6市町村連絡

11月４日

・岩手県議会議員に対する「岩手山火山

12日

・｢第2回岩手山火山対策関係6市町村連絡

た「岩手山の火山防災研修」開催

・｢第2回岩手山火山活動対策検討会｣開催
・｢岩手山の火山活動に関する4市町村等

場：松尾村）

打ち合わせ会｣開催
・｢第2回岩手山の火山活動に関する関係

会｣開催

市町村等連絡会議｣開催
７月１日
８日

・岩手山への入山規制スタート

防災マップ」説明会

・｢第1回岩手山火山災害対策検討委員会｣
開催（主催：砂防課等）

10日

・消防防災課に特命補佐を配置

17日

・｢第2回岩手山火山災害対策検討委員会｣

22日

・｢第3回岩手山火山災害対策検討委員会｣

会｣開催
・気象庁長官に対し、「常時観測対象火
山とし、観測・予知体制を強化」につ

開催（主催：砂防課等）

いて統一要望
19日

開催（主催：砂防課等）

29日

を想定したハザードマップを公表

・｢岩手山火山防災フォーラム｣開催（主

山とし、観測・予知体制を強化」する

催：東北地方建設局、県）
12月11日

・｢第2回岩手山の火山活動に関する課長

・｢第3回岩手山火山対策関係6市町村連絡会｣開催

・｢第1回岩手山の火山活動に関する関係
25日

機関連絡会議｣開催
28日

1999年

・本庁土木部と盛岡地方振興局土木部が

１月20日

岩手山西側に水蒸気爆発が起きたこと

29日

を想定した訓練を実施
９月１日

・インターネットの県のホームページに

10日

・消防防災課に火山対策監1名、火山対策

17日

・｢第1回岩手山の火山活動に関する関係

・｢第2回岩手山の火山活動に関する関係
機関連絡会議幹事会議｣開催

会議｣開催
19日

・｢第5回岩手山火山災害対策検討委員会｣
開催（主催：砂防課等）

・気象庁長官に対し、「常時観測対象火
よう、統一要望

８月６日

・｢第2回岩手山の火山活動に関する検討
会｣開催

・岩手山西側に水蒸気爆発が起きたこと
30日

・知事と6市町村との協議を実施

10月７日

制を強化するよう」要望
６月11日

・｢第4回岩手山火山災害対策検討委員会｣
開催（主催：砂防課等）

・消防防災課内に、岩手山監視カメラ

18日

・｢火山対策アドバイザー」に太田一也九
州大学名誉教授を任命

北大学の機上観測及び観測機器設置へ

・｢第3回岩手山の火山活動に関する検討会｣開催
・衛生携帯電話「イリジウム」を全39台
配備
・テレビ会議システム稼動
・冬季「岩手山噴火対策防災訓練」実施
（主会場：滝沢村）

岩手山火山活動関係情報を開設
30日

・｢岩手山火山防災シンポジウム｣開催
（会場：西根町）

監補佐1名、火山対策主査2名を配置
31日

・｢岩手山火山防災シンポジウム｣開催
（会場：雫石町）

機関連絡会議幹事会議｣開催
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３月８日

８月17日

・｢第4回岩手山の火山活動に関する検討
会｣開催

16日

岩手山の火山ガス等の調査を実施
25日

・｢第4回岩手山火山対策関係6市町村連絡
会｣開催

30日

26日

・｢第6回岩手山火山災害対策検討委員会｣

30日

・｢第5回岩手山の火山活動に関する検討
・｢第5回岩手山火山対策関係6市町村連絡

９月16日

・東京工業大学平林順一教授に依頼し、

19日

・｢第6回岩手山火山対策関係6市町村連絡

22日

・雫石町長山で震度4の地震発生に伴う対応

30日

・東北大学に委託し人工地震探査実験実施

10月12日

・｢第11回岩手山火山対策関係6市町村連

14日

・東京工業大学平林順一教授に依頼し、

20日

・黒倉山〜姥倉山の5箇所に地温計を設置

岩手山の火山ガス等の調査を実施

絡会｣開催
岩手山の火山ガス等の調査を実施

会｣開催
・｢第6回岩手山の火山活動に関する検討

・｢第9回岩手山の火山活動に関する検討

会｣〜23日
26日

会｣開催

・｢第7回岩手山火山災害対策検討委員会｣

21日

開催
27日

24日

・総務部長と6市町村との協議を実施

６月４日

・気象庁長官に対し、総務部長と6市町村

11月６日
12日

長とが、「人員体制や監視・観測機器

望
・臨時火山情報（振切れ火山性微動）発
表に伴う対応

岩手山を常時観測対象火山」とされる
よう個別要望

15日

・｢第12回岩手山火山対策関係6市町村連

18日

・気象庁長官に対し、
「監視・観測のための人

・｢第3回岩手山の火山活動に関する課長

絡会｣開催

会議｣開催
・｢第3回岩手山の火山活動に関する関係

員体制の充実・強化について」統一要望
・「第10回岩手山の火山活動に関する検討会」開催
12月８日
2000年１月11日 ・｢第8回岩手山火山災害対策検討委員会｣ 開催
18日 ・｢第13回岩手山火山対策関係6市町村連

機関連絡会議幹事会議｣開催
・黒倉山、姥倉山付近の噴気活発化への
対応〜9日
13日

・雫石町長山で震度3の地震発生に伴う対応

17日

・｢第7回岩手山火山対策関係6市町村連絡

７月13日

・｢第7回岩手山の火山活動に関する検討会｣

14日

・気象庁長官に対し、
「人員体制や監視・観

・気象庁長官に対し、
「監視・観測のための人
員体制の充実・強化が図られるよう」統一要

の一層の整備充実を図られるとともに,

８日

・｢岩手山火山防災シンポジウム｣開催
（会場：玉山村）

対応

７日

・「岩手山噴火対策防災訓練」実施（主会
場：西根町）

イン｣策定
・黒倉山、姥倉山付近の噴気活発化への

・黒倉山及び黒倉山〜姥倉山の2箇所に地
震計設置

・｢岩手山火山防災対策緊急対策ガイドラ

29日

・｢第10回岩手山火山対策関係6市町村連
絡会｣開催

・総務部長と6市町村長との協議を実施

12日

・｢第9回岩手山火山対策関係6市町村連絡
会｣開催

会｣開催
５月６日

・｢岩手山火山防災対策緊急対策ガイドライ
ン｣に基づく県の実施マニュアルを作成

会｣開催
21日

・｢第8回岩手山の火山活動に関する検討
会｣開催

開催
４月16日

・東京工業大学平林順一教授に依頼し、

絡会｣開催
２月10日

会｣開催

・｢第14回岩手山火山対策関係6市町村連絡
会｣開催

12日

・｢岩手山火山防災シンポジウム｣開催

20日

・冬季「岩手山噴火対策防災訓練」実施

開催〜14日

（会場：滝沢村）

測機器の一層の整備充実を図り、
火山活動

（会場：雫石町）

の常時監視や現地での機動観測を含めた

21日

・｢第11回岩手山の火山活動に関する検討会｣開催

観測体制を強化されるよう」統一要望

22日

・岩手山関係6市町村、県及び放送各社と

28日

・｢第8回岩手山火山対策関係6市町村連絡会｣開催

30日

・電話会議システム稼動

の打ち合わせ
24日
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・雫石町長山で震度3の地震発生に伴う対応

３月７日

・雫石町長山で震度4の地震発生に伴う対応

22日

・｢第9回岩手山火山災害対策検討委員会｣開催

４月14日

・｢第12回岩手山の火山活動に関する検討

12月13日

会議｣開催
2001年

・第1回有珠山調査実施 〜17日

24日

・｢第15回岩手山火山対策関係6市町村連

26日

・第2回有珠山調査実施 〜28日

２月18日
３月14日

・｢第4回岩手山の火山活動に関する主管

16日
４月20日

・第3回有珠山調査実施 〜26日
・非常招集用ポケットベル48台を本部員

31日

・第4回有珠山調査実施 〜2日

５月22日

・｢第8回岩手山の入山規制に係る関係者
・｢第9回岩手山の入山規制に係る関係者
会議｣開催
・山頂、登山道、登山口の11箇所に緊急

等に配付
６月８日

・｢第16回岩手山の火山活動に関する検討

会議｣開催

機関連絡会議幹事会議｣開催
30日

・｢第7回岩手山の入山規制に係る関係者

会｣開催

・｢第4回岩手山の火山活動に関する関係

24日

・冬季「岩手山噴火対策防災訓練」実施

会議｣開催

課長会議｣開催
23日

会議｣開催
（主会場：玉山村）

絡会｣開催
５月19日

・｢第6回岩手山の入山規制に係る関係者

１月31日

会｣開催
15日

・｢第5回岩手山の入山規制に係る関係者

通報装置設置（岩手山登山者安全対策
協議会）

・｢第13回岩手山の火山活動に関する検討
会｣開催

６月７日

・｢第10回岩手山の入山規制に係る関係者
会議｣開催

13日

・｢岩手山関係6市町村長との協議｣開催

22日

・岩手県知事による北海道有珠山視察

19日

・岩手山登山者安全対策訓練実施

・
「岩手山の火山活動に関する検討会」
委

25日

・｢第17回岩手山の火山活動に関する検討

員による北海道有珠山視察 〜24日
７月11日

会｣開催
・｢第11回岩手山火山災害対策検討委員会｣

・気象庁長官に対し、「監視・観測のた

開催

めの人員体制の充実・強化が図られる

・｢岩手山関係6市町村長との協議｣開催

よう」統一要望
８月11日

・｢第1回岩手山の入山規制に係る関係者

26日

・｢第11回岩手山の入山規制に係る関係者

７月１日

・岩手山東側一部規制緩和（東側4ルート

会議｣開催

会議｣開催
27日

・「岩手山噴火対策防災訓練」実施
（主会場：盛岡市）

９月６日

・｢第14回岩手山の火山活動に関する検討

７日

・東京工業大学平林順一教授に依頼し、

14日

・｢第2回岩手山の入山規制に係る関係者

10月２日

・｢第3回岩手山の入山規制に係る関係者

19日

・東北大学に委託し人工地震探査実験を実施

26日

・｢第4回岩手山の入山規制に係る関係者

：7月1日〜体育の日）
・光ケーブルによる岩手山画像受信開始

会｣開催

13日

会議｣開催

岩手山の火山ガス等の調査を実施

８月25日
９月18日

・｢第13回岩手山の入山規制に係る関係者
会議｣開催

会議｣開催

10月10日

・｢岩手県防災会議幹事会議｣（地域防災
計画火山災害対策編）

18日

・｢第14回岩手山の入山規制に係る関係者
会議｣開催

会議｣開催
・｢岩手山火山防災シンポジウム｣開催

11月18日

・「岩手山噴火対策防災訓練」実施
（主会場：雫石町）

（会場：松尾村、盛岡市） 〜29日
11月７日

・｢第18回岩手山の火山活動に関する検討
会｣開催

会議｣開催

28日

・｢第12回岩手山の入山規制に係る関係者

・｢第15回岩手山の火山活動に関する検討

21日

・｢第15回岩手山の入山規制に係る関係者
会議｣開催

会｣開催
・｢第10回岩手山火山災害対策検討委員会｣

22日

・｢第16回岩手山の入山規制に係る関係者
会議｣開催

開催
・｢岩手山関係6市町村長との協議｣開催
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12月19日

・｢岩手県防災会議｣（地域防災計画火山

21日

・｢第17回岩手山の入山規制に係る関係者

25日

・｢第16回岩手山火山対策関係6市町村連

７月１日

災害対策編）開催

月1日〜体育の日（10月14日））
・岩手山西側2ルート（七滝、松川コース）
入山規制地点変更（10月31日まで）

会議｣開催
10月３日

・東京工業大学平林順一教授に依頼し、

９日

・｢第18回岩手山関係6市町村との連絡会｣

16日

・「第22回岩手山の火山活動に関する検

28日

・｢第22回岩手山の入山規制に係る関係者

12月15日

・｢岩手山噴火対策防災訓練｣実施（主会

18日

・｢第19回岩手山関係6市町村との連絡会｣

24日

・｢第14回岩手山火山災害対策検討委員会｣

絡会｣開催
27日

岩手山の火山ガス等の調査を実施

・「第19回岩手山の火山活動に関する検
討会」開催

開催

・｢第12回岩手山火山災害対策検討委員会｣

討会」開催

開催
・ ｢岩手山関係6市町村長との協議｣開催
・｢岩手山の入山規制に係る打ち合わせ｣

2002年
１月23日
24日

会議｣開催

開催
・｢岩手山危機管理演習｣実施（会場：産

場：西根町）

業文化センター（滝沢村））
27日

・｢岩手山火山防災シンポジウム｣開催

開催

（会場：西根町）
29日

開催

・｢第18回岩手山の入山規制に係る関係者

・｢岩手山関係6市町村長との協議｣開催

会議｣開催
30日

2003年

･「第19回岩手山の入山規制に係る関係者

26日

・「第20回岩手山の火山活動に関する検
３月17日

・｢第17回岩手山関係6市町村との連絡会｣

開催
会議｣開催

・｢第20回岩手山の入山規制に係る関係者
会議｣開催

５月30日

25日

・｢第23回岩手山の火山活動に関する検討

５月１日

・｢第24回岩手山入山規制に係る関係者会

・岩手山関係市町村長等による現地調査

会｣開催

実施（黒倉山〜姥倉山）
27日

・山頂、登山道、登山口の11箇所に緊急

〜６月５日

通報装置設置（岩手山登山者安全対策

６月13日

・岩手山東側4登山口に人感スピーカー設

議｣開催
・岩手山西側2ルート（七滝、松川コース）

協議会）

入山規制地点変更（10月31日まで）
22日

置（岩手山登山者安全対策協議会）
17日

装置設置
（岩手山登山者安全対策協議会）
６月13日

・「第21回岩手山の火山活動に関する検

・｢第25回岩手山入山規制に係る関係者会
議｣開催

討会」開催

17日

・｢第13回岩手山火山災害対策検討委員会｣

・｢第24回岩手山の火山活動に関する検討
会｣開催
・｢第15回岩手山火山災害対策検討委員会｣

開催
・｢岩手山関係6市町村長との協議｣開催
25日

・緊急通報装置設置に係る事前調査実施
・山頂、
登山道、
登山口の11箇所に緊急通報

・岩手山登山者安全対策訓練実施
（主催：岩手山登山者安全対策協議会）

21日

・｢第20回岩手山関係6市町村との連絡会｣
・｢第23回岩手山の入山規制に係る関係者

開催
23日

・｢岩手山火山防災シンポジウム｣
（会場：雫石町）

討会」開催
４月10日

として土井宣夫氏（前地熱エンジニア
リング㈱主席技師長）を任用

・県地域防災計画火山災害対策編の国と
の協議終了

３月14日

・｢火山対策指導顧問｣（非常勤特別職）

１月15日

会議」開催
２月27日

・岩手山東側一部規制緩和（東側4ﾙｰﾄ：7

開催

・｢第21回岩手山の入山規制に係る関係者

・｢岩手山関係6市町村長との協議｣開催

会議｣開催
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７月１日
31日

・岩手山東側一部規制緩和（東側4ルート：

７月１日

7月1日から体育の日（10月13日））

※ 岩手山の火山活動に伴う「岩手県災

・岩手山西側の高温域において地温調査

害警戒本部」を廃止

実施（9月5日まで、県、岩手大学、盛

25日

岡地方気象台、岩手県山岳協会、雫石
８月１日
10月21日

・「第25回岩手山の火山活動に関する検

倉山から姥倉山の高温域）
11月10日

設置（10月16日まで）
〜22日

討会」開催（21日西側現地調査、22日

（文責：岩手県総合防災室

・西側音達調査実施（雫石町と松尾村と
合同）

29日

・岩手山関係市町村長等による現地調査
（悪天候により、雫石町役場において
ビデオ・図面等による説明を実施）

11月４日

・｢第26回岩手山入山規制に係る関係者会

13日

・「第26回岩手山の火山活動に関する検

議｣開催
討会」開催
・｢第16回岩手山火山災害対策検討委員会｣
開催
・｢岩手山関係6市町村長との協議｣開催
25日
12月14日

・｢岩手山入山規制に係る関係者会議｣開催
・｢岩手山噴火対策防災訓練｣実施
（主会場：松尾村）

2004年
１月15日
２月１日

・｢第27回岩手山入山規制に係る関係者会
議｣開催
・｢岩手山火山防災シンポジウム｣開催
（会場：雫石町）

４日

・｢第17回岩手山火山災害対策検討委員会｣
開催
※2004年7月1日の岩手山入山規制解除を
最終決定

19日

・｢第28回岩手山の入山規制に係る関係者

４月26日

・「岩手山の入山規制に係る関係者会議」

６月上旬

・入山規制解除に伴う現地安全対策作業

会議｣開催
開催
実施（注意看板、誘導ロープ、丸太等
の設置）
18日

・東京工業大学平林順一教授に依頼し、
岩手山の火山ガス等の調査を実施

22日

・「第27回岩手山の火山活動に関する検
討会」開催

24日

・「第28回岩手山の火山活動に関する検
討会」開催

火山活動の検討）
28日

・｢岩手山火山防災現地説明会｣開催（会
場：大地獄谷の火山ガス噴出地帯、黒

町、滝沢村、松尾村 合同で実施）
・岩手山大地獄谷に火山ガス等調査機器

・岩手山全山で入山規制解除実施

・｢第29回岩手山の入山規制に係る関係者
会議｣開催
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菊地真司）

2. 岩手県環境生活部自然保護課
1998（平成 10）年 4 月に気象台からの臨時火山
情報（第 1 号）で岩手山の火山活動が活発化する可
能性があると発表された。その後、6 月 24 日には、
火山活動の活発化と噴火の可能性もあるという第 2
号が発表された。
1. 工事中であった八合目避難小屋工事の対応
老朽化が進み、床板の腐朽や基礎部分の劣化等が
見受けられたため、岩手山八合目避難小屋の改修工
事とこれに隣接してトイレ棟の新築工事を計画して
いた（写真 1）。岩手山八合目避難小屋については、

びプレハブ小屋等の飛散が予想され風致景観に影響

県単事業で 3 月 31 日に改修工事を発注し、4 月 28

がでること、建設機械を風雨に晒すことにより使用

日に工事着手していたところであった。引き続いて、

できなくなるおそれがあること、リース材等の経費

八合目トイレの新築工事（国庫補助事業）を発注す

が嵩むことなどから、荷下げする必要があった。
荷下ろし作業は 8 月 19 日
（水）から 22 日
（土）にか

る準備を行っていた。

けて行なうことで準備をした。入山禁止中であり、次の
ような安全対策を講じたうえで、火山情報、天候等に配
意しながら、21、22日の 2日間で作業を無事終えた。
（1）作業員の搬送、資材等の運搬は民間ヘリコプ
ターを使用する。
（2）ヘリコプターは常時待機させ、緊急時に対応
できる体制としておく。
（3）山体に異常が発生した場合、冷静に避難開始
する。
（4）気象台から緊急情報を入手した場合は、速や
かに連絡する。（気象台、自然保護課、消防
防災課（当時名）、請負業者本社、現地（岩

6 月 24 日、14 時過ぎ岩手山の火山活動が活発化
するとの情報が飛び込んできた。気象台からの臨時

手山八合目）
、地元町村との連絡体制を整えた。）

火山情報が発表される前であったが、その情報を受

現地作業について朝夕の連絡で確認するとともに、

け、すぐに請負業者に現地作業員の下山を指示し（14

作業期間中は、平日休日の連絡当番を設け連絡員を

、21 時に全員の下山完了を確認した。
時 30 分）

確保した。荷下ろし最終日は自然保護課職員も現地

人命尊重の立場から、早急な避難指示を行ったが、

に行き、現場状況を確認している。
その後、火山活動の沈静化と、工事が再開できるこ

現場整理する時間もなく、工事現場はほとんど作業

とを期待していたが、その兆しが見えないことから、工

途中のままであった（写真 2）
。
岩手山八合目避難小屋の工事は、約 30％進捗し

事は全面中止、打ち切りとせざるを得なくなった。最終

ており、現場には構造材や外装材などの建築資材や

の現場整理は 1999（平成 11）年 9 月末に行った。避

仮設材、バックホウやクレーン類の建設用重機が置

難小屋内の布団、放置したままの食料の整理や荷下げ、

かれたままであった。また、小屋外壁には足場が組

一階部分を資材置場とし木材類の建築資材を整理する

まれた状態のままでの下山となった。

などした。この最終現場整理作業においても、前年 8
月の荷下ろしと同様の安全対策を講じたうえで行った。

7 月 1 日から入山禁止となったため、工事を一時
中止する措置をとり、今後の様子を見ることとした。

1999（平成 11）年 10 月まで約 1 年余りの間、岩手
山の火山活動が静まること待っていたが、避難小屋は

8 月に入り、請負業者から荷下ろし作業の協議が

工事施工途中のまま、岩手山八合目に残ることとなった。

出された。台風時期を迎え、建築資材、仮設資材及
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改修工事が再開されたのは、岩手山東側について
入山規制が一部緩和される方針が決まって、平成
13 年度になってからである。
その他の対応として、八幡平縦走登山道から岩手
山に通じる三ッ石の分岐点には、地元自然公園保護
管理員の協力を得て、岩手山への入山禁止を示す簡
易な標識を設置した。
2. 入山規制の一時解除への対応
2000（平成 12）年 11 月に岩手山東側の登山道、
4 ルート（御神坂、柳沢（馬返し）、焼走り、上坊）
について、入山者に対する防災伝達体制等の安全対
策を講じたうえで、2001（平成 13）年 7 月 1 日に規
山岳団体、自然保護団体等の関係者に西根町が代

制解除する方針が出された。

替ルートについての説明会を開催した。

（1）登山道標識類の設置

特別保護地区内のルート切替えであり、手続きは

解禁前の調査で、案内標識類が朽ち果て破損して
いるもの、表示が読めないものが確認され、早急に補

環境省の許可を得なければならない、また国有林、

修する必要があった。

保安林内の作業行為の承諾も得る必要があるなど、

標識の設置、補修を

7 月 1 日の入山規制一部解禁に間に合わせるため時

請負工事で発注したの

間的余裕もないなか、6 月 22 日には許可、承諾等

では、7 月 1 日までに間

の協議が整った。

に合わないため、案内プ

早速、翌 23 日には現地作業を実施した。登山道

レート（アルミ製 12 ㎝×

として最小限の立木の伐採、枝打ち、そして規制ロー

15 ㎝）だけは製作購入

プ張などの作業を 1 日で完了させた。西根町職員

し、地元市町村山岳会

11 名、西根町山岳会 17 名、自然保護課 4 名が、伐

や自然公園保護管理員、

採専門にする人、木や枝を運ぶ人、それを集積する

自然保護課が直営で設

人と、それぞれ働く人海戦術である。集積された木

置することとした。標識

や枝の麓への荷下ろしには、ちょうど八合目避難小

の支柱は、周辺の倒木

屋の工事も再開されていたことから、資材運搬用ヘ

や既存の柱を利用する

リコプターの協力を得ることができた。
作業は、急斜面の上り下りを何度ともなく繰り返

などし、6 月 15日から 17

さなければならず、また足元もよくない状況で、当

日にかけて標識の取り付けを行った（写真 3）。

事者でなければわからない重労働であった。作業を

（2）上坊・焼走りコースの一部切替え

終えて「死ぬ思いだった。
」、「もう御免だ。
」、「体重

上坊、焼走り登山口から岩手山頂へのルートにおいて、

が○㎏も落ちた。」という声が聞こえてきた。

平笠不動から山頂への一部区間、約 400 ｍが岩手山
西側の水蒸気爆発を想定した噴石危険区域内に入っ

7 月 1 日の山開きには、多くの登山者が山頂を目

ているため、この区間には立ち入りできない。岩手山山

指しこの道を登ったのは言うまでもない。作業に参

頂からの優れた眺望をより多くの人々親しんでもらうため

加した方々に感謝します。
（3）登山道の仮設トイレ

に代替ルートが必要となった。地元西根町が代替ルート
について調査し、ルートを選定した。このルートを整備

上坊・焼走りコースの一部、代替ルートを通るこ

し利用することとし、7 月1日の解禁に間に合わせるよう、

とで岩手山山頂まで登ることはできるようになったが、

林野庁、環境省との協議や手続きと、関係者への説明

平笠不動避難小屋は噴石危険区域内にあり、使用す

を進めることとした（図 1）。

ることはできない。避難小屋のトイレも使えないこ
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とから、焼走り登山口から岩手山山頂までの途中、

度）の解禁を目指すことを合意がなされ、翌年 11月には「岩

登山道周辺で用を済ます登山者が見受けられるとい

手山の火山活動に関する検討会」において、2004（平

う問題が生じた。地元山岳関係者、登山者からトイ

成 16）年 7月1日全山入山規制緩和の方針が決定された。
（1）岩手山西側登山道について

レ問題の解決が要望された。

1998（平成 10）年の入山規制から 6 年間放置され

解決策として、可搬式仮設トイレを 2 基設置する
こととした。設置場所、ヘリコプターでの荷下ろし

ていた西側登山道（松川、網張、七滝の 3コース）は、

の可能地等を検討した結果、平笠不動付近の登山道

笹や潅木等が繁茂し、登山道が分からなかったり、ヤ

脇を選定し、8 月 12 日に設置した（写真 4）。

ブこぎしたり、歩行に困難なところがあった。登山道の

仮設トイレは、翌年度も使用するため、入山規制

現況を調査するためにも笹等の刈払いを行う必要があり、

緩和期間終了後は、西根町山岳会の全面的協力のも

2003（平成 15）年 10 月に、網張、松川コースのうち、

とに、解体撤去し平笠不動避難小屋内に収納した。

約 11 ㎞の刈払いと標識等の簡易な補修を行った。全

避難小屋が使用可能となるのは 2003（平成 15）年で、

面解禁前の 2004（平成 16）年 6 月に、現況調査とと

それまでの 2 シーズン仮設トイレを設置した。

もに自然保護課直営でも2 回刈払いした。
全面解禁後、利用者等から案内標識、注意看板の
設置に関し要望が寄せられ、簡易な標識板を製作し
取り付けた。
（2）岩手山八合目トイレの整備
トイレの供用開始は、全面解禁された 2004（平成 16）
年 7 月からである。平成 10 年度に八合目避難小屋に隣
接して設置する予定であったが、火山活動による入山
禁止により工事を見合わせていた。2003（平成 15）年
6 月に工事着手し、10 月に完成。木造平屋建ての簡易
水洗式トイレであり、し尿処理水を設備外に流さない土
壌処理方式を採用している（写真 5）。

（4）岩手山八合目避難小屋の改修工事再開
平成 10 年度に施工途中で工事を取り止めた避難

冬期を迎え、水抜き等凍結防止の措置をし、10 月に

小屋改修に、5 月中旬から着手した。しかし、山開

は使用できなくなる。使用可能期間は、八合目避難小

き前に完了させることは無理であったので、屋根、

屋に管理人がいる夏季の登山シーズンに限られる。

内装及び室内の工事を最優先とする工程で作業を進
あとがき

め、宿泊等利用ができるようにした。基礎工、外装

岩手山火山活動による避難小屋工事の打ち切りと

等改修工事を終えたのは、閉山も間近い 9 月末であ

事後処理、入山規制解禁に向けての作業等を担当さ

る。平成 13 年度のとりくみを図 2 に示す。

れた方々及び協力していただきました方々に対し改
めて感謝申し上げます。

3. 入山規制の全面解除への対応
2002（平成 14）年 12 月、
「岩手山火山災害対策検
（文責：岩手県環境生活部自然保護課

討委員会」で西側ルートについて二年後（平成 16 年
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伊藤正美）

3. 盛岡地方振興局
2. 災害応急・復旧対策

1. 初動体制

1998 年（平成 10 年）9 月 3 日 16 時 58 分岩手山南

1995 年（平成 7 年）9 月 15 日火山性微動と火山
性地震の発生が観測されて以来、1998 年（平成 10 年）

西を震源とする震度 6 弱の地震発生に伴い、同日

2 月から岩手山西側において火山性微動、火山性地

17 時 00 分に県災害対策本部盛岡地方支部を設置（2

震の増加に加えて地殻変動にも大きな変化が現れる

号警戒配備体制）
、全職員による非常配備体制とし、

など火山活動が活発化した。その後、火山性地震の

雫石町に職員を派遣するなど被害状況等の情報収集

回数は減少してきているものも噴気活動は依然とし

に努めるとともに、盛岡地方支部班長等会議におけ

て活発であり、水蒸気爆発の可能性も指摘され、関

る情報の共有化を図った。

係町村とともに警戒体制を整えたが、1998 年（平

人的被害は、けが人 10 名、土砂崩壊や亀裂等に

成 10 年）6 月 24 日に今後さらに火山活動が活発し

よる道路寸断による孤立者 160 名が出たが、物的被

た場合には、噴火の可能性もあり、十分な注意が必

害は道路を中心に甚大で 2 路線で斜面崩壊や亀裂等

要とする、臨時火山情報第 2 号の発表を受けて、県

が多数生じた。このうち震源に近い一般県道西山生

災害警戒本部盛岡地方支部を設置し、県本部と一体

保内線は被害が甚大で、9 月 4 日の早朝から応急・

となり 24 時間態勢で職員待機体制を敷くとともに、

復旧対策を開始したが、2001 年（平成 13 年）7 月

関係 6 市町村及び防災関係機関との連絡会議等にお

30 日の一般交通解放まで約 3 年の月日を費やす工

ける連携強化と対応協議、
「緊急対策ガイドライン」

事となった。

に基づく初動対応マニュアルに準じ盛岡地方支部対

また、1999 年（平成 11 年）9 月 3 日 14 時 35 分頃

応マニュアルの策定、各班・緊急初動特別班の非常

に崩落した玄武洞の災害対策は、葛根川の閉塞から

連絡体制の強化及び火山活動に対する防災訓練の実

早急の対策を講じる必要があったことから、土砂の

施など噴火に伴う災害の発生時の迅速かつ円滑な応

撤去などの応急工事を開始し、崩壊した玄武洞の背

急対策活動に備えた。

面に残る岩壁が再度崩落する恐れがあるため、無人
化による施工を行うとともに、防護柵の設置や動態
観測施設の工事が行ない、2001 年（平成 13 年）7
月 30 日の一般交通解放までに終了した。以下に主
な災害応急・復旧対策について記す。
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（3）民有地補助治山事業
1998 年（平成 10 年）10 月に策定された「岩手山
火山防災マップ」に基づき、1999 年（平成 11 年）1
月に林野庁及び県は、防災マップに示された危険渓流

（1）道路災害復旧事業〈一般県道西山生保内線〉

40 渓流について「砂防・治山連絡会議」を開催し、

震源に近い葛根田川沿いを走る一般県道西山生保内
線では、道路延長 6 ㎞のうち、50 箇所を超える自然斜

治山対策や対象渓流を協議のうえ、18 渓流について

面や切取斜面の崩壊が生じ、道路が寸断される被害

治山計画等を策定した。
県（振興局林務部）は、民有地治山計画の緊急対

が生じた（写真 1）。
9 月 4 日の早朝から応急・復旧工事を開始したが、

策を実施するため、「火山地域防災機能強化総合治山

工事区 10 工区も数え、総額 27 億円、2001 年（平成

事業」の地区指定を受け 1999（平成 11 年）年度から

13 年）7 月 30日の一般交通解放まで約 3 年の月日を費

2003（平成 15 年）年度を目処に民有林補助治山事業

やした（図 1）
。

として全体計画 8 地区、総額 23 億 24 百万円として、治
山ダム施設（ハード対策）19 基、雨量計、振動センサー、

この災害復旧事業は、被災地地質調査、災害測量設
計、建設省災害査定、保安林解除等の手続きを経て、

ワイヤーセンサーなどの監視・観測施設の設置（ソフト対

1999 年（平成 11 年）9 月に復旧工事を開始したが、

策）、森林整備を実施（継続中）した（写真 3）。（民

クマタカの営巣や稀少植物の生息が確認され、また、

有地補助治山事業費（緊急対策）は巻末資料に掲載）

天然記念物 ｢葛根田大岩屋（玄武洞）」の崩落が発
生するなど工事の一時中断を余儀なくされた。
このため、クマタカの営巣や稀少植物への影響を考
慮するため、学識経験者、有識者による玄武地区環境
調査連絡会議を、また、玄武洞の崩落により崩壊土砂
からの飛石や玄武洞の安全性の確認と諸対策の必要性、
監視管理体制のあり方について学識経験者による技術
検討会を設置し、専門家からの指導を仰ぎ施工を進めた。
（2）河川災害復旧事業〈玄武洞〉
1999 年（平成 11 年）9 月 3 日に崩落した玄武洞
の災害対策は河川復旧事業として、崩壊調査、災害
査定手続きを進めるとともに河道の閉塞から早急の
3. 災害警戒体制の強化等

対策を講じる必要があったことから、10 月に崩落
した土砂の撤去などの応急工事を開始し、崩壊した

岩手山の噴火がいつか起こることを前提に、例え

玄武洞の背面に残る岩壁が再度崩落する恐れがある

起こっても被害を少なくするため、必要な対策をで

ため、掘削に関わる重機（バックホウ、クローラー

きるところから実行し、火山と共生することを基本

ダンプ）をリモコン操作による無人化施工により行

とし、防災の実務的な対策は、国、県及び市町村が連

い、2000 年（平成 12 年）3 月に終了した（写真 2）。

帯して責任を負い、行政、防災関係機関、学識者及び
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住民が連携して、それぞれの役割を遂行することに

分署、県関係部課と連携し、
「岩手山火山防災マップ」

より地域の安全を守ることを対策の推進の柱とした「岩

で想定した土石流被害防止のための防災ダム及び治山

手山火山防災ガイドライン」に基づき、県本部と一

ダムの建設やワイヤセンサー等の観測・監視装置の設

体となり 24 時間体制の継続と盛岡地方支部対応マニュ

置等の防災システムの構築など防災施設整備に努めた。

アルの見直しなどの災害警戒体制の強化、衛星携帯

また、2001 年 ( 平成 13 年）7 月 1 日岩手山入山規

電話の配備とテレビ会議システムの構築による情報

制東側四登山道の規制解除に伴い関係町村の緊急連

収集・伝達体制の整備、噴火対策防災訓練の実施や

絡システム整備事業への予算補助（地域活性化事業

シンポジウムの開催による住民の防災意識の高揚、

調整費）するとともに 2004 年（平成 16 年）7 月 1

防災関係機関及び関係 6 市町村等との連絡会議等に

日の規制解除まで県・市町村、登山者安全対策、観

おける連携強化を図った。

光、自然保護などの関係団体と連携し、環境整備と
啓発活動や登山者安全対策訓練の実施など登山者の

建設省岩手工事事務所（国土交通省東北地方整備

安全対策と観光振興対策に努めた。

局岩手河川国道事務所）
、林野庁東北森林管理局青森

1998年 ６月24日
６月25日
７月１日
７月22日

８月３日
８月５日
８月６日
８月７日
８月11日
８月19日
８月24日
８月28日
９月３日

９月４日

９月５日
９月21日
９月24日
９月25日
９月30日
10月９日
10月15日
10月18日
10月27日
11月19日
12月５日

岩手県災害警戒本部盛岡地方支部設置（16:00）
盛岡地方支部班長等会議開催
盛岡地方支部班長等会議開催
岩手山入山禁止の措置
「岩手山火山防災マップ」公表
（西側で水蒸気爆発が起きた場合のハザードマップ）
岩手山火山活動に伴う道路管理者連絡会議
盛岡地方支部班長等会議開催
盛岡地方支部農政班岩手山火山活動に関する畜産対策検討会議開催
盛岡地方支部班長等会議開催
盛岡地方支部緊急初動特別班員会議
盛岡地方支部土木班防災訓練
「岩手山火山防災セミナー」参加
盛岡地方支部班長等会議開催
本部保健福祉部と支部福祉班、保健環境班との合同会議
本部土木部と支部土木班との合同防災訓練
岩手県災害対策本部盛岡地方支部設置(17:00）
2号非常配備体制指令(17:30)
盛岡地方支部班長等会議開催(18:20）
雫石町役場に職員2名派遣(19:25〜23:35）
盛岡地方支部班長等会議開催(00:05）
雫石町被災現場調査開始、雫石町被災現場応急・復旧対策開始
（一般県道西山生保内線等）
盛岡地方支部班長等会議開催
雫石町被災現場復旧工事状況視察
震度6弱地震発生時の対応状況等調査
盛岡地方支部班長等会議開催
盛岡地方支部班長等会議開催
「岩手山火山防災マップ、ハンドブック」公表
盛岡地方支部班長等会議開催
盛岡地方支部班長等会議開催
岩手山噴火対策防災訓練参加
「岩手山火山防災マップ」に伴う交通規制協議
ＩＮＳ「岩手山火山防災検討会」参加
ＩＮＳ「地盤と防災研究会」参加
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連絡体制の強化
警戒区域設定等協議、岩手山入山規制協議
7コース禁止

「岩手山火山防災マップ」の周知
酪農牛等の避難対策等

道路交通規制想定訓練

被害状況等調査指示
情報収集
被害状況報告等

震度6弱地震対応反省点等
岩手山噴火対策訓練打合せ
「岩手山火山防災マップ」協議
松尾村

12月12日
1999年 １月20日
１月26日
１月27日
１月29日
１月30日
１月31日
５月27日
６月８日
６月26日
９月３日
９月８日
９月17日
９月21日
10月24日
11月12日
2000年 ２月20日
３月７日
３月17日
３月22日
３月31日
６月17日
６月28日
８月27日
11月７日
11月11日
2001年 ２月18日
３月27日
６月13日
６月19日
７月１日
８月８日
10月８日
10月17日
11月18日
2002年 １月24日
１月27日
６月22日
７月１日
10月14日
12月15日
2003年 ７月１日
10月13日
11月13日
12月14日
2004年 ７月１日

岩手山火山防災に関する「研究者、
行政、
マスメディア交流会」参加
盛岡地方支部班長等会議開催
「衛星携帯電話」配備、
「テレビ会議システム」構築
盛岡地方支部班長等会議開催
訓練県災害対策本部盛岡地方支部設置
冬季岩手山噴火対策防災訓練参加
「岩手山火山防災シンポジウム」参加
「岩手山火山防災シンポジウム」参加
「緊急対策ガイドライン」策定（6月8日公表）
玄武地区環境調査連絡会議
「岩手山火山防災サミット」に参加
国天然記念物「葛根田大岩屋（玄武洞）」崩落
盛岡地方支部班長等会議開催、
現地応急対策開始
玄武洞崩落連絡協議会
玄武洞崩落連絡協議会（振興局土木部−現場処理方針提示）、
「岩手山火山フォーラム」参加
玄武洞応急対策工事開始
岩手山噴火対策防災訓練参加
岩手山臨時火山情報、
盛岡地方支部班長等会議開催
岩手山噴火対策防災訓練参加
雫石町長山震度4（火山性地震）、
盛岡地方支部班長等会議開催
岩手山火山防災総合監視司令センター運用開始
「岩手山火山防災ガイドライン」策定
「被災者の生活再建を考えるセミナー」参加
岩手山火山防災情報ステーション開局
玄武洞崩落連絡協議会
岩手山噴火対策防災訓練参加
岩手山入山規制一部解除決定
（東側4登山コース2001年7月1日解除）
岩手山入山規制解除対策予算措置（地域活性化事業調整費）
（岩手山防災情報システム整備事業費補助26,965千円）
岩手山噴火対策防災訓練参加
玄武洞崩落連絡協議会
岩手山登山者安全対策マニュアル策定
岩手山登山者安全対策防災訓練参加
岩手山入山規制解除（東側4登山コース）
ＩＮＳ
「岩手山火山防災検討会」参加
岩手山入山規制解除終了（東側4登山コース）
「岩手山火山フォーラム」参加
岩手山噴火対策防災訓練参加
岩手山災害危機管理演習参加
「岩手山火山防災シンポジウム」参加
岩手山入山規制解除決定（東側4登山コース7月1日解除）
岩手山入山規制解除（東側4登山コース）
岩手山入山規制解除終了（東側4登山コース）
岩手山噴火対策防災訓練参加
岩手山入山規制解除（東側4登山コース）
岩手山入山規制解除終了（東側4登山コース）
岩手山入山規制全面解除決定（2004年7月1日）
岩手山噴火対策防災訓練参加
岩手山入山規制全面解除、
県災害対策本部盛岡地方支部廃止

噴火対策防災訓練打合せ
滝沢村
西根町
雫石町
盛岡市
松尾村
雫石町
盛岡市
盛岡市
盛岡市
西根町
情報収集指示
雫石町
情報収集指示
盛岡森林管理署
盛岡市
松尾村
盛岡市
盛岡市
雫石町、
西根町
滝沢村、

玉山村
盛岡市

盛岡市
盛岡市
雫石町
滝沢村
西根町

西根町

松尾村

（文責：盛岡地方振興局総務課 佐藤幸雄）
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4. 岩手県防災航空センター
2. 1998 年 9 月 3 日岩手県内陸北部地震の活動状況

1. 岩手山火山活動にかかる取組状況
防災ヘリコプター「ひめかみ」は、岩手山の火山

岩手山西側は、1998 年 3 月から火山性地震の回

活動が活発化したことに伴い、1998 年 2 月 24 日か

数が多くなるなど火山活動が活発化していて、4 月

ら災害予防活動の一貫として防災関係者による上空

には 285 回の火山性地震を観測した。
また、6 月にはマグマなどの活動を示す火山性徴

からの機上観測や観測資機材の搬送などを実施した。

動なども観測された。

また、臨時火山情報第 2 号が発表された 1998 年 6
月 24 日以降は、災害応急対策活動として引き続き
上空からの機上観測・写真撮影や観測資機材の搬送
を行なった。
さらに、2001 年 7 月 1 日からの東側入山規制解除
に続き、2004 年 7 月 1 日からの西側を含めた岩手山
全面入山規制解除に向けて調査隊などの人員搬送を
実施した（写真 1、2）。1998 年 2 月から 2004 年 9
月末までの防災ヘリコプターの取組状況は表 1 のと
おりである。

9

10

11

12

13

14

15

16

計

1回

1回

1時間10分

1時間15分

5回

7回

4回

1回

10回

5時間50分

7時間30分

3時間50分

0時間40分

12時間25分

17回

9回

2回

1回

18回

18時間55分

8時間25分

2時間15分

1時間10分

26時間05分

10回

8回

2回

18回

11時間05分

7時間05分

2時間55分

26時間20分

7回

29回

9時間25分

43時間30分

4回

11回

4時間35分

15時間40分

3回

19回

4時間35分

30時間40分

2回

5回

2時間25分

10時間25分

48回

25回

8回

2回

111回

56時間50分

24時間10分

9時間00分

1時間50分

166時間20分
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周辺市町村は、7 月 1 日から岩手山を全面入山禁

（2）救助活動

止にしたが、7 月 10 日には最も振幅の大きい火山

1）9 月 4 日（金）

性微動を観測するなど観測体制を強化する必要があっ

・滝ノ上温泉孤立者へのインシュリンの搬送

たため、上空からの機上観測などの回数も増加傾向

・滝ノ上温泉に取り残された孤立者 110 名のうち

になっていた。

28 名を救出（表 2）

9 月 3 日の午後 4 時 58 分に岩手山南西部を中心と

・自衛隊ヘリ及び東京消防庁ヘリの離着陸誘導

する震度 6 弱の地震発生に伴い、災害応急対策活動
の一環として被災状況把握のための防災関係者の上
空偵察を実施した。
また、岩手県知事からの要請により出動した自衛
隊ヘリコプター及び広域応援活動のため現地入りを
した東京消防庁のヘリコプター計 4 機とともに連携
して崩落により県道が寸断され、滝ノ上温泉に取り

3. ヘリポートの確保

残された観光客など孤立者への医薬品搬送と孤立者

（1）緊急離着陸場

の救出活動を実施した。

平成 10 年度に、岩手山西側の水蒸気爆発が起き

防災ヘリコプター「ひめかみ」の飛行対応は、7 回・

た場合を想定して作成された「岩手山火山防災マッ

8 時間 25 分に及んだ。

プ」（ハザードマップ）を参考とし、岩手山周辺の
関係する松尾村、西根町、滝沢村、雫石町、盛岡市
の 5 市町村の現地調査を行い、緊急離着陸場として
使用可能な場所を 24 箇所選定するとともに、最終
的には山頂から 15 ㎞以内の 4 町村に噴火災害時の
ため、表 3 の 10 箇所を確保した。

（1）上空からの偵察活動
1）9 月 3 日
（木）
・岩手山周辺の被災状況の偵察

1

鬼清水
グランド

松尾村野駄

松尾村長

2

松尾村営
陸上競技場

松尾村寄木
2−512

松尾村長

3

上寄木
グランド

松尾村寄木
7−3−1

松尾村長

4

松尾さくら
公園

松尾村柏台
一丁目27

松尾村長

5

西根町国際
交流村

西根町字平笠
24−720−2

西根町長

6

陸上自衛隊
演習場総合
グランド

滝沢村滝沢後
268−2

陸上自衛隊岩
手駐屯地司令

7

岩手山馬返し
駐車場

滝沢村滝沢字
岩手山268−6

滝沢村長

8

国立岩手山
青年の家

滝沢村滝沢字
後292

岩手山
青年の家所長

9

岩手県産業文化 滝沢村滝沢字砂 岩手県産業文化
センター
込389−20
センター

・岩手山周辺の変化等の把握のための偵察
（
「岩手山火山活動対策検討委員会」斎藤委員長他）
2）9 月 4 日
（金）
・岩手山周辺〔葛根田川流域〕の被災状況の偵察
（岩手県知事、総務部長、斎藤教授他）
・岩手山周辺の変化等の把握のための偵察（盛岡
地方気象台職員）
3）9 月 5 日
（土）

岩手高原スキー 雫石町大字長山 岩手高原スキー
字岩手山
場店長

・岩手山周辺〔国見温泉、松川温泉〕の被災状況

10 場駐車場

偵察
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（2）調査観測用離着陸場

5. 今後の取組み

緊急離着陸場のほか、観測資機材の設置や現地踏

2004 年 7 月 1 日から岩手山の入山規制が全面解除

査を行うため、岩手山八合目、岩手山九合目、黒倉

されたことにより機上観測などは、大幅な減少となっ

山及び姥倉山鞍部の 4 箇所に表 4 の飛行場外離着陸

ているが、岩手山の火山活動の推移に対応すること

場を確保した。

で関係機関と連携を図りながら機上観測や地温観測
等の調査業務等に適時適切な対応をしていくもので
ある。

4. 岩手山噴火対策防災訓練にかかる取組状況
岩手山の火山活動が活発化することにより、噴火
に伴う災害の発生に備え、平成 10 年度から岩手山周
辺 5 市町村において噴火対策の防災訓練が実施され
ることとなったため、岩手県防災航空隊も自衛隊ヘ
リコプター（大型ヘリコプター、チヌーク含む）
、東
北近隣の防災ヘリコプター（青森県・秋田県・宮城県・
山形県）の各機関と連携を図り、情報収集・上空偵察・
避難住民や観光客の輸送・救助及び救急活動などヘ
。
リコプターによる各種訓練を実施した（写真 3）
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（文責：防災航空隊長
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高橋芳春）

5. 岩手県立大学
1. はじめに

が作成された。また､ 医療・看護ネットワーク作り

岩手山が二百数十年の沈黙の後、再び活動が活発

を立ち上げるなどの行動も開始された。

化したのは、1998 年 2 月であった。

2002 年 3 月をもって本研究は一応終了し、成果

火山活動そのものについては､ 岩手大学・建設省・

は首藤（2002）に収められている。この研究に参加

県による検討もあり、ハザードマップも作られ配布

した研究者はそれぞれの部門・立場で行政当局・住

されたが、こうした情報に基づいて具体的に何をど

民とのつながりが強まっていることから、今後も岩

うすればよいのかは不明という状況であった。2 百

手山火山防災に貢献していくことが期待される。

年以上の空白の後であるから、致し方のない状態で

（文責：総合政策学部

首藤伸夫）

はあった。
一方、1998 年 4 月に､ 看護学部、社会福祉学部、
ソフトウェア情報学部、総合政策学部の 4 学部より

2. 岩手山麓の土地条件と集落立地・展開過程
岩手山麓に広がる火山麓という地形は、地表面傾

成り立つ岩手県立大学が開学した。その大学教員か

斜が 7 度前後（最大でも 12 度）であり、農業的土

ら､ 岩手山による災害を様々な角度から研究し、そ

地利用においてはさほど急ではない（図 1、図 2）。

の成果を現実の対策へ生かし貢献したいとの気運が

しかしながら､ 同地帯における深い谷・小規模河川・

高まったのは､ 自然な成り行きであった。火山活動

深い地下水面は乏水性をもたらし、また、土壌の物

現象ではなく、これへの住民や行政の対処方法に重

理性および化学性は低位生産性をもたらした。これ

点を置く研究がこうして始まることになった。

らの要因は､ 長らく農業的土地利用および集落立地

以下に、結果のいくつかを示す。災害発生前の準

を阻んできた。

備段階に関するものとして、1）岩手山麓では畜産・

このような不利な土地条件の下、岩手山麓におけ

酪農が盛んであり、家畜対策が他地方に比べ重要で

る本格的な農業開発は、終戦直後の国による緊急開

ある。2）縮尺 1 万分の 1 程度のハザードマップが、
住民にとっては判り易い。3）
火山活動による風評被
害の大きさと被害を受けている地域が確定された。4）
医療従事者による、災害を想定した患者指導は殆ん
ど行なわれていないことが判明した、などがあげら
れる。
災害進行時に対応して、1）
被災者安否情報の収集・
公開を実現する無線 WAN システムの開発、2）避難
訓練、防災準備行動における意思決定要因が判明、3）
日中における災害弱者への対応の重要性、4）
日常的
な地域福祉総合ネットワークの災害時有効性の実例
などがある。
長期にわたる避難時及び復旧時に関しては、1）
慢
性疾患を持つ患者の準備は極めて不十分、2）災害時
の看護ネットワークの試案の提案、3）
岩手山麓の農
業は後継者同居率が高く再建への潜在力は強い、な
どがある。
こうした研究活動と並行して、それぞれの成果は、
松尾村イーハトーブ火山局を中心として開催された
住民・行政向けの公開講座・研修会などで発表され
た。「岩手山火山防災ガイドライン」作成に当たっ
ては、研究の成果を踏まえた貢献がなされた。患者
や医療者を対象としたパンフレットやガイドブック
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磐梯山頂付近中の湯における 1888 年噴火時の被

発政策にも支えられつつ、現在、一大農業（畜産・

災と避難行動を生存者鶴巻良尊の証言により分析し、

酪農を含む）地帯を形成するに至った。
岩手山麓関係自治体（雫石町・滝沢村・西根町・

「破裂」が 3 度あり､ 最初の破裂で石が降り、時間

松尾村）について、乳牛および肉牛に関する飼育農

間隔をおいて二、三番破裂があり土砂のみ降った、

家数および飼育頭数を示したものが表 1 である。こ

との証言が米地の多段階崩壊説（Yonechi,1987,1988）

れをみると、農家 1 戸あたりの乳牛飼養頭数が滝沢

を裏づけ、かつ、岩屑なだれ災害がごく短時間のも

村が 42 頭と最も多く、その他の自治体も 30 頭前後

のではなく、場合によっては、ある程度の避難行動

であり、多頭飼育による酪農経営がうかがわれる。

が可能なことを示唆している。

肉牛については､ 滝沢村が約 15 頭、他は 7 〜 10 頭

磐梯山東麓の長坂における 1888 年噴火時の住民

程度であり、乳牛ほどの多頭化みられないものの飼

行動は、誤った判断により、河川の氾濫原という危

養農家数・頭数ともに多い。

険な場所への避難が大きな被害を招いた例であるこ
とを明らかにした。

また、岩手山麓農業は販売農家率が高く、かつ､ 農
業後継者の同居率が高いという特色をもつ（表 2）。し

磐梯噴火の翌 1889 年に発生した土石流について

たがって､ 当該地帯は､ 被災ダメージの程度にもよるが､

の検討からは､ 岩手山の平笠岩屑なだれの盛岡市上

被災後に農業再建を目指す潜在力が高いと判断された。

田付近の堆積地形との類似から、後者を塞き止め湖

（文責：総合政策学部

の溢流による土石流の形成した地形面と推論し、溢

豊島正幸・佐藤利明）

流までの時間間隙があったと考えた。これまた､ 岩
屑なだれ発生後における適切な情報の提供によって

3. 岩手山火山防災対策のために磐梯山 1888 年噴火

流域の災害を軽減できる可能性を示唆している。

から何を学ぶべきか
磐梯山 1888 年噴火の際の火山活動の推移と住民

これまで岩手山の火山活動への防災対策として多

行動との関係について研究を行ない、岩手山火山活

くの配慮・努力がなされてきたが、おそらくは最も

動への住民の対応のありかたを探った。細部につい

劇甚で被害も大きいとみられる「山体崩壊−岩屑な

ては、米地（2001）を参照してほしい。

だれ」災害についてはほとんど等閑視されてきた。（岩

岩手山も磐梯山も急峻で、山体崩壊とそれに伴う

手山のハザードマップにおいても、約 6,000 年前の

岩屑なだれ発生を繰り返してきた。岩手山の約

岩屑なだれの状況を示した図を脇に付すのみとなっ

6,000 年前の岩屑なだれと磐梯山 1888 年のそれとは

ている）
確かに「山体崩壊−岩屑なだれ」発生頻度は比較

共通点が多い。
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的小さく、この種の災害が頻発した最近数世紀のわ

（1）防災意識

が国をみても、ほぼ 100 年に 1 度の割合である（米

火山活動の活発化により生活に変化があったかを

地・野上、1989）。しかし､ 今後 100 年以内に発生

聞くと、「大いにあった」との回答率が低くなって

する確率はゼロではないのであり､ 万が一に備える

いた。「大いにあった」
「多少あった」の回答者にそ

ことも必要と考える。

の内容を聞いた結果、2000 年調査で大きく増えた

その備えとして次の点をあげる。1）
岩屑なだれ第

のが「岩手山の登山及び付近の温泉スキー場に行か

一波による災害後においても、第二波到達（あるい

なくなった」
「火山情報に関心を持つようになった」

は二次災害発生）までの時間で迅速かつ的確な情報

である。全体としては余り変化がない。

を広範囲の住民に提供する体制をつくること。2）
噴

避難に関して不安が「ある」「少しはある」を合

火地点から遠くへ、そして高きへ逃れるべきことな

わせると、60.6％から 66.1％へと増えている。不安

ど､ 避難行動のあり方の啓蒙。火山活動に際して、

の内容については､ 避難後の生活に関する項目が増

人間は火山から遠く逃げようとして、より離れた「低

えており､ 有珠山の影響もあるものと考えられる。

い」土地へ避難しようとしがちである。岩屑なだれ

避難所の場所については「知っている」が 68.6％

ないし二次的土石流などに対しては河川沿いの低地

から 76.8％へと増えており、防災マップや防災訓練

が最も危険である。

などで広報の効果があったものと考えられる。

（文責：総合政策学部

米地文夫）

日頃の防災の備えについては大きな変化はないが､
火山情報の関心度、防災訓練の参加が増えている。

4. 防災に関する住民・行政の意識調査

防災訓練は雫石町で 2000 年 2 月 20 日に行なわれた

岩手山は 1995 年から火山活動が活発化し､ 火山
性地震を起こすようになった。このような状況の中、

ため、この影響が出たものとみられる。
（2）火山防災マップ

国、県、市町村が様々な防災対策を立案し実施して

1998 年 10 月（前回）および 2000 年 3 月（今回）

きている。しかし、それらの施策が実際に住民にど

発表の防災マップを相互に比較したものが表 3 であ

う受けとめられているのか、また有効なのかは明ら

る。大きな違いは縮尺を 2 万 5 千分の 1 に大きくし

かでない。このために岩手山の防災対策の中から火

たことと､ 市町村別（雫石町）にしたことである。

山防災マップと避難訓練を選び、住民の意識調査な

この結果、マップの大きさは倍以上になった。

どから現状の分析と改善点を調査した。

防災マップに関する意識調査の結果、認知度は

防災意識と防災マップに関する意識調査は、1999

1998 年に 87.6％、2000 年に 86.8％とともに高い。

年に岩手山周辺 6 市町村を対象に、また、2000 年

内容に関して、1998 年のものと比べて「わかりや

には雫石町に限って実施した。2000 年の調査を雫

すくなった」「ややわかりやすくなった」を合わせ

石町に限定した理由は､ 市町村別防災マップが最初

ると 77.0％と高率を示した。この 7 〜 8 割の人は、

に作成し配布されたことと､ 1999 年の調査で被害予

わかりやすくなった内容として、自分の家の位置、

測の正答率が最低であり、市町村別マップの改善効

災害の種類、避難所の位置をあげている。

果を測定するには適当と考えられたことである。雫

情報提供に関して、
「充分満足している」
「多少満

石町における調査結果から住民意識の変化は、次の

足している」が合わせて 85.9％から 90.5％へと上昇

ようにまとめることができた。

している。
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住んでいる地域の危険度認識について、危険とし

分とその他の要因と分けて把握する必要がある。全

ている者が 46.9％から 39.6％へと後退している。質

県と岩手山麓の入込み数の推移（指数比較）1992

問文の表現を「お住まいの地域」から「お住まいの

年を 100 とする指数でその後の変化をみると（図 4）
、

場所」と変更した影響も考えられるが、危機意識の

1995 年にかけて減少した入込み数は、1996 年には

風化が伺える。

県全体で 100.4、岩手山麓で 98.0 であった。火山活

居住地で予想される火山災害の種類の理解度に

動が活発化したのは 1998 年 4 月末以後であるから､

ついては、ほとんど向上がみられていない。依然

暦年の入込み数には影響を受けない 1 〜 4 月の数値

として、防災マップが正確に読まれていないこと

を含んでいるが、1998 年の指数は全県で 91.5、岩

がわかる。

手山麓で 83.1 となっている。

岩手山は 1998 年 9 月 3 日の地震以来大きな活動

山麓の観光入込み数の減少をその他の要因から分

がなく、住民の防災意識も風化しつつある。火山

離して、数量的に捉えることを入込客関数の推計に

活動の兆候がないままで住民の防災意識を維持す

よって試みた。その結果、岩手山の北麓（東八幡平）

るのは容易ではなく、住民・行政双方に努力が必

と南麓（網張など）の宿泊施設での利用者減少が著

要である。

しく、明らかに火山活動情報の影響が認められた。
減少数は 1998 〜 2000 年にかけての期間で 18.4 万人

避難訓練については 1999 年の西根町、2000 年の
雫石町を調査した。避難訓練に対する住民の評価は

程度で､ 観光客一人当たりの平均消費額（8,533 円）

比較的高く、訓練の有効性を示している。しかし訓練

を乗ずれば 15.7 億円となる。なお、山麓から離れ

の広報の方法、高齢者の移動の問題も指摘された。

た安比、鶯宿では影響は認められなかった。

（文責：総合政策学部

火山噴火によって甚大な被害を受けた雲仙普賢岳

元田良孝・阿部晃士）

の場合、被害をどのように救済したかについて聞き
取り調査を行なった。結果は次の通りである。

5. 火山活動情報の観光などへの経済的影響
1998 年の夏から活発になった岩手山の火山活動は､

噴火開始直後は市内での被害の惧れがなく､ 噴火

山麓の観光宿泊施設（図 3）の利用減をもたらした。

の様子を見るための入込みがあったが､ 山麓での被

しかし､ 岩手県全体でみても、ここ数年にわたる不

害が大きくなるにつれて、宿泊、日帰り客数ともに

況等の影響をうけて入込数は減少傾向にある。岩手

激減した。
雲仙普賢岳の災害発生の翌年、従来の行政による

山麓の観光入込み数の減少を火山活動情報による部

災害対策に加えて、財団法人「雲仙岳災害対策基金」
を設立し、国費、県費、義損金などを基金として行
政による対策を補完する事業を行なっている。これ
は全国的に最初のものである。災害復興のための資
金貸し付けが主たる事業である。返済期限は 10 年
間だが、10％くらいは返済困難となっている。
観光関連の補助事業としては、観光客誘致助成事
業（平成 3 〜 10 年度：1,440 百万円）
、商店街等活性
化事業、マスメディア活用事業、エージェントキャ
リア対策事業、学校等団体誘致事業などがあげられる。
これらの支援があるものの､ その後、少なくとも
数年間は入込み数の回復がみられない。
（文責：総合政策学部
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土井時久）
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6. 岩手県警察本部
1. 警戒警備体制

みたが、日が暮れて暗くなっていたことや、二次災害の

（1）初動警戒体制

危険性もあることから、徒歩での避難は断念せざるを得

1998 年 3 月 17 日、盛岡地方気象台発表の「火山

ず、その日は滝ノ上温泉等で一夜を明かした。

観測情報第 1 号」を受けた後、警察本部内の部長会議、

避難者の中には、捜査中の盛岡西警察署員等、警

公安委員会等において火山性地震の発生を報告すると

察官 7 人が含まれていたことから、早朝に被害状況

ともに警察庁等に報告した。

を確認できたほか、避難者の恐怖感や心の動揺を緩

同年 4 月 24 日の県下警察署長会議において火山性

和させることができた。また避難者の中には、インシュ

地震の発生について報告し、各所属における対策案に

リンを必要とする者がおり、ヘリでの搬送手配をし

ついての検討を指示。また、全職員に対し岩手山の概

たほか、翌日のヘリでの救出活動を支援するなど、

況について周知させ、情報収集に当たらせた。

たまたま、避難者の中に警察官が含まれていたこと
が幸いした。

同年 4 月 29 日、「臨時火山情報第 1 号」を受けて
警察庁へ報告するとともに、県下各警察署に警察措置

警察庁は、長官官房審議官（警備局担当）を総理

及び情報収集等を指示した。更に翌日の本部内次長

官邸（危機管理センター）に派遣。9 月 5 日、火山性

会議において各所属における対策案の検討を指示した。

地震ではないことなどから同警備本部を災害警備警戒

盛岡西署、岩手署は、関係自治体と登山者対策等

本部に切り替えた。

について検討会を開催した。
（2）警備本部等の設置

2. 監視体制

1）警備連絡室の設置

（1）ヘリテレ映像による監視

同年 5 月 1 日、警察本部警備課内に警備部参事官

1998 年 5 月7日、警備部長等による岩手山の実地踏

以下 20 人体制で「岩手山地震災害警備連絡室」を

査や無線の感度試験等を行うとともに県警ヘリ「航空

設置した。

いわて」によるビデオ撮影を行い、情報収集活動を開

2）警備警戒本部の設置

始した。
（2）本部庁舎屋上からの監視

同年 6 月 24日、盛岡地方気象台発表の「臨時火山
情報第 2 号」を受け、警察本部内に警備部長以下

同年 5 月 14 日、警察本部屋上に岩手山監視用 TV

150 人体制で「岩手県警察火山災害警備警戒本部」

カメラを設置して本部警備課及び総合当直室において

を設置した。

24 時間体制の監視をするとともに、5 月 25 日からは、

機動隊、盛岡西署、岩手署から職員を登山口に派
遣し、登山者への入山自粛の呼びかけや情報収集を行っ

警察庁への映像送信を開始した。
（3）模型からの監視

たほか、県警ヘリ「航空いわて」を岩手山上空にフラ

同年 5 月15日、岩手山の立体模型（2 万 5 千分の 1）

イトさせ、登山者に対してスピーカーを使って下山を呼び

が完成し、地図上からはイメージできなかった立体的な

かけた。

山の地形、火山泥流の流れ等をリアルに把握し、火山

3）災害警備本部の設置
同年 9 月 3 日、岩手山南西部（雫石町地域）を震

活動に備えた。
（4）ホテル屋上からの監視

源とする M6.2（震度 6 弱）の「岩手県内陸北部の地

同年 7 月 1 日、岩手山麓の八幡平ロイヤルホテル屋

震」発生と同時に警察本部内に警察本部長以下 901

上に監視用 TV カメラを設置して近距離から、活動の

人体制で「岩手県警察災害警備本部」を設置した。

活発な大地獄谷や黒倉山周辺の状況を警察本部にお

地震発生直後、直ちに県警ヘリ「航空いわて」をフ
ライトさせ、岩手山や滝ノ上温泉周辺の状況をヘリテレ

いて常時監視できるようにした（写真 1）。
（5）警察庁等の視察

映像で把握した。

同年 6 月 11日、東北管区警察局災害対策官の岩手

玄武洞から滝ノ上温泉間の崩落区間内には、車両

山視察を皮切りに、6 月 22 日、警察庁災害対策官、8

27 台が取り残されていたほか、滝ノ上温泉には、これ

月26日、東北管区警察局長が視察した。更に 9 月3日、

ら車両の運転手や工事関係者、宿泊客等 99 人が避難

岩手県内陸北部地震が発生したこともあり、警察庁の

し、孤立状態となった。直ちに、地上からの救出を試

幹部が視察し火山災害対策を検討した。
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5. 訓練、派遣関係
（1）実働部隊の訓練
1998 年 6 月 26 日、6 月 24 日の臨時火山情報第 2 号
を受けて、警察本部大会議室に訓練災害警備本部を
設置し、機動隊、盛岡西署、岩手署による岩手山火
山災害警備訓練を実施して、岩手山麓周辺の実態把
握を行うとともに、「避難誘導要領」、「交通規制要領」、
「被災者救助要領」等について反復訓練した（写真 2）
。

（6）ヘリテレ映像への高い評価
同年 7 月 10日、臨時火山情報第 3 号発表直後「航
空いわて」によるヘリテレ映像の送信を開始、リアルタ
（2）広域飛行訓練

イムで鮮明に送信されてくる映像を確認。9 月 3 日の岩
手県内陸北部地震の際、「航空いわて」のヘリテレ映

同年 7 月 14 日、東北管区警察局主催による岩手山

像で被害状況等を警察庁経由で内閣安全・危機管理

噴火を想定した「警察用航空機広域飛行訓練」を実

室に送信し、政府の火山対策に供せられて高い評価を

施した。

得た。

北海道警、青森県警、宮城県警のヘリも参加して被
害予想現場の把握や映像画面の送信訓練など連携の
とれた飛行訓練を実施し、不測の事態に備えた。

3. 火山災害対策先進県への視察
（1）雲仙普賢岳の視察

（3）雪上機動部隊の新設

1998 年 6 月 9日から 11日までの間、警備部長以下 4

同年 12 月 19 日、岩手県警察火山災害警備本部の

人が火山災害対策の先進県である長崎県の雲仙普賢

救出救助隊内に隊員 13 人、小型雪上車（スノーモー

岳を視察し、火山災害警備措置等についての指導、

ビル）5 台の雪上機動部隊（通称スノーラビット）を全

助言を得た。

国に先駆けて新設した（写真 3）。

県下各警察署を含めた全職員に雲仙普賢岳火砕流

インストラクターの特訓を受け操縦技術等の習熟を図り、

ビデオによる視聴覚教養を実施し火山災害対策を徹底

冬期間の有事の際の情報収集や救出救助活動等に備

した。

えた。

（2）有珠山の視察
2000 年 4 月 30日から 5 月 2日の間岩手山を管轄する
関係署の担当者を含めた職員を北海道有珠山に派遣し、
火山災害の実態や警備措置等について研修した。
4. 岩手山火山災害警備計画の作成
1998 年 7 月 27 日、岩手山火山活動による各種災害
の発生に備え、警備体制及び部隊活動要領等を規定
した「岩手山火山災害警備計画」を策定して、各所
属へ周知徹底し有事の際の対応に万全を期した。
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（4）北海道警等の応援派遣訓練
1999 年 1 月 26 日、岩手山の噴火による大規模災害
を想定した広域緊急援助隊の派遣訓練を実施。警察
庁から指令を受けた北海道警の広域緊急援助隊 170
人が、車両 30 台に分乗して深夜にフェリーで室蘭港を
出発、翌日の昼に岩手県警察学校に到着した。
同訓練が 2 月 2 日、警視庁広域緊急援助隊によって
も実施され、車両 50 台に分乗した 350 人が同日夕方、
岩手県警察学校に集結し、岩手山周辺の状況を視察
するなど支援体制を強化した。
（5）北海道への部隊派遣

6. 災害警備装備の充実
（1）災害警備資機材の整備

警察庁を通じて北海道公安委員会から東北管区広
域緊急援助隊に対し、援助要請があり岩手県警察広

1998 年 6 月 1 日に岩手山火山災害対策予算要求検

域緊急援助隊 23 人が 2000 年 3 月 31 日〜 4 月 16 日、

討会、同年 7 月 15 日に装備資機材管理換え検討会を

岩手県警察女性機動警察隊 9 人が 2000 年 4 月 19 日

それぞれ開催した。

〜 5 月 5 日までの間、北海道有珠山へ特別派遣した。

火山災害発生時、出動する際の隊員の個人装備は、

派遣先では、避難誘導警戒や被害者支援等に従事し、

治安警備用のヘルメット程度しかなく、急遽、県費で防

岩手山火山災害警備対策への貴重な教訓等を得た。

塵メガネや防塵マスク、災害用防寒服等を購入し、絶

（6）大規模災害警備総合訓練

対数が不足した災害用ヘルメットは、中古のパトカー用

2001 年 6 月14日、15日、火山災害等の大規模災害

乗車ヘルメットをかき集めて間に合わせるなどした。また、

に備え、陸上自衛隊岩手駐屯地で総合訓練を実施した。

数の少ない投光器や発動発電機などは、警視庁等から

東北管区内の広域緊急援助隊 350 人のほか自衛隊員、

管理換えを受けるなどして整備充実を図った。
（2）資材倉庫等の整備

消防関係者等合わせて 500 人、車両 100 台、県の防
災ヘリ「ひめかみ」等が出動。警備、交通、機動警

2001 年 1 月 31日、岩手山麓に位置する松尾駐在所

察通信、航空の 4 隊に分かれて実践的な訓練を実施し

の建て替え時期を前倒しし、小会議室兼装備品倉庫の

た。

部屋を設けるなど前線基地としての機能を備えた駐在

（7）登山者安全対策訓練

所を完成させた。

同年 7 月 1 日に入山規制が一部緩和されたことから、

また、災害発生時、早期に避難誘導や交通規制等

前日と入山規制緩和終了翌日の 10 月 8 日にそれぞれ職

を実施するため臨時

員を派遣し、警戒活動に従事した。

仮 設 信 号 機や大 型

同年 9 月 22 日、岩手山において、関係署等約 100

投光器、規制標識、

人が参加し、火山活動が急変したことから登山者の緊

折り畳みリヤカー等を

急避難が必要になったという想定のもと、登山者安全対

保管する装備品倉庫

策訓練を実施した。

を前線基地になる岩

訓練の中心は、登山者の下山誘導や登山者カードと

手警察署に整備した
（写真 5）。

下山カードの照合による登山者の安全確認。各登山口
に警察官を派遣しカードで確認したほか、県警ヘリによ
る登山者への告知や下山状況を確認した。また訓練と

7. 各種検討会への参加等

同時に、登山・下山カード提出の有無、火山活動や緊

（1）防災検討会への参加

急通報装置についての知識等のアンケート調査も実施し、
登山者カードの周知状況を確認した（写真 4）。

岩手大学工学部等で開催された「岩手山火山活動
対策検討会」やＩＮＳ「岩手山火山防災検討会」に
第 1 回目から担当者を参加させ火山対策に関する知識
を深めるとともに防災関係機関との意思疎通を図った。
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（2）イーハトーブ火山局への講師派遣等

東岩手山の鬼又沢（滝沢村管内）付近から小さな

2001 年 2 月 23 日、イーハトーブ火山局で開催された

噴煙が上がっているのを目撃。車を止めて同乗してい

岩手山公開講座に警察本部から災害対策室長を講師

た地域課長と確認したところ、普通の雲でなく、一定の

として派遣し、「岩手県警察本部の防災対策」につい

場所から定期的に白い固まりとなって浮き出てきて横に沿っ

て講演、地域住民等から好評を得た。

てゆっくり移動していることから「間違いない、ただの

また、岩手警察署では署員の活動を理解してもらうた

雲ではない。」とすぐに携帯電話で本部に報告。

めに職員の家族を含めた勉強会をイーハトーブ火山局で

警察本部屋上の監視カメラを動かし、確認したが画

開催し、災害に対する心構えや火山災害が発生した場

面がぼやけて判断できず。盛岡地方気象台に問い合

合の対応等を学んだ。

わせるとともに焼走り登山口方向にパトカーを走らせ、双
眼鏡で確認作業を行ったところ、「たしかに中腹の一定
の場所から白い雲状のものが発生しているのがレンズの

8. 火山の活発化と緩和に向けた視察
（1）黒倉山噴気に伴う視察

中に映っている。」との報告。

2002 年 1 月 16日、前年の 10 月 6日以来の火山性微

しかし、気象台では火山性微動等の発生は掴んでお

動を観測した「火山観測情報第 1 号」が出され、そ

らず、特異な前兆現象も見られないことから、山を取り

の後、黒倉山の山頂の噴気が頻繁に見られるようになっ

囲む気圧の変化で雲が発生する自然現象ではないかと

たことから、幹部による視察を行い火山災害対策を検

の結論に達し、噴煙騒ぎはまもなく収まった。
（3）家畜を含めた避難の難しさ

討した。

岩手山を抱える盛岡西署、岩手署では、年度末人

４月４日

警備部参事官以下 5 人岩手山周辺視察

４月11日

警備部参事官以下 3 人上空から視察

事異動の度に部隊編成替えを行い、都度、署独自の

４月19日

警備部長以下 2 人上空から視察

火山災害警備訓練を実施した。

４月26日

警備部長以下 2 人岩手山周辺視察

５月10日

警務部長以下 3 人上空から視察

要領を確認し合ったが、被災予想地区には多くの牛や馬、

５月14日

東北管区警察局災害担当官岩手山周辺

豚等の家畜が飼育されていて、避難指示や命令が出さ

視察

れても、簡単には住民の避難等が進まないことを多くの

東北管区警察局長岩手山周辺視察

署員が実感した。

５月22日

交通規制箇所の確認や住民の避難誘導など具体的

（2）一部規制緩和に向けた視察

農家出身の署員もおり、手塩にかけて育てている農作

同年 6 月 27 日、岩手山西側一部規制緩和に伴い警

物や家畜を手放さなければならない農家や酪農家の人た

備部参事官以下 4 人が七滝コ―スと松川コースを視察し、

ちの心情が痛いほど理解できたという。しかし、人命に

警備措置等について検討した。

勝るものはなく、いざという時は強く説得しなければならな
いと避難誘導隊の重要性を再認識し、有事に備えた。

9. エピソードあれこれ
（1）連日の夜間体制

10. 岩手山火山災害警備警戒本部の解散

盛岡地方気象台から「臨時火山情報第 3 号」が出

1998 年 6 月 24日、盛岡地方気象台から「臨時火山

された以後の 1998 年 7 月 23 日から、夜間における情

情報第 2 号」が発表されて以来警備課内に設置して

報収集等に間隙を生じないように警備課員を警備本部

いた警備警戒本部は、2004 年 7 月 1 日、入山規制が

に常駐させ、24 時間体制で有事に備えた。

全面解除されたほか、同日付で県に設置されていた「岩

限られた課員の中から勤務員の確保に四苦八苦した

手県災害警戒本部」が解散されたことから、警察本部

が、寝袋と出前の食生活が続いたものの健康を害する

の警備警戒本部も同日付で解散した。

こともなく山場を乗り切ることができた。

なお、岩手山の火山活動は低下傾向を示しているも

（2）噴煙騒ぎ

のの浅間山の突然の噴火に見られるように火山災害は

1998 年 5 月 27 日、岩手町から車で大更に向かって

予断を許さないことから、不測の事態に備え、当分の

いた岩手署の災害担当者が、すっきり晴れ渡った青空

間「岩手山火山災害警備計画」に基づく体制を継続し、

に浮き上がった岩手山を見てビックリ。

先人の得難い教訓を生かしていくこととした（写真 6）。
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（文責：岩手県警察本部警備課災害対策係）
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第3章 ６市町村の活動
1. 盛岡市
盛岡市は、岩手山の南東約 20 ㎞に位置しており、

また、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえた諸調査

積雪期に岩手山東側で噴火した場合に一部の地域に

として、1996 年度と 1997 年度に「防災アセスメン

融雪型火山泥流や降灰があると想定されている。

ト調査」を、1998 年度と 1999 年度に「地区別防災
カルテ調査」を行ったが、1998 年度には火山災害が

盛岡市が取り組んだ火山対策は、組織体制の強化
をはじめ、地域防災計画の修正、火山防災マップ等

発生した場合の災害応急対策について見直しを行った。

の配布、先進地の視察、火山防災訓練の開催、災害

さらに、2000 年度と 2001 年度に「地域防災計画

協定の締結、情報通信機器の整備、生活物資の備蓄、

修正素案策定調査」を実施し、2002 年度の抜本的

市民への広報などがあるが、その活動の概要は次の

な見直しの中で火山災害への対応計画を独立した節

とおりである。

として整備した。

1. 組織体制

3. 岩手山火山防災マップの配布

1998 年 6 月 24 日に臨時火山情報第 2 号が発表さ

「岩手山火山防災マップ」は、岩手山の過去の噴

れたことに伴い、6 月 25 日に市の部長級で構成す

火に関する調査をもとに、想定される噴火について

る「岩手山火山活動庁内連絡会議」を設置した。

住民や防災関係機関等に情報を提供し、防災に役立

また、臨時火山情報が発表された場合には、総務

てることを目的として作成したが、1998 年 7 月に

部長を本部長とする災害警戒本部を設置し、消防防

は岩手山西側で水蒸気爆発が発生した場合のマップ

災課をはじめ、災害対応関係課による災害警戒体制

を作成した。このマップでは、盛岡市は災害予想区

を構築することとし、岩手山周辺 5 町村、県、消防、

域に入っていないものの、噴火の規模や風の状況に

警察、防災関係機関等と連携を図りながら、火山に

より降灰などの被害が予想されることや岩手山周辺

対する災害警戒を行うこととした。

には多くの観光施設があることから、1998 年 8 月
に市の全世帯に配布した。

さらに、緊急火山情報が発表された場合には、市
長を本部長とする災害対策本部を設置し、市の全機

また、1998 年 10 月には岩手山東側を含む全体的

能をあげて火山に対する災害応急対策活動を行うこ

なマップを作成したが、この公表内容について、市

ととした。

長等の内部協議を経て、市議会議員全員協議会、町
内会長会議及び地区担当員会議で説明し、1998 年
10 月に市の全世帯に配布した。

2. 地域防災計画の修正
地域防災計画は、防災対策の基本となるものであ

4. 先進地の視察

り、毎年見直しを行って必要な修正を加えている。

具体的な火山防災対策を推進するため、先進地の

火山災害に係る地域防災計画の修正を策定するに当

視察を行った。

たり、大きく係わったものに 1995 年の阪神・淡路

（1）北海道有珠山・駒ケ岳

大震災があるが、この大震災の教訓を踏まえた国か
らの通知を受けて、次の 9 項目について緊急点検を

1998 年 11 月 25 日〜 27 日

行っている。

岩手県及び関係 6 市町村職員
（2）群馬県草津白根山・浅間山

（1）被害想定
（2）職員の動員配備体制

1999 年 7 月 20 日〜 22 日

（3）情報の収集・伝達体制

岩手県及び関係 6 市町村職員
（3）北海道有珠山（噴火に伴い）

（4）応援体制
（5）被災者の収容、物資等の調達

2000 年 5 月 31 日〜 6 月 2 日

（6）災害弱者対策

岩手県及び関係 6 市町村職員

（7）防災施設の整備
5. 緊急対策ガイドラインへの措置

（8）消防団、自主防災組織の育成強化

「緊急対策ガイドライン」は、岩手山の火山活動

（9）防災訓練

の活発期から噴火に伴う避難期において、48 時間
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以内に緊急に措置しなければならない職員の招集基

目、西青山二丁目、西青山三丁目、中堤町、長橋町、

準、住民に対する情報伝達方法、住民の避難対策等、

大館町、稲荷町、平賀新田及び上厨川の一部の地域

火山防災対策の指針として、1999 年 5 月に「岩手

まで流下する恐れがあると想定されるため、泥流が

山火山災害対策検討委員会」から関係 6 市町村に公

到達すると想定される地域の 13 自治会、6 商店会、

表された。これに伴い、盛岡市では次の措置をした。

6 福祉施設、12 保育関係施設及び 17 農業団体を対
象として延べ 12 回の火山防災マップ説明会を行い、

（1）岩手山火山防災活動マニュアルの策定

避難場所等の徹底を図った。

「岩手山火山防災活動マニュアル」は、岩手山

なお、この被害想定区域内における避難対象数は、

の火山活動の活発期、噴火に伴う避難期、噴火の

次のとおりであった。

継続に伴う避難生活期及び火山活動の低下に伴う
生活再建期の災害応急対策活動を迅速かつ的確に

（1）地区人口

行い、市民の安全を確保することを目的として、

（2）地区世帯数

市の具体的な活動のマニュアルとして策定した。

（3）町内会数

638 町内中

（4）事業所数

803 事業所中

（2）各種災害協定内容の確認

23,921 人中

8,673 世帯中

（5）独居老人数

盛岡市が防災関係機関等と締結している各種の

5,193 人
462 町内
61 事業所

152 人中

災害協定の火山災害対応に関する内容について確

（6）寝たきり老人数

認した。

（7）老人世帯数

37 人

6 人中

88 世帯中

1,948 人

2人
42 世帯

（3）応援部隊等の受入れ体制の確認
7. 岩手山噴火対策防災訓練の開催

応援部隊や自衛隊の受入れ体制について確認し

岩手山火山防災訓練は、岩手山の噴火に伴う災害

た。

の発生に備えて岩手山周辺の 6 市町村が輪番で開催

（4）応援要請への対応

してきたもので、盛岡市では 2000 年 8 月に青山地

岩手山関係町村から応援要請があった場合の市

域において約 4,800 名が参加して開催した（写真 1、2）
。

各部の対応を次のとおりとした。

噴火の際に迅速かつ的確な災害応急対策活動を行

ア . 道路施設応急復旧車両（グレーダー、道路

うことができるよう防災関係機関相互の協力体制の

清掃車、散水車）の提供（建設部）
イ . 救出要員（消防団）の派遣（総務部）

確立を図るとともに、地域住民の避難体制の確立や

ウ . 医療救護班（市立病院）の派遣 ( 保健福祉部 )

火山災害に対する市民の防災意識の高揚を図った。

エ . 食料及び毛布の提供（総務部）

また、岩手山周辺の他町村で行われた訓練では、通

オ . 応急給水車による飲料水の提供（水道部）

信情報訓練をはじめ、実動訓練として支援物資輸送

カ . 水道施設応急復旧班の派遣（水道部）

訓練と応急給水訓練に参加した。

キ . 避難場所の提供（各部）
ク . その他必要な資機材の提供や人員の派遣
（各部）
6. 岩手山火山災害対策図の配布
「岩手山火山災害対策図」は、
「岩手山火山防災マッ
プ」をもとに、盛岡市において想定される災害予想
区域及び避難場所などについて、泥流が到達すると
想定される地域の住民や防災関係機関等に詳細な情
報を提供し、防災に役立てることを目的として
2000 年 5 月に作成し、被害が想定される地域の住
民や防災関係機関等に配布した。
融雪型火山泥流が発生した場合は、諸葛川などか
らあふれた泥流が盛岡市月が丘二丁目、月が丘三丁
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定書（東北医療機器協会岩手県支部と 1999
年 10 月 20 日締結）
（7）災害時における盛岡簡易保険保養センターと
盛岡市との協力に関する協定（簡易保険福祉
事業団盛岡簡易保険保養センターと 2001 年
3 月 21 日締結）
（8）災害時における生活物資の確保及び供給に関
する協定（協同組合盛岡卸センターと 2001
年 5 月 8 日締結）
（9）災害時における罹災者、避難民及び災害応急
対策要員の移送に関する協定（社団法人岩手
県バス協会と 2001 年 6 月 15 日締結）
（10）災害救助用米穀に関する協定
（岩手県と 2002
年 2 月 25 日締結）

8. 岩手山火山防災シンポジウムの開催

（11）災害時における物資の輸送に関する協定（赤

岩手山火山防災シンポジウムは、岩手山の火山活
動の状況と火山防災対策について周知を図るため、

帽岩手県軽自動車運送協同組合と 2003 年 5

岩手山周辺の 6 市町村が輪番で開催してきたもので、

月 21 日締結）
（12）災害時におけるタクシー無線による情報収集

盛岡市では 2000 年 10 月に西部公民館において開催

に関する協定書（岩手県タクシー協会盛岡支

した。

部と 2004 年 3 月 30 日締結）
（13）災害時における応急対策業務に関する協定書

9. 協定の締結

（盛岡市建設業協同組合と 2004 年 3 月 30 日

災害発生時には、市の全機能をあげて災害応急対

締結）

策や災害復旧に取り組むこととしているが、より迅
速かつ円滑な対応ができるようにするため、幅広く

10. 情報通信機器の整備

協定の締結を推進した。

災害時における情報連絡体制を強化するため、

火山活動が活発化した平成 10 年度以降に市が締

1999 年 7 月に衛星携帯電話を消防防災課に配備した。

結した主な協定は，次のとおりである。
（1）災害時おける盛岡中央郵便局と盛岡市の協力

また、2000 年 2 月にポケットベルを市及び消防

に関する覚書（盛岡中央郵便局と 1998 年 4

団の幹部等に配備したほか、2003 年 9 月に災害時

月 1 日締結）

優先の携帯電話を三役、総務部幹部等に配備した。

（2）災害時における必要な物資の賃貸借に関する

さらに、2004 年 2 月に市のコンピュータシス

協定（株式会社レンタルのニッケン盛岡営業

テムを活用した携帯電話の電子メールによる情報

所と 1998 年 12 月 1 日締結）

伝達を運用開始し、市の課長以上の職員並びに総

（3）水道施設の災害に伴う応援協定書（財団法人

務部、建設部、下水道部、水道部などの災害警戒

盛岡市水道サービス公社と 1999 年 3 月 4 日

に当たる職員に迅速に情報連絡できる体制を構築

締結）

した。

（4）災害応急復旧工事等に関する協定書（盛岡市
11. 生活物資の備蓄

上下水道工事業協同組合と 1999 年 3 月 16 日

災害時における避難生活を支援するため、生活物

締結）

資として毛布 23,000 枚、アルファー米 30,000 食及

（5）災害時における医薬品等の確保に関する協定
書（岩手県医薬品卸業協会と 1999 年 10 月 20

び防災シート 660 枚を年次計画で小学校、中学校、

日締結）

地区活動センター等に備蓄した。

（6）災害時における医療資機材の確保に関する協
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12. 消防団の対応
盛岡市消防団は、1 本部 23 分団で、定数は 1,099
名である。火災をはじめ、様々な災害から市民の生
命、身体及び財産を守るため、生業の傍ら昼夜の別
なく献身的に活動している。
岩手山の噴火に伴って融雪型火山泥流が発生した
場合に泥流が到達すると想定される地域を管轄して
いるのは、第 11 分団（上厨川）及び第 17 分団（青
山）であるが、あらかじめ、参集場所、巡回コース、
応援分団を定めるなど、消防団が一丸となって避難
広報、避難誘導、被災者の救出等に当たることとし
ている。
盛岡市に影響すると想定される諸葛川の河道の水
深は 3.8 ｍであるが、泥流の平均水深が 4 ｍである
ことから、市の水防計画に基づいて土のうを積むこ
ととしている。土のうは、城北小学校と北陵中学校
に 900 袋と滝沢村役場に 500 袋を備蓄し、即応でき
る体制を整えている。
13. 市民への広報
防災週間などの時期に合わせて、定期的に「広報
もりおか」に避難場所や防災の心構えなどを掲載し、
市民の防災意識の高揚を図っている。
また、市のホームページに災害・防災情報のコーナー
を設置し、最新の情報を素早く市民等に提供するほか、
市民等からの情報を入手することとしている。
さらに、市民が自主的な防災対策を講ずるうえで
必要な基本的な情報を提供するため、
「盛岡市防災マッ
プ」の作成を進めており、平成 14 年度は地図情報を、
2003 年度は防災情報を作成し、2004 年度に印刷製
本して全世帯に配布することとしている。
この防災マップには、避難場所や災害危険箇所等
を明示するほか、「岩手山火山災害対策図」の縮小
版も掲載し、火山を含めた防災意識の高揚を図るこ
ととしている。
（文責：盛岡市消防防災課）

277

2. 雫石町
（2）定例調査の報告書は 34 冊に

1. 防災体制の強化

定例調査の回数は、11 年度 10 回、12 年度 10 回、

岩手山の南麓に位置する雫石町は、岩手山火山活
動が活発化し、水蒸気爆発やマグマ噴火が発生した

13 年度 6 回、14 年度 6 回、15 年度 2 回で、5 年間で

場合、土石流や火山泥流、降灰の被害が想定された。

通算 34 回を数えた。
定例調査時の基本ルートは図 1 のとおりである。

1998 年 6 月 24 日、気象庁が発表した臨時火山情報
第 2 号を受け、
「火山災害警戒本部」
（本部長：町長）

網張（リフト）〜犬倉分岐〜水場〜姥倉山南面

を設置し、火山活動の活発化に備え防災体制を強化

〜登山道姥倉分岐付近〜姥倉・黒倉鞍部周辺〜

した。

鞍部北側斜面〜円形裸地〜黒倉山西斜面と円形

岩手山火山活動特別調査隊を設置し、岩手山の

裸地の中間地〜黒倉山西斜面〜黒倉山頂〜大地

火山状況を定期的に調査したほか、職員参集マニュ

獄谷（遠望観察）〜南側斜面〜網張（リフト）

アルや消防団活動計画の整備、火山防災シンポジ
ウム、防災訓練の開催、防災マップの世帯配布な
どを展開した。火山活動が低下傾向を示し、平成

定例調査以外でも、地温調査の定点を定めるため

13 年度から一部で入山規制を緩和する方針が打ち

の事前調査や緊急通報装置の稼動状況の確認、県の

出された平成 12 年度には岩手山周辺 3 町村で「岩

調査への同行、あるいは登山者の安全対策作業など

手山登山者安全対策協議会」を立ち上げ、登山者

で現地活動を積極的に展開した。5 年間の通算活動

の安全対策を講じるなど、多方面にわたり諸対策

回数は 58 回を数える。

を実施した。
2. 岩手山火山活動特別調査隊の設置
自然環境の変化や山体の異常現象など、目視によ
る観測で火山活動の状況を把握した上で防災活動に
役立てようと、1999 年 6 月 21 日に岩手山火山活動
特別調査隊を設置した。
（1）地温調査箇所は 61 箇所
隊員は、役場職員を中心に、岩手山の隅々まで把
握している山岳の有識者や岩手山麓の観光施設であ
る休暇村岩手網張温泉の職員が隊員として活動した。
活動は、1999 年 6 月から実施し、2004 年 3 月ま
での 5 年間継続した。活動した隊員は 12 人で、5 年
間の定例調査活動人員は通算で延べ 119 人に及んだ
（写真 1）
。
（3）防災まちづくり大賞で評価

調査は、地温が高く火山活動が顕著に活発化して
いる姥倉山と黒倉山付近を中心に実施した。噴気口

調査結果は、調査隊の隊長を 5 年間務めた雫石町

やその周辺の地温調査を行ないながら笹枯れの状況

役場総務課の小原千里隊長が、写真や観察結果をつ

や噴気の状態などを観察したほか、網張コース上に

づりその都度報告書を作成した（写真 2）。
素人集団の調査活動に意味があるのか……と、活

ある「水場」の水温や pH 値測定を定例的に行なっ

動当初はマスコミから批判された時期があった。

た。

入山規制は、登山客の入りがなくなった岩手山南

地温調査は、定点を設けて実施した。調査を開始
した 1999 年の地温調査箇所は 14 箇所であったが、

麓エリアに広がるペンションや温泉施設に大打撃を

新たに噴気口を確認した場合はその箇所を追加して

与えた。岩手山の火山活動に対する諸対策を進める

いったため、2003 年の地温調査箇所は 61 箇所に及

上で、防災担当者として入山規制の妥当性を肌で感

んだ。

じざるを得ない思いがあった。
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目視による岩手山（姥倉山、黒倉山）の状況は、

4. 岩手山火山防災シンポジウムの開催
地域住民に火山の知識の周知を図るため、県と関

後に小原隊長が幾度となく諸会議で報告することと

係 6 市町村主催による岩手山火山防災シンポジウム

なり、現地の情報源として活用された。

を通算 2 回開催した。

この活動は、消防庁が主催する第 5 回防災まちづ
くり大賞で、平成 12 年度において消防科学総合セ

雫石町では第 1 回目となるシンポジウムを 1999

ンター理事長賞を受賞した。体力的にも辛く難儀な

年 1 月 31 日、雫石町総合福祉センターで開催。地

活動であり、一部批判されながらも防災体制の構築

域住民ら 200 人が参加した。岩手山の火山活動の現

一心で地道に継続した甲斐あっての受賞であった。

状や火山活動の予測と行政・住民の対応について講
演した。
第 2 回目は 2003 年 1 月 26 日、雫石町立中央公民
館で開催。約 350 人の参加を得た。東北の火山や岩
手山の火山活動の現状について講演したほか、秋
田駒ケ岳の火山防災マップの公表説明も併せて行なっ
た。
5. 防災訓練の実施
火山災害を想定した訓練は、平成 11 年度から 13
年度にかけて 3 回実施した。
（1）1999 年 11 月 14 日、雫石町消防団による噴火
対策防災訓練を実施。消防団が非常召集、配

3. 噴火に備え初動マニュアルの整備

備・通信訓練、婦人消防協力隊が炊き出し訓

岩手山の火山活動が活発化し、いざ噴火した場合

練を実施した。

はどのような対応にあたるのか、役場職員の初動体

（2）2000 年 2 月 20 日、県と関係 6 市町村主催に

制あるいは消防団員の活動計画を更新整備した。

よる大規模な冬季岩手山噴火対策防災訓練を

（1）岩手山火山防災対応マニュアル
雫石町職員の初動配備体制、行動要領などを明記。

雫石町長山で実施。上長山地区住民の避難訓
練も実施し、約 3,000 名が参加した（写真 3）
。

避難・誘導対策では、岩手山東側と西側で二つの噴
火形態が想定されるため、それぞれの被害を予想し

（3）2001 年 11 月 18 日、雫石町では 2 回目となる

火山活動の情報収集、伝達や広報活動、警戒体制の

県と関係 6 市町村主催による大規模な岩手山

ための職員の配置、避難体制の確立、消防団等の動

噴火対策防災訓練を雫石町長山で実施。関係

員配置、避難誘導、交通規制など、実践的な対応に

者等約 2,200 名の参加を得た。

ついて定めた。
（2）消防団対応マニュアル
岩手山東側及び西側で発生する可能性のある二つ
の噴火形態にあわせ、それぞれ想定される噴火の規
模ごとの配置・行動計画を作成。各分隊の配置位置
を図面上で明確に示した。
（3）登山者安全対策マニュアル
2001 年 7 月 1 日から岩手山の入山規制を一部緩
和することに伴い、登山者の安全を確保するため、
緊急時における「登山者への対応編」として作成
した。岩手山登山に係る役場担当課の役割分担や
入山者の安全確認方法、再規制後の対応などを盛
り込んでいる。
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8. 登山者の安全対策へ協議会を発足

6. 防災マップの作成配布

2000 年 6 月 23 日に開催された「岩手山火山災害

岩手山に係る火山防災マップは、3 回（3 種類）

対策検討委員会」において、岩手山東側について

作成し各世帯に配布した。

2001 年 7 月 1 日から入山規制を緩和する方向で安全

（1）1998 年 7 月 22 日、「岩手山火山災害対策検討

対策を検討していくことに決定した。

委員会」が作成した「西側の水蒸気爆発を想

この規制緩和を受け、登山者の安全対策を講じる

定したハザードマップ」を、7 月 31 日に世

ため 2000 年 10 月 16 日、岩手山東側周辺 3 町村（西

帯配布した。

根町、滝沢村、雫石町）で「岩手山登山者安全対策

（2）1998 年 10 月 9 日、同じく「岩手山火山災害

協議会」を発足した。

対策検討委員会」が作成した「東側のマグマ
噴火を想定したハザードマップ」を、10 月

また、2004 年 2 月 4 日に開催した「岩手山火山災害

27 日以降町内 4 地区の会場で住民説明会を

対策検討委員会」において、2004 年 7 月 1 日からは岩

開催しながら配布した。

手山西側も含め全域において入山規制を解除する方
針が示されたことから、2004 年 4 月 23 日には岩手山

（3）2000 年 2 月 16 日、先に作成しているハザー
ドマップを基に、情報をより多く盛り込み、

北西側に位置する松尾村が協議会の構成員に加わった。

見やすくするために縮尺を 1 ／ 25,000 に拡大

入山規制の緩和及び解除に伴う登山者の安全対策

するなど、工夫を凝らした雫石町独自の「岩

は、各町村が負担金を拠出しながら同協議会が主体

手山火山災害対策図」8,000 部（A0 版：A4

となって実施した。町村単独で進めるより、はるか

折り）を他町村に先駆け作成し、3 月に全町

に有効で効率的な取り組みを実施できた。
協議会が行なった年度ごとの安全対策で、雫石町

民や防災関係者に配布した（写真 4）
。

に係わるものは次のとおりである。（カッコ内は協
議会全体の数量）
（1）平成 12 年度 ･ ･ ･ 東側安全対策物品の製作
岩手山の入山規制が東側において平成 13 年度か
ら規制を緩和する方針が打ち出されたことを踏まえ、
登山者の安全対策のため次のものを整備することと
し、製作作業を進めた。
1）東側の安全対策のため製作した物品
Ⅰ）緊急通報装置製作

3 基（11 基）

Ⅱ）登山口用注意看板製作

1 基（ 4 基）

Ⅲ）登山道内用注意看板製作

3 基（10 基）

Ⅳ）立入禁止看板製作

2 基（ 5 基）

Ⅴ）記載台付き登山箱製作

1 基（ 4 基）

2）緊急通報装置の設置箇所確認調査

7. 生活物資の備蓄

2000 年 8 月4日、

1999 年 1 月 13 日に石油ストーブ 50 台、毛布 700
枚を購入し備蓄したほか、2000 年 1 月 27 日に非常

緊 急 通 報 装 置の

食糧・缶パン 300 個、パンの缶詰 300 個、ビスケッ

設置箇所調査を御

ト 300 個を、2000 年 9 月 20 日にはクラッカー 520 個、

神坂コースで実施。

野菜スープ 400 個、みそ汁 400 個、玉子スープ 400

登山道に調査ポイ

個をそれぞれ購入し備蓄している。

ントを設 定し、 通
信 機 器 での 可 聴

そのほかにも同報系無線の戸別受信機の増設を図

状 況 を 確 認し た

り、有事に備えた。

（写真 5）
。
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（2）平成 13 年度 ･ ･ ･ 東側安全対策物品の設置
7 月 1 日から 10 月 8 日までの期限付きで、岩手山
東側の入山規制が緩和されることに伴い、緊急通報
装置（詳細は図 2 のとおり）の設置など登山者の安
全対策を講じた（写真 6）。
1）東側の安全対策のため設置した物品
Ⅰ）緊急通報装置設置

3 基（11 基）

Ⅱ）登山口用注意看板設置

1 基（ 4 基）

Ⅲ）登山道内用注意看板設置

3 基（10 基）

Ⅳ）立入禁止看板設置

2 基（ 5 基）

Ⅴ）記載台付き登山箱設置

1 基（ 4 基）

2）監視員の設置（協議会全体）
岩手県山岳協会と委託契約を締結し、6 月 30
日から 10 月 15 日までの 108 日間、2 人体制で八
合目避難小屋に常駐し、登山者への啓発や登山道
の状況確認などを行なった。
（4）平成 15 年度 ･ ･ ･ 西側安全対策の検討
平成 15 年度も岩手山東側について、7 月 1 日から
10 月 13 日までの期限付きで入山規制が緩和される
ことから諸対策を講じたほか、西側での安全対策に
ついて検討を進めた。
1）監視員の設置（協議会全体）

2）登山者カードの作成
岩手山登山時の注意事項や緊急時連絡先などを

岩手県山岳協会と委託契約を締結し、6 月 30

盛り込んだ登山者カードを作成した。切り取り式

日から 10 月 14 日までの 48 日間、2 人体制で八合

で、登山する際は氏名、住所、電話番号、登山・

目避難小屋に常駐し、登山者への啓発や登山道の

下山年月日などを記入のうえ登山箱に投函し、下

状況確認などを行なった。

山の際は下山口に下山カードを投函する態勢を整

2）岩手山西側で音達調査を実施
岩手山西側にも東側同様の緊急通報装置の設置

えた。印刷枚数は 30,000 枚（協議会全体
150,000 枚）。

が必要と判断されたことを想定し、10 月 28 日、

3）監視員の設置（協議会全体）

雫石町と松尾村合同で音達調査を実施。網張コー

岩手県山岳協会と委託契約を締結し、6 月 30

ス、松川コース、七滝コースの各登山道に調査ポ

日から 10 月 9 日までの 102 日間、2 人体制で八合

イントを 11 箇所設け、姥倉山と黒倉山からハン

目避難小屋に常駐し、登山者への啓発や登山道の

ドマイクのサイレン音を鳴らし、音達状況を調査

状況確認などを行なった。

した。
岩手山西側への緊急通報装置の設置については、

（3）平成 14 年度 ･ ･ ･ 東側安全対策の継続
平成 14 年度も岩手山東側については、7 月 1 日か

11 月 13 日に開催された「岩手山の火山活動に関

ら 10 月 14 日までの期限付きで入山規制が緩和され

する検討会」において、設置を必要としないこと

ることから、諸対策を講じた。

で合意された。

1）登山口に音声による注意喚起装置を設置

（5）平成 16 年度 ･ ･ ･ 西側安全対策の実施
7 月 1 日から岩手山西側も含め全域で入山規制が

入山者に対し登山者カードへの記載投函を促す
ため、御神坂登山口に人や車を感じると自動的に

解除されることから、西側を主体に諸対策を講じた。

案内メッセージが流れる人感スピーカー機能付き

姥倉鞍部の高温地帯対策、黒倉山の地盤変動対策など、

の注意喚起装置を設置した。

危険箇所が指摘された箇所の安全対策を実施した。

281

1）西側の安全対策のため製作設置した物品

9. 火山活動周知のための広報活動
（1）広報「しずくいし」への掲載

Ⅰ）高温注意看板

2 基（3 基）

Ⅱ）立入禁止看板

1 基（3 基）

広報「しずくいし」に「岩手山の火山活動に関す

Ⅲ）記載台付き登山箱

1 基（3 基）

る検討会」の座長である岩手大学の斎藤徳美副学長

Ⅳ）登山口用注意看板

1 基（3 基）

の解説を 2000 年 4 月号から 2003 年 1 月号まで通算

Ⅴ）登山道内用注意看板

1 基（1 基）

28 回掲載した。火山災害の状況や現在の火山活動

Ⅵ）誘導ロープ

500m（500m）

の様子など、町民に伝えることができた。

Ⅶ）丸太歩道

（2）国土交通省との連携

2 箇所（2 箇所）

国土交通省岩手河川国道事務所（当時は国土交通

2）東側で入山規制解除のため実施した対策
1 基（4 基）

省岩手工事事務所）と連携を図り、2001 年 4 月 5 日、

Ⅱ）登山道内用注意看板書き換え 3 基（9 基）

町役場内にイーハトーブ火山局雫石支局を開設した。

Ⅰ）登山口用注意看板書き換え

岩手山の火山活動の状況や火山の知識などを解説し、

3）防災担当職員らで看板等を設置

住民とともに情報の共有を図った。同時に、火山や

岩手山西側に安全対策のため設置した注意看板

岩手山に関するパネル展も併せて開催した。

や誘導ロープ、丸太歩道は、岩手県と岩手県山岳
協会の協力を仰ぎながら、協議会を構成する 4 町

10. 研修視察及び研修会の実施

村の職員らで設置した。
6 月 1 日と 2 日、県防災ヘリで資材を姥倉山鞍

岩手山の火山災害を視野に入れ、防災担当職員ら

部に運搬した後、岩手県総務部総合防災室の土井

の火山防災先進地視察を実施するとともに、町職員

宣夫火山対策指導顧問の指導で、高温注意看板や

及び町消防団員を対象に研修会を実施し、火山に対

誘導ロープ、丸太歩道の設置作業を完了した（写

する知識を高めながら火山との共生を視野に防災体

真 7）
。

制の確立を図った。
（1）火山防災先進地視察
1）北海道・十勝岳
1999 年 6 月 1 日から 3 日までの日程で、1988
年に噴火した北海道・十勝岳の山麓に位置する上
富良野町と美瑛町を視察。町長をはじめ町の防災
担当職員、消防団、交通指導員ら 19 名が、十勝
岳噴火災害対策の概況について研修した。
2）北海道・有珠山
2000 年 4 月 26 日から 28 日までの日程で、2000
年 3 月 31 日に噴火した北海道・有珠山の噴火災
害実地調査が岩手県の企画で実施され、雫石町か
らは防災担当職員 1 名が参加した。有珠山の山麓
に位置する伊達市、室蘭市、蛇田町、豊浦町、壮
暼町を視察。有珠山噴火に伴う災害対策本部及び

4）監視員の設置（協議会全体）

避難所などの運営状況を調査した。

岩手県山岳協会と委託契約を締結し、6 月 30

また、2000 年 6 月 27 日から 29 日までの日程で、

日から 10 月 11 日までの 48 日間、1 人体制で八合
目避難小屋に常駐し、登山者への啓発や登山道の

町単独の視察研修を実施した。視察先は、4 月に

状況確認などを行なったほか、西側監視員として

県が実地調査で訪ねた市町村で、避難所の運営な

2 人体制で毎週土曜日に網張から姥倉山、黒倉山、

どを対応する関係課職員 8 名が、避難所の開設運

大地獄谷を経由するルートで、西側の安全対策の

営状況、仮設住宅の建設状況などを視察調査した。

ため施した注意看板や誘導ロープ、登山道の状態
などの監視業務を行なった。
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山地区構造改善センターには午後 7 時 30 分ごろか

（2）岩手山の火山活動研修会

ら避難が始まった。避難者は 8 世帯 25 人に家屋の

1）町職員の研修会
火山活動について共通認識のもと防災体制を強

状況確認のため一時的に避難した人を含め合計 30

化するため、岩手大学の斎藤徳美副学長を講師に、

人で、同施設で一夜を過ごした。翌日早朝から帰宅

1999 年 11 月 12 日、町職員を対象とした研修会を

する家族が出始め、正午には全員が帰宅した。西根

開催。岩手山西側の状況を主体に火山活動の現状

小学校への避難者はなかった。
（2）滝ノ上地区が孤立状態に陥る

を学んだ。

地震により震源地に近い滝ノ上地区の県道西山・

2）消防団員の研修会

生保内線で大規模な落石、法面崩壊が発生した。こ

消防団に岩手山の現況を知ってもらい、また、
火山の知識を高めてもらおうと、岩手大学の斎藤

れにより滝ノ上地区が孤立状態となり、滝ノ上温泉

徳美副学長を講師に、岩手山の火山に関する研修

の観光客や従業員、日本重化学工業㈱葛根田地熱事

会を 1999 年から 2002 年まで通算 6 回開催した（写

業所の職員など 110 人が取り残された。
町では、岩手県に対し、岩手県防災ヘリコプター

真 8）。

の出動に加え、東京消防庁、青森県防災航空隊、陸
上自衛隊の応援を要請した。
救出作業は、翌朝午前 7 時から行なわれ、県防災
ヘリなどにより、延べ 15 回の輸送で孤立者 110 人
のうち 99 人を救出した。残りの 11 人は葛根田地熱
事業所の職員らで機器管理のため現地に居残った。
救出作業は午前 8 時 17 分に終了した。
（3）滝ノ上地区の防災体制を強化
町は、孤立状態に陥った滝ノ上地区の情報連絡手
段として、地震の発生から 3ヵ月後となる 12 月に
同報系無線の拡声子局を同地区に設置した。拡声子
局には、町役場からの一方的な広報無線を受信放送

11. 岩手県内陸北部地震に対する対応

するだけでなく、滝ノ上から町役場を呼び出し通信

1998 年 9 月 3 日の午後 4 時 58 分に雫石町長山を
震源とする震度 6 弱の地震が発生した。火山活動と

できるアンサーバック式の装置を備えた。現在は、

は直接関係しない直下型地震であったが、一瞬、岩

滝ノ上地区が孤立状態となった場合でも、滝ノ上と

手山が噴火したのではと驚愕の思いを誰もが抱いた

役場とで無線を使って連絡し合える状態にある。

出来事であった。

（4）被害の状況
人身被害（軽傷者）9 名、住家被害（一部損壊）

雫石町役場がある雫石町千刈田地区は震度 4。テ
レビの地震情報や岩手県からの防災 FAX に注目し

20 棟、非住家被害（官公署等）9 棟、道路決壊 17

た。雫石町長山が震度 6 弱と発表。直ちに町長を本

箇所、簡易水道被害（水源施設）1 箇所、水田の隆

部長に災害対策本部を設置し、被害の状況について

起・埋没 1.26ha、大根の倒伏・うねの崩壊 10.2ha、

調査を開始した。

農業用水路崩壊 2 箇所、林道・作業道崩壊 4 箇所。

地震発生時刻が午後 5 時前ということもあり、役
（文責：雫石町総務課）

場職員は通常勤務の体制にあった。職員総動員で調
査にあたった。
（1）住家被害発生で自主避難
住家被害は、ペンションが建ち並ぶ雫石町網張地
区で多く発生した。余震への警戒のため、町では地
域住民に自主避難を呼びかけ、直ちに西山地区構造
改善センターと西根小学校に避難所を開設した。西
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3. 西根町
（2）規制緩和

西根町は岩手山頂を含む岩手山東側に位置し、過
去の噴火で流出した溶岩が冷え固まった「焼走り熔

1999 年 3 月 30 日に岩手山周辺 4 町村観光協会か

岩流」を有するなど岩手山の噴火の様子をうかがう

ら「岩手山入山禁止処置緩和について」の要望書が

ことができる（写真 1）。

提出され、規制緩和の動きが強まり、岩手山関係 6
市町村長と県での再三にわたる協議を経て、岩手山
東側については火山活動が切迫した状況にない事、
入山者への情報伝達体制の整備や山岳関係団体との
連携により安全対策を進めることで、2001 年 7 月 1
日から同年体育の日までの期間において入山規制が
緩和された。同様な一部登山道の一時緩和は 2002 年、
2003 年にも実施した。
この一部入山規制の緩和にあたっては、焼走りコー
ス登山道の一部が、西側の想定される水蒸気爆発に
おいて噴石危険区域に含まれるため、代替ルートを
見い出せない場合はコース半ばでの規制もやむを得
ないものであった。

このことから、当町においては岩手山東側での噴

そこで、西根町としては岩手山頂の優れた眺望を

火が発生した場合、火山泥流や降灰があると想定さ

より多くの人々に親しんでもらうため、登山者を安

れている。
西根町が取り組んだ火山対策は組織体制の強化を

全に山頂まで誘導する代替ルートを設定することと

はじめ、地域防災計画の修正、火山防災マップの配

した。代替ルートの設定にあたっては、自然環境や

布、火山防災訓練の開催、入山規制の実施、防災無

高山植物の保全を最優先し、環境庁を始め、各関係

線装置等通信施設の整備、生活物資の備蓄、住民へ

団体との協議・申請を経て、仮設登山道として設定

の広報などであり、活動の概要は次のとおりである。

した（写真 2）
。
また、「岩手山登山者安全対策マニュアル」を作
成し、緊急時における登山者への安全確保を図るこ

1. 組織体制

ととした。

1998 年 6 月 24 日に臨時火山情報第 2 号の発表を
受け、翌 25 日に総務課長を本部長とする「西根町
岩手山災害警戒本部」を設置し、課長級で構成する
本部員会議を開催し、災害時における分掌事項の再
確認と警戒態勢を強めることとした。
また、
「西根町火山防災緊急マニュアル」を作成し、
有事の際の迅速な対応や対策をとるよう努めるとと
もに、町長以下関係課長・担当職員へポケットベル
を配備し、緊急連絡体制を整備した。
なお、災害警戒本部は 2004 年 7 月 1 日の入山規

（3）規制解除
岩手山の火山活動は穏やかに推移していることか

制解除をもって廃止している。

ら 2003 年 11 月 13 日に開催した「岩手山災害対策
検討委員会」及び「岩手山関係 6 市町村長と県との

2. 入山規制について

協議」により 2004 年 7 月 1 日から全ての登山道に

（1）入山規制
災害警戒本部が設置されたことに伴い、当町 2 ケ

おいて入山できるように決定した。ただし、登山口

所の登山口に注意看板を設置し、その後、岩手山登

の緊急通報装置は今後も稼動して登山者カードの投

山道を有する 4 町村等打ち合わせ会議の開催を経て

函を促すこととした。
また、案内（注意）看板についても登山口並びに

1998 年 7 月 1 日から入山を禁止した。
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校を会場に避難訓練や避難所開設、炊き出し訓練、

登山道へ設置を行った。

交通規制訓練を行った。
（2）岩手山火山防災シンポジウム

3. 地域住民への対応について

1999 年 1 月 30 日に西根町民センターを会場に岩

岩手山西側での水蒸気爆発を想定した防災マップ
を作成し 1998 年 7 月に全世帯に配布するとともに、

手大学工学部斎藤徳美教授の講演会とパネルディス

岩手山周辺住民・事業所を対象に 2 回の説明会を開

カッションを開催した。
（3）岩手山噴火対策防災訓練

催し、町議会議員全員協議会においても防災マップ

1999 年 10 月 24 日に「岩手山緊急対策ガイドライ

の説明を行った。
さらには東側での噴火を想定した防災マップを作

ン」に沿った訓練が西根町を会場に実施され、通信

成し 1998 年 10 月に町内全ての約 6,000 世帯へ配布

訓練や避難訓練、倒壊家屋を再現した訓練などが行

した。

われ住民、消防、自衛隊など 31 機関合わせて 3,800
人が参加した。

また、避難が想定される区域の住民・事業所への

（4）岩手山登山者安全対策訓練

アンケート調査を実施するとともに、避難所の収容

2001 年 7 月 1 日の規制緩和に向けて登山者の安全

数、必要物品の調査を行った。

確保を主眼として 2001 年 6 月 19 日に実施し通信情

平成 11 年度からは防災無線施設の工事を開始し、
平成 15 年度までに町内へ 79 基を設置し、緊急時の

報連絡、通報装置起動、避難誘導、下山広報、入山

広報体制を整備した。

者確認の 5 項目の訓練を行った。

2000 年 4 月には防災マップをもとに西根町で想

（5）岩手山噴火対策防災訓練
2002 年 12 月 15 日に西根町を会場に訓練を実施した。

定される噴火に係る被害を図化した「岩手山火山災
害対策図」を作成し、一般家庭や観光施設を始め関

この訓練は通信訓練、避難所開設等のほか自衛隊の

係機関での防災対策に役立てる目的で全世帯・関係

協力により橋が倒壊した想定で架橋訓練や、大型ヘ

施設へ配布した。

リによる孤立者の救出訓練が実施された（写真 3）
。
また、避難所に設置した町立西根中学校では訓練
参加者に対し噴火災害体験談の講演として、北海道

4. 西根町地域防災計画の見直し

虻田町から噴火当時自治会長として避難所運営や地

当町の地域防災計画は風水（雪）害、地震災害を

区活動に尽力された加藤茂氏をお招きして実施した。

想定してつくられており、岩手山東側の噴火を想定
した火山災害への対応は難しいことから、災害対策
本部連絡員（係長級）会議を開催し、分掌事項の見
直しと応急対策の具体化を行った。
5. 先進地の視察
具体的な火山防災対策の事例を視察するための先
進地視察へ岩手県及び関係 6 市町村職員とともに参
加した。
（1）北海道有珠山・駒ケ岳
1998 年 11 月 25 日〜 27 日
（2）北海道有珠山
2000 年 5 月 31 日〜 6 月 2 日

7. 岩手山火山活動特別調査隊
岩手山の火山活動の活発化により岩手山周辺には

6. 防災訓練等の実施について

緊急通報装置や計器類が整備され監視体制が整った

（1）各種訓練実施

ところであるが、計器類では判断できない目視での

1998 年 10 月 18 日に岩手山周辺 4 町村を会場に各

観測が必要視され調査隊を結成した。

種訓練が実施された。当町においては町立西根中学
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調査隊は岩手山周辺に精通した町職員 8 名（地元
山岳協会・八幡平山岳遭難救助隊所属）で結成し、
2000 年 7 月 6 日に西根町長が委嘱した。調査隊は携
帯電話やポケットベル、アマ無線等の各種通信機器
の通話可能エリアの調査や高山植物の植生調査、蒸
気噴気、火山性ガス、地温、異臭調査を実施した。
また、緊急通報装置の設置箇所を選定するため赤
色灯の目視可能区域の調査やサイレンの有効範囲を
調査するほか、焼走り登山道の代替ルートの調査を
行った。
平成 12 年度には 7 回の調査活動、平成 13 年度に
は岩手山登山者安全対策訓練への参加も含めて 4 回
の調査活動を行った。
8. 防災倉庫の整備
災害時における避難者の生活支援のため、防災倉
庫を整備して毛布 160 枚、救急用品、担架、発電機
などを備蓄している。
9. 消防団の対応
西根町消防団は 1 本部 13 分団で組織しており、
防災訓練にも積極的に参加いただき、有事の際の避
難広報・誘導、被災者救出に出動することとしてお
り、1999 年 4 月には「岩手山の火山活動に伴う消
防活動マニュアル」を作成した。
また、消防団幹部研修として北海道駒ケ岳へ視察
研修を実施している。
婦人消防協力隊においては防災訓練時には炊き出
し訓練を行い。噴火による避難者の食糧確保に努め
ることとしている。
（文責：西根町総務課）
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4. 滝沢村
滝沢村は、岩手県のほぼ中央部に位置し、県都盛

④ 1999 年 11 月 27 日に、岩手山東側に位置する

岡市に隣接し、村の中央を南北に奥羽山脈の支系が

柳沢地区を対象に岩手山噴火対策防災訓練を実

走り、南北に長方形をなし東西 14 ㎞、南北 19 ㎞で

施。

総面積 182.32

⑤ 2000 年 6 月 6 日に、滝沢村保育協会の主催に

である。

より岩手山噴火対策防災訓練を実施。

また、奥羽の背稜山脈である奥羽山脈の主要峰の
一つとして名高い岩手山（2,038 ｍ）の東南麓一帯

⑥ 2000 年 8 月 27 日に、県及び関係 6 市町村で岩

に展開し、岩手山東側での噴火の場合、一部地域に

手山噴火対策防災訓練を実施。盛岡市との避難

溶岩流、火山泥流、降灰があると想定されている。

所での連携を図った。

滝沢村として取り組んだ火山対策は、組織体制の

⑦ 2000 年 11 月 12 日に、滝沢村を主催に、岩手

強化をはじめ、岩手山周辺 4 町村で構成される「岩

山西側を対象とした積雪期の火山泥流を想定し

手山登山者安全対策協議会」の設置、火山防災マッ

た岩手山噴火対策防災訓練を実施。約 220 人参

プ等の配布、先進地の視察、火山防災訓練の実施な

加。

どがあり、その活動概要は次に示したとおりである。

⑧ 2001 年 11 月に、岩手山東南側に位置する元村
西地区にて岩手山噴火対策防災訓練を実施。約
335 人が参加。

1. 警戒体制
1988 年 6 月 24 日に臨時火山情報第 2 号が発表され、

また、県及び関係 6 市町村では、通信訓練を 5 回

「滝沢村災害警戒本部」を設置。総務課消防防災係（現

実施した。

防災防犯課）をはじめ、災害対応関係課による災害

上記のとおり実施し、噴火の際には避難すること

警戒態勢を整えた。

を第一義に、迅速かつ的確な災害応急対策活動を行

また、岩手山周辺市町村、県、消防、警察、防

い、防災関係機関の相互の連携を図った。

災関係機関と連携を図り、災害警戒態勢を強化、
「岩
手山火山防災対策緊急対策ガイドライン」に基づき、

4. 先進地の視察

「滝沢村岩手山火山対策緊急マニュアル」を作成し

①北海道有珠山・駒ケ岳

た。

1998 年 11 月
岩手県職員及び関係 6 市町村職員

2. 岩手山火山防災マップの配布

②群馬県草津白根山・浅間山

「岩手山火山防災マップ」は、過去の岩手山の噴
火や今後想定される噴火に関して調査を実施し、

1999 年 7 月

1998 年 7 月には岩手山西側で水蒸気が発生した場

岩手県職員及び関係 6 市町村職員

合のマップを、1998 年 10 月には岩手山東側を含む

③北海道有珠山

全体的なマップを作成した。そして、住民説明会を

2000 年 5 月

開催して村内全戸配布した。

岩手県職員及び関係 6 市町村職員
5. 岩手山登山者安全対策協議会の設置

3. 岩手山噴火対策防災訓練の実施
① 1998 年 10 月 18 日に、県及び関係 6 市町村で

1998 年 6 月 24 日に臨時火山情報第 2 号が出され

岩手山噴火対策防災訓練を実施。サブ会場であ

同年 7 月 1 日から岩手山のほぼ全域で入山が禁止さ

る滝沢村は約 335 名が参加。

れていたが、滝沢村主催により岩手山関係 4 町村担

② 1999 年 1 月 29 日に、県及び関係 6 市町村で岩

当課等会議や岩手山関係 4 町村首長会議を開催。そ

手山噴火対策防災訓練を実施。滝沢村を主会場

して周辺町村で「岩手山登山者安全対策協議会」を

に約 580 名が参加。

設置した。滝沢村が幹事町村となって事務を執り進

③ 1999 年 11 月 22 日に、岩手山東側に位置する

め、2001 年 7 月 1 日の東岩手山 4 登山道入山規制緩

一本木地区にて、管内学校及び自治会を中心と

和に向け、登山道安全対策や啓発看板の設置、立入

した岩手山噴火対策防災訓練を実施。

禁止柵の設置、緊急時通報装置設置など安全対策に
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取り組んだ。規制緩和時はあいにくの雨にも関わら
ず 3 年ぶりの入山規制緩和に約 100 人の登山愛好家
らが詰めかけた。
また、現在では、全面入山規制解除となっている
が、現在も同協議会にて安全対策を実施し、八合目
避難小屋監視員や西側監視員を設置し登山者の安全
対策や緊急時における対策に充実を図っている。
6. 自主防災組織策定への取り組み
岩手山火山対策により、現在では、地域における
自主的防災力の向上を目的に、自主防災組織の策定
に取り組んでいる。
岩手山火山活動の活発化や阪神・淡路大震災によっ
てその重要性が認識され、現在村内 2 自治会におい
て自主防災会を結成しており、今後も取組みを強化
していきたい。
7. 相互応援協定等について
①食糧応援：県と市町村（1961 年 9 月 10 日）
②消防応援：盛岡広域 1 市 7 町 3 村
（1972 年 7 月 29 日）
③相互応援：県内 59 市町村
（1996 年 10 月 7 日）
④給水応援：盛岡市と滝沢村
（1999 年 4 月 8 日）
⑤報道要請：6 報道機関と県及び関係 6 市町村
（2000 年 3 月 17 日）

（文責：滝沢村防災防犯課）
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5. 玉山村
3. 火山防災マップの配布及び説明会

西側にそびえる雄大なそして均整のとれた姿の岩
手山を望む玉山村は、詩人石川啄木も「ふるさとの

岩手山の過去の噴火に関する調査をもとに作成さ

山」と親しみ、住民も身近に感じて生活している（写

れました「岩手山火山防災マップ」は、西側で水蒸

真 1）。その岩手山が一変して噴火の兆候がみられ、

気爆発、東側でマグマ噴火が起きた場合を想定して

そして積雪時期に東側で噴火した場合に火山泥流や

の災害予想区域を表示したものです。このマップは

火山灰による被害が想定されています。

行政連絡員を通じて全世帯へ配布しました。特に被
害想定される生出地区、下田川崎地区、山田地区、

玉山村で実施した火山対策は、役場内での組織体
制の整備や地域防災計画の見直し、また火山防災マッ

舟田地区、柴沢地区、松内地区、大台地区、小袋地

プの配布及び説明会、先進地視察、噴火対策防御訓

区については 1998 年 10 月 20 日と 23 日の二日間に

練や防災シンポジウム開催などで、その活動の概要

地区住民が集まりやすいように午後 7 時から説明会

は次のとおりです。

を行いました。
4. 先進地視察
火山災害に対しての防災対策を実施し、実際災害
を体験したところの先進地視察を行いました。
（１）視察先
視察日

1998 年 11 月 25 日〜 27 日

参加者

住民生活課長

（２）視察先

1. 組織体制

北海道有珠山

長野県群馬県浅間山

視察日

1999 年 7 月 21 日〜 22 日

参加者

住民生活課長補佐

（３）視察先

長崎県雲仙普賢岳

視察日

1999 年 9 月 6 日〜 8 日

参加者

消防団 2 名、協力隊 1 名
住民生活課消防交通係長

1998 年 4 月 29 日「臨時火山情報第 1 号発表」に
より防災担当の住民生活課に専任担当者がいない中

（４）視察先

北海道有珠山

での取り組みとなりました。6 月 24 日「臨時火山

視察日

2000 年 5 月 31 日〜 6 月 2 日

情報第 2 号発表」に伴い、各課長等を委員として「玉

参加者

住民生活課消防交通係長

山村岩手山火山活動連絡会」を設置しました。その

（５）視察先

中では気象台や岩手県からの情報などにどのように

視察日

2001 年 9 月 5 日〜 7 日

対応するべきか検討してきました。また「玉山村災

参加者

消防団 2 名、協力隊 1 名

北海道有珠山（写真 2）

住民生活課消防交通係長

害警戒本部設置要領」を作成し、「岩手山火山警戒
本部」を役場内に設置し役場内の組織体制を定めま
した。警戒本部は 24 時間体制ではありませんが、
有事の際には即対応できる体制にしました。
2. 玉山村地域防災計画の見直し
玉山村地域防災計画による災害対策は、風水害や
豪雪、林野火災、地震災害などに対するものでした
が、新たに火山災害対策の項目を設け修正を行いま
した。修正内容には「災害対策本部規程」の一部も
改正して、関係課の事務分掌や避難場所なども見直
しをしました。
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想定されるかなどスクリーンを使用しての分かりや

5. 防御訓練

すい説明や講話をいただきました。

秋季火災予防運動期間中に例年は火災防御訓練を
実施していましたが、1999 年 11 月 6 日には岩手山
火山対策を踏まえて、生出小学校及び生出児童館を

（文責：玉山村住民生活課）

主会場に消防団員等による避難路の確保や避難場所
への誘導などの訓練を行いました。

2001 年 2 月 18 日には岩手山周辺 6 市町村の持ち
回りによる岩手山噴火対策防災訓練を実施しました。
避難対象地区を 10 自治会 364 世帯 1,074 人に想定し
ての避難誘導訓練や防災ヘリコプターによる輸送訓
練、倒壊建物からの救助訓練などを実施しました（写
真 3）。また、多くの方々がボランティアとして、
食糧確保のためのおにぎりの炊き出しや給水の手助
けでの参加がありました（写真 4）
。

6. 火山防災シンポジウムの開催
岩手山火山防災シンポジウムは岩手山周辺 6 市町
村が輪番で開催してきました。玉山村では 1999 年
11 月 6 日と 2004 年 2 月 1 日の 2 回開催しました。
講演やパネルディスカッションなどにより、岩手山
の火山活動の現状やもしもの場合どのような災害が
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6. 松尾村
災害対策本部の分掌事務や、職員の 3 段階の配備基

1. はじめに
松尾村は、県都盛岡市まで 35 ㎞で岩手山の北側

準（警戒配備、1 号非常配備、2 号非常配備）や初

に位置しており、東部は岩手山の山頂を境に西根町

動体制などの災害警戒体制を再確認し、更には 5 月

と滝沢村に、南部は雫石町に、西部は八幡平の山嶺

29 日に消防団幹部会議を開催して消防団への対応

をもって秋田県駒ケ岳を有する秋田県田沢湖町に、

を依頼した。
また、1998 年 6 月 24 日の臨時火山情報第 2 号の

北部は安代町に接している。
馬蹄型に連なる山脈を水源とする松川、赤川、長

発表を受けて、翌 25 日には助役を本部長とする「松

川の河川が東方に開けた平地に流れ、集落と耕地は

尾村火山災害警戒本部」を設置するとともに、緊

これらの三河川の流域に広がっている。

急火山情報が発表された場合には直ちに村長を本

岩手山には、松尾村側に洞ケ沢、焼切沢をはじめ

部長とする「火山災害対策本部」に切り替え、村

とするいくつかの沢があり、東側で爆発した場合の

の全機能をあげて災害応急対策活動を行うことと

降灰の堆積をはじめ、溶岩流や土石流、積雪時に火

した。

砕流が発生した場合の融雪による火山泥流が、また

松尾村は災害の少ない村であり、気象警報等に

西側で爆発した場合には土石流がこの沢沿いを流れ

よる災害警戒本部の設置はあるものの、災害対策

下り、一部の地域に到達すると想定されている。

本部の設置までは至っておらず、この臨時火山情

松尾村では国や県の指導のもと、組織体制の強化

報第 2 号の発表は住民を不安にしたことはもちろん

をはじめとし、「岩手山火山災害対策検討委員会」

のこと、実際に噴火した場合に活動体制が機能す

の見解を踏まえて火山災害対策に取り組んできてお

るか、防災担当者も不安な毎日を送ったことは言

り、その内容は次のとおりである。

うまでもない。

2. 地域防災計画の見直しと組織体制の構築

3. 岩手山火山防災ガイドラインによる松尾村岩手
山火山災害応急対策活動マニュアルの策定

地域防災計画については、松尾村の地域並びに村

火山活動の活発化に伴い、火山防災対策の 2 つの

民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、
災害対策基本法に基づき、災害予防対策や災害が発

指針（緊急対策、中・長期対策）と、その 2 つを総

生した場合に災害応急対策が迅速かつ的確に行われ

合的に組み合わせた「岩手山火山防災ガイドライン」

るように、組織体制や活動体制等を掲げた防災対策

が、「岩手山火山災害対策検討委員会」の監修によ

の基本となるものであり、1967 年 8 月に策定以来

り策定された。
（1）緊急対策に係る指針

必要な修正を加えてきているが、大きくは 3 回の見
直しを行っている。特にも 1995 年 1 月に発生した

この指針は、災害を可能な限り小さく抑える（特

阪神・淡路大震災の教訓を踏まえた国からの通達を

に人的被害を抑える）ことを最優先目標として、異

受けて、1998 年 3 月に新たな章として「特殊災害

常データ観測時、火山活動活発期から噴火に伴う避

対策計画」を加え、第 1 節として「地震災害対策計

難期（発災後 48 時間以内）を捉え、その間に実施

画」を整備し、更には 1998 年 4 月 29 日の臨時火山

されるべき活動に関わる対策として、1999 年 6 月

情報第 1 号の発表や、同年 6 月 24 日の臨時火山情

に「岩手山火山防災対策緊急対策ガイドライン」が

報第 2 号の発表など火山活動が活発化したことを受

策定された。

けて、同年 9 月に第 2 節として「火山爆発対策計画」

（2）中・長期対策に係る指針
この指針は、避難所の運営や被災者等への各種支

を整備したところである。
組織体制については、1998 年 4 月 29 日の臨時火

援活動、施設の復旧や生活再建、地域経済再建等と

山情報第 1 号の発表を受けて情報収集開始。翌 30

して位置づけ、避難生活期（発災 1 〜 2 週間）、生

日には村（村長、助役、収入役、総務課長、盛岡中

活再建期（3 週間〜）を捉え、その間に実施される

央消防署松尾分署長）の対応を協議し、5 月 25 日

べき活動に関わる対策として、1999 年 10 月に「岩

には村の課長級で構成する「庁内連絡会議」におい

手山火山防災対策中・長期対策ガイドライン」が策

て状況を報告し、地域防災計画による災害警戒本部、

定された。
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立てていただくことを目的として作成した。

（3）岩手山火山防災ガイドライン

① 1998 年 7 月

この指針は、2000 年 3 月に前述の（1）、
（ 2）
を総合
的に組み合わせて修正した本編と、岩手山の火山防

岩手山西側での水蒸気爆発を想定したマップ

災対策の現状や各機関の取組状況、他の火山災害の

3,000 部作成

対応状況や防災対策の実状等の参考事例を別冊とし

② 1998 年 10 月
岩手山西側での水蒸気爆発と、東側でのマグマ

て、2000 年 3 月に策定された。

噴火を想定したマップ及び岩手山火山防災ハン

（4）松尾村岩手山火山災害応急対策活動マニュアル
松尾村では「緊急対策ガイドライン」を受けて、

ドブック 4,000 部作成

災害対応は初期対策が最も重要であることを再認識

このマップとハンドブックは全世帯 2,268 戸に配

し、災害を可能な限り小さく抑える（特に人的被害

布し、東側で噴火した場合に発生する溶岩流や土石

を抑える）ことを最優先目標として、1999 年 11 月

流、積雪時に火砕流が発生した場合の融雪により発

に「岩手山火山災害応急対策活動マニュアル」を策

生する火山泥流、西側で噴火した場合に発生する土

定した。このマニュアルは住民の避難対策に重点を

石流が到達すると予想される温泉郷、柏台地区、刈

置いた初期対策活動マニュアルとして、組織、基本

屋地区など、1998 年 11 月と 1999 年 1 月の延べ 6 日

活動マニュアル、部署別個別マニュアルを掲載して

間 8 会場で住民説明会を開催した。

おり、発災後の初動体制に万全を期すため、職員を
5. 先進地視察の実施

はじめ消防団等の関係機関への説明会を開催した。

具体的な火山防災対策を推進するため、行政関係

主な項目は次のとおりである。

機関、消防機関、交通指導隊による先進地の視察を

１）組織

実施した。

（Ⅰ）松尾村火山災害警戒本部組織図

① 1998 年 11 月 25 日〜 27 日

（Ⅱ）松尾村火山災害対策本部組織図

北海道有珠山（県及び関係市町村職員）

（Ⅲ）2 号非常配備体制図

② 1999 年 7 月 21 日〜 22 日

（Ⅳ）消防団、交通指導隊等関係機関名簿

火山対策緊急通報装置等の調査

２）基本活動マニュアル

群馬県浅間山（県及び関係市町村職員）

（Ⅰ）職員自主参集基準

③ 1999 年 9 月 6 日〜 8 日

（Ⅱ）職員配備命令系統図

長崎県雲仙普賢岳（消防協会岩手地区支部）

（Ⅲ）避難発令基準

④ 1999 年 10 月 27 日〜 29 日

（Ⅳ）交通規制

北海道十勝岳（村災対本部各部責任職員等）

（Ⅴ）消防団、交通指導隊、防犯隊活動

⑤ 2000 年 4 月 26 日〜 28 日

（Ⅵ）保健、医療活動系統図

噴火に伴う実地調査

３）部署別個別マニュアル

北海道有珠山（県及び関係市町村職員）

（Ⅰ）災害対策本部

⑥ 2000 年 11 月 13 日〜 15 日

（Ⅱ）調査部
（Ⅲ）避難所業務

噴火に伴う実地調査

（Ⅳ）水源確保業務部

北海道有珠山（村災対本部各部責任職員等）
⑦ 2001 年 9 月 5 日〜 7 日

（Ⅴ）病院、老人保健施設対応部

北海道有珠山（消防協会岩手地区支部）
⑧ 2002 年 7 月 23 日〜 26 日

4. 岩手山火山防災マップ・岩手山火山防災

北海道有珠山（村交通指導隊）

ハンドブックの作成配布
「岩手山火山防災マップ」は、岩手山の過去の噴
火に関する調査から最も大きかったと推定される、

6. 岩手山火山災害対策図の作成配布

西側での水蒸気爆発と東側でのマグマ噴火を想定し、

「岩手山火山災害対策図」は、1998 年 10 月に作

村民や観光施設はじめ、関係機関での防災対策に役

成された「岩手山火山防災マップ」及び「火山防災
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補助金額及び主な事業内容は次のとおりである。

ハンドブック」をもとに、松尾村における西側、東

①補助金額

側の噴火において想定される災害予想区域や避難場
所等について情報を提供し、一般家庭や観光施設、

イ、2002 年（各種団体）

1,980,000 円

防災関係機関での防災対策に役立てていただくこと

ロ、2003 年（村観光協会） 1,600,000 円
②主な事業内容

を目的に 2000 年 3 月に作成し、村内の観光施設を

イ、フリーマーケット

はじめ全世帯 2,310 戸に配布した。

ロ、ノスタルジックカー in 八幡平
ハ、八幡平温泉郷誘客事業

7. 入山規制緩和への取り組み

（豚汁会、イルミネーション事業等）

1998 年の火山活動の活発化に伴い岩手山への入

ニ、誘客用パンフレット作成

山が禁止されていたが、東側の火山活動が小康状態
になり、東側登山道 4 ルートにおいては 2001 年 7
月から所要の安全対策を実施し入山規制が解除（期
間限定）され、多くの登山者が周辺町村に訪れた。
一方西側においては水蒸気爆発の可能性が残り入
山禁止が継続され、西側に登山道 2 ルートを有する
本村だけが取り残された感があった。また、風評被
害等により観光客が減少し、八幡平リゾートホテル
が閉鎖するなど、このまま観光客が減少すればホテ

2000年

714,725

131,556

846,281

2001年

694,314

131,514

825,828

2002年

608,206

117,147

725,353

2003年

569,224

112,017

681,241

ル、ペンションなどの観光施設の閉鎖、撤退が予想
9. 岩手山火山防災情報ステーション

され、村の経済は落ち込む一方となり深刻な問題と
なっていた。そこで村では、風評被害を一掃し八幡

1998 年から岩手山の火山活動が活発化してきた

平温泉郷の活性化の一助とするため、登山口の入山

ことに伴い、村では 1999 年 9 月 29 日に当時の建設

禁止箇所や入山ルートの一部変更を県等にお願いし、

省岩手工事事務所（現在の国土交通省岩手河川国道

2002 年 5 月から一部規制が緩和された。

事務所）に「防災ステーション」の早期整備を要望

一部規制緩和の内容は次のとおりである。

したところすばやく対応していただき、「地域戦略

①七滝コース

プラン」メニューの「岩手山麓グリーンリゾート＆

県民の森の入山禁止箇所を、野鳥観察舎があ

リサーチ事業」での予算確保が図られ、「岩手山火

る約 800 ｍ上方に変更し施設の有効利用を図る

山防災情報ステーション整備事業」として 2000 年

とともに、緊急時の避難誘導等のため、車輌が

2 月から同年 6 月までの工期で整備された。当初の「岩

乗り入れできる岩手県企業局管理用道路を登山

手山火山防災情報ステーション（通称イーハトーブ

道として利用した。

火山局）」の施設建設場所については、岩手県にお
いて計画されていたビジターセンターを核とした「森

②松川コース

の駅構想」や村の地域振興ビジョンにより、八幡平

松川キャンプ場入口の入山禁止箇所を約 200 ｍ

登り口の柏台地区に整備されているさくら公園イベ

延長し、キャンプ場施設の有効利用を図った。
一部規制緩和の内容は、村の広報誌やホームペー

ント広場を計画しておりましたが、当時岩手県での

ジと県のホームページに掲載するなど周知を図った。

「森の駅構想」計画は調査段階であったことから、
早急に整備したい岩手工事事務所と村で協議して現
在の場所に整備となった。

8. 観光客減少対策への取り組み
岩手山麓に広がる八幡平温泉郷地区や松川温泉郷

なお、施設整備を進めるに当たっては岩手工事事

地区の観光客の減少（表 1）に伴う対策として、岩

務所が中心となり「岩手山火山防災情報ステーショ

手山火山対策事業補助金を創設し、年間 2,000 千円

ン懇談会」を設置し、岩手大学の斎藤徳美先生や土

の範囲内で各種団体へ補助金を支出し誘客対策事業

井宣夫先生などの火山、地質の専門家をはじめ、防

を実施した。

災、教育、福祉、地域振興関係者により検討し、住
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民と行政が火山に対する情報を共有し、火山の恵みと
火山の脅威をあわせて理解することにより、岩手山に
おける自然環境保全や火山防災について共通認識のも
と取り組んでいけるように、次の 4 つの活動拠点とす
べく整備し、2000 年 6 月 17 日に開所した（写真 1）
。
①火山防災に関する活動拠点
②岩手山火山監視・観測、防災体制整備に関する
情報発信拠点
③消防団等の技術研鑽の場、地域住民交流拠点
④火山の学習・教育拠点
この施設は、村と国土交通省岩手河川国道事務所
とで結んだ「岩手山火山防災情報ステーションの維
持管理に関する協定書」により村で維持管理業務を

年 10 月にポケットベルを村幹部職員及び消防団幹部

行っており、その経費については施設の使用区分や

に配備した。これは同年 9 月に発生した「岩手県内

管理区分により建物全体面積の比率により算出し、

」の際に、
陸北部地震（マグニチュード 6.2、震度 6 弱）

国土交通省岩手河川国道事務所が 48.4％、村が 51.6

電話等での連絡手段に不具合が生じたため緊急的に

％の負担割合となっている。

整備したものである。この地震は 4 月から岩手山の

施設の概要は次のとおりである。

火山活動が活発化していたこともあり、
「岩手山噴火？」

①構造・床面積

と職員はもとより住民の誰もが考えた瞬間であった。

鉄骨造平屋建て 1 棟

幸いにも本村は被害がなかったが、岩手山をはさみ
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南側に隣接する雫石町では、道路の亀裂や崩壊、玄

②総事業費

武洞の崩壊などの大きな被害を受けた。

227,000 千円
100,000 千円）

また、非常時等の情報をより早くかつ的確に伝達

午前 9 時〜午後 5 時

するため、農林水産省補助事業と電源立地交付金、

（うち情報機器
③開館時間

村単独事業の 3 つを財源として 1999 年に基本設計

④休館日
毎週月曜日（祝祭日の場合は翌日）

を行い、2000 年から 2001 年の 2ヵ年で「松尾村情

年末年始（12 月 29 日〜 1 月 3 日）

報連絡施設通信システム（防災行政無線：同報系）
」
を総事業費 192,563 千円（親局 1 局、遠隔制御装置

⑤入館者数（2004 年 11 月末現在）
52,122 人（月平均

2 局、拡声子局 61 局）で整備した。

965 人）

このシステムの特徴は、岩手山が噴火した場合孤

また、本施設は岩手山の情報発信拠点、火山学習
拠点としての役割を担うことから、広く住民に岩手

、
立すると考えられる松川地区（2 局）や下倉（1 局）

山 の 現 状 等 の 情 報 を 発 信 す る た め 、 開 所 当 時の

八幡平緑ヶ丘地区（1 局）にアンサーバック方式（返

2000 年 6 月から毎月 1 回「イーハトーブ火山局公開

信式）を採用したことであり、2001 年 12 月に開局した。

講座」を延べ 27 回開催した（開催記録表 2 参照）。
11. 岩手山火山防災シンポジウムの開催

しかしながら住民参加者の減少などから 2002 年 4
月から 2ヵ月に 1 回とし、2003 年 4 月からは火山活

岩手山火山防災シンポジウムは、岩手山の火山活

動の低下もあり開催を見送っている状況である。今

動の現状と火山防災対策について周知を図るため、

後は、受講者をいかに集めるかも含めて国土交通省

県が中心となり岩手山周辺 6 市町村が輪番制で開催

岩手河川国道事務所等と協議し、開催方法等を検討

してきており、本村では 2000 年 10 月 28 日に約 300

することとしている。

人の参加のもと松尾村体育館において開催した。

10. 情報伝達機器の整備

12. 岩手山噴火対策防災訓練の実施
岩手山火山防災訓練は、岩手山の噴火に伴う災害

災害時の非常召集連絡体制を確立するため、1998
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の発生に備え、地域住民等の参加協力のもと防災関
係機関が一体となり実践的な訓練を実施し、有事の
際に迅速かつ円滑な応急対策活動を行うことができ
るよう防災関係機関の相互の協力体制の確立と、地
域住民の避難体制の確立及び防災意識の高揚を図る
ことを目的に、県が中心となり岩手山周辺 6 市町村
が輪番制で開催しており、本村では火山活動が活発
化した 1998 年の第 1 回訓練（夏季訓練）と 2003 年
の第 9 回訓練（冬季訓練）を実施した（写真 2、3）
。
松尾村では防災訓練は特に実施しておらず、第 1
回岩手山火山防災訓練は火山活動が活発化してから
初めての訓練であり、また本村で実施する初めての
大規模な訓練であったが、当日は暴風雨に見舞われ、
訓練の中止も考えたほどの悪天候であったため、住
民の参加率が悪かったことが残念であった。

参加機関数

37機関

38機関

参加人員数

5,657人

1,100人

対象住民数

582人

522人

住民参加数

149人

200人

住民参加率

25.6％

38.3％

町で構成する「岩手山登山者安全対策協議会」に加

訓練項目数

37項目

42項目

入するとともに、県の指導のもと、工作物等の設置

災害想定

・震度5弱の地震
・大地獄谷で噴火
・大雨による大規模
土石流を想定

・水蒸気爆発
・大雨による土石流
被害を想定

松尾村では同年 4 月から、以前に規制が緩和され
ていた東側に登山道を有する滝沢村、雫石町、西根

に係る各機関への許認可申請手続きを進めた。安全
対策に係る経費については、各町村に係る経費を「登
山者安全対策協議会」に支出して一括発注し、設置
作業については、県と関係町村をはじめ防災関係機
関の協力を得て実施した。工作物等の搬送は岩手県
防災ヘリの協力を得て実施したが、搬送は姥倉山ま
でが限界ということで、黒倉山や大地獄谷、お花畑

13. 入山規制解除に係る取り組み

までは人力による搬送であったため非常に苦労した。

2003 年 11 月に開催された「岩手山の火山活動に
関する検討会」において、「以前まで指摘されてい

また、噴気活動が活発化した西岩手山の入山規制

た岩手山西側での水蒸気爆発の可能性は小さくなっ

を解除するために県が中心になって実施した噴気地

た。」との見解が示された。この見解を受けて、県

の地温調査と噴気孔調査に松尾村も協力した。

及び関係市町村において 2004 年 7 月の入山規制解
14. 今後の取り組み

除に向けた安全対策等の検討が進められ、2004 年 2
月に開催された「岩手山火山災害対策検討委員会」

1998 年 4 月の火山活動が活発化した当時の担当

及び「岩手県と岩手山関係 6 市町村長との協議」に

者に大変だったことを聞いたところ、「当時は過去

おいて、所要の安全対策を条件に同年 7 月 1 日から

に噴火した時の岩手山の動き（前兆等）のデータが

入山規制を通年解除することで合意された。

なかったこと。防災マップを全世帯に配布して説明
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会は開催したものの担当者も全く知識がなかったた

にやって来る」を教訓に「自助」
「互助」
「公助」の

め、土石流や火山泥流などの専門用語や、噴火した

精神のもと、「自分の身は自分で守る」事をそれぞ

場合にどのような状況になるかを住民にリアルに伝

れが自覚し、職員においては初動体制を迅速に行い、

えることができなかった。」などの苦労話を話して

住民は避難を円滑に行うことが求められており、そ

くれた。今考えると、2002 年 4 月から担当となっ

のためには 1998 年当時の危機管理意識を誰もが持

た小生も状況が全くわからず、入山禁止箇所の変更

続することが大事であると思う。
幸いにも「岩手山噴火」の最悪の事態は免れて、

など、7 月からの一部規制緩和に向けての協議申請
等に大変苦労したことや、規制緩和が決定したとき

2004 年 7 月 1 日午前 0 時の入山規制の通年解除をもっ

初めて県庁の記者室に入り、斎藤徳美先生と記者会

て「松尾村火山災害警戒本部」の看板を下ろすこと

見なるものを体験したことを覚えている。

ができたわけであるが、岩手山の動きが止まったわ

これから岩手山と共生していくなかで一番懸念さ

けではなく、緊急時には直ちに入山を禁止し、地域

れることは、火山活動が沈静化したことによる職員

防災計画や対応マニュアル等に基づき対応すること

や住民の防災意識の低下である。「災害は忘れた頃

としている。

2000年６月30日

岩手山の活動状況

岩手大学教授 斎藤徳美 氏

７月22日

岩手山の生い立ち

地熱エンジニアリング㈱主席技師長 土井宣夫 氏

８月25日

岩手山の火山防災〜建設省の取り組み〜

建設省岩手工事事務所洪水予報課長 國友 優氏

９月22日

世界の火山・日本の火山

岩手大学助手 越谷 信 氏

10月23日

火山の不思議

文教大学教授 伊藤和明 氏

11月27日

火山活動観測と情報提供

盛岡地方気象台主任専門官 小林 徹 氏

岩手山の火山の恵・岩手山の豊かな自然

環境省自然公園指導員ＯＢ 安野木 正 氏

12月15日

自衛隊の災害派遣

陸上自衛隊岩手駐屯地第3科長 永峯 悟 氏

２月23日

岩手県警察本部の防災対策

岩手県警察本部災害対策室長 小山由範 氏

４月20日

岩手山の今

岩手大学教授 斎藤徳美 氏

５月18日

異常時の心理学

岩手県立大学教授 細江達郎 氏

６月15日

防災マップを理解する

岩手県立大学教授 元田良孝 氏

７月27日

岩手山火山活動情報が観光に及ぼす影響

岩手県立大学教授 土井時久 氏

2001年１月31日

８月30日

人々の健康を守る〜軽米町水害・

岩手県立大学教授 石井トク 氏

有珠山噴火災害支援活動をとおして〜

９月20日

無線LANを利用した防災情報ネットワークシステム

岩手県立大学教授 柴田義孝 氏

10月19日

岩手山周辺の野生動物

岩手県立大学教授 由井正敏 氏

11月16日

災害に備える心

岩手県立大学教授 中里克治 氏

12月21日

過去の噴火史から見た平成期の火山活動について

地熱エンジニアリング㈱主席技師長 土井宣夫 氏

2001年岩手山の火山活動の経過

盛岡地方気象台主任専門官 小林 徹 氏

２月15日

啄木と山

石川啄木記念館学芸員 山本玲子 氏

３月13日

県民の森の自然

県民の森に親しむ会会長 大和 敦 氏

４月13日

岩手山の活動の現状と今後

岩手大学教授 斎藤徳美 氏

６月14日

岩手山の火山活動状況

盛岡地方気象台主任専門官 小林 徹 氏

８月９日

土砂災害対策の技術に係わるトピックス

岩手大学農学部助教授 井良沢道也 氏

10月11日

火山災害を考慮した土地利用の検討

㈱オオバ東北支店長 阿部賢一 氏

12月13日

西岩手山の活動の現状

地熱エンジニアリング㈱主席技師長 土井宣夫 氏

2003年２月14日

防災対策とプライバシー

岩手県立大学看護学部教授 石井トク 氏

2002年１月18日

（文責：松尾村総務課）
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第4章 防災機関の活動
1. 盛岡地区広域行政事務組合消防本部
山火山災害消防活動マニュアル」に改め、盛岡消防

1. 消防本部の概要

本部と関係 6 市町村の消防団が相互に連携を図り、

盛岡地区広域行政事務組合消防本部は、岩手山を
中心とした 6 市町村（盛岡市、雫石町、西根町、滝

岩手山の火山活動に伴う消防活動を迅速かつ的確に

沢村、松尾村及び玉山村）と葛巻町、岩手町、安代

行い、住民の安全確保に努めたところである。
また、2000 年 2 月に盛岡消防本部管内で火山災

町、紫波町及び矢巾町の 1 市 7 町 3 村の地域を管轄
する一部事務組合の消防本部であり、管轄面積は、

害などの大規模又は特殊な災害が発生した場合、災

約 3,600

、管轄人口約 49 万人、管轄世帯数約 18

害応援協定等に基づいて県内外から各消防機関の応

万世帯の住民の生命、身体及び財産を火災やあらゆ

援を受ける場合の「災害時における受援計画」を策

る災害などから守るために活動している。

定し、緊急消防援助隊などの応援部隊が円滑な消防
活動を行うための受入体制を整備した。

2. 災害警戒本部の設置
5. 火山防災に関する研修の実施

1998 年 6 月 24 日に臨時火山情報第 2 号が発表さ
れたことに伴い、盛岡消防本部では、岩手山の火山

岩手山などの火山災害における防災対策等の研修

災害に対する警戒体制を確立するため、6 月 26 日

を全国消防長会東北支部の主催により盛岡市で開催

に「盛岡消防本部火山災害警戒本部」を設置した。

した。主な内容は次のとおりである。
（1）全国消防長会東北支部消防署長会議
1）2001 年 8 月 2 日・3 日

3. 関係機関との連携

2）研修内容及び講師

岩手山の火山災害対策についての関係機関との連

（Ⅰ）火山防災について

携は、1999 年 6 月、盛岡消防本部と岩手山周辺の

岩手大学工学部教授

関係 6 市町村及び消防団で組織する「岩手山火山対

斎藤徳美

（Ⅱ）災害時の危機管理と災害活動について

策消防連絡会」を設置し、相互に連携を図り、岩手

陸上自衛隊岩手駐屯地司令

山の火山活動に伴う消防対策を検討することとした。

寺田和典

3）全国消防長会東北支部管内の消防署長等 130

この連絡会では、主に次の内容を検討した。

名参加

（1）情報の収集及び交換について

（2）全国消防長会東北支部警防実務研究会

（2）住民の避難誘導対策について
（3）消防の相互応援について

1）2002 年 10 月 22 日

（4）火山対策に必要な施設及び資機材の検討につ

2）研修内容及び講師
火山活動災害に伴う消防活動について

いて

西胆振消防署長

黒川優則

3）全国消防長会東北支部管内消防本部の警防担

4. 岩手山火山災害消防活動マニュアル等の策定

当係長 104 名参加

岩手山の火山災害時における各市町村の消防機関
の連携を強化するため、1999 年 9 月に「岩手山火

6. 岩手山噴火対策防災訓練等への参加

山対策消防連絡会」において「岩手山の火山活動に

1998 年 10 月から岩手山周辺の 6 市町村を会場に

伴う消防活動マニュアル」を策定し、火山災害時の

して合計 9 回実施した「岩手山噴火対策防災訓練」

消防活動を迅速かつ的確に行う体制を確立した。
また、消防署及び分署では、関係市町村と連携し

に参加し、警防活動本部の設置訓練、住民に対する

て災害警戒区域の災害情報の収集を迅速に実施する

避難誘導訓練、救助救出訓練及び応急手当訓練など

ため、災害弱者や巡回コースのマップを作成した。

を実施して、市町村や防災機関などとの火山災害時
の消防活動体制の強化を図った（写真 1、2）。

さらに、2000 年 5 月に岩手県から「岩手山火山
防災ガイドライン」が公表されたことに合わせて、
このマニュアルの見直しを行い、
「火山活動の活発期」
、
「避難期」、「避難生活期」及び「生活再建期」に区
分したきめ細かい消防活動対策を盛り込んだ「岩手
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隊の活動状況などを視察した（写真 3）。
また、その結果を内部研修等より全職員に周知し、
岩手山の火山災害対策に役立てたところである。

8. 通信機器等の整備
災害時における情報連絡体制を確保するため、
1999 年 1 月に盛岡消防本部管内すべての消防署及
び分署に衛星携帯電話を配備した。
また、災害時の出動指令業務などに使用している
消防無線（市町村波）を 1 つの周波数だけで対応し
ていたことから、火山災害などの大規模災害時にお
ける無線の輻そうの防止と出動指令や災害情報を迅
速かつ的確に伝達するため、盛岡消防本部管内の全

7. 火山災害の先進地の視察

市町村において 2 つの周波数を使用できるように消

火山災害における消防活動の参考とするため、次

防基地局を整備することとし、平成 11 年度は岩手

のとおり関係消防本部等の視察を行った。

山の火山災害対策として関係 6 市町村のうち既に整

（1）北海道十勝岳及び駒ケ岳
1）1998 年 11 月 30 日〜 12 月 2 日

備されていた盛岡市を除く 5 町村の消防分署に消防

2）大雪消防組合消防本部

基地局 1 基を整備した。
さらに、2000 年 6 月には災害時における初動体

上川南部消防事務組消防本部

制の確立を図るため、ポケットベルを全職員に配備

森町消防本部

した。

（2）北海道有珠山

また、2001 年 4 月には災害現場の映像を災害警

1）2000 年 5 月 24 日〜 27 日

戒本部に送信できる画像電送装置を整備するなど迅

2）伊達市消防本部
西胆振消防組合消防本部

速な情報収集と的確な情報連絡ができる体制を構築

札幌市消防局

した。

1998 年 11 月の北海道十勝岳などの視察では、冬

職員の安全管理面では、岩手山の火山災害時の住

期の噴火による融雪型火山泥流の大規模な被害を教

民の避難誘導や広報活動等の消防活動における職員

訓にしたシェルターなどの防災施設や消防活動にお

の安全管理を考慮し、全職員に防塵メガネと防塵マ

ける冬期の住民避難訓練の取組みなどを視察した。

スクを配備した。

さらに、2000 年 5 月の北海道有珠山の噴火災害
の視察では、火山噴火の驚異的な破壊力による被災
状況と消防活動における緊急消防援助隊等の応援部

（文責：盛岡地区広域行政事務組合消防本部消防課）
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第5章 議会の活動
1. 岩手県議会
道県議会協議会」の概要は次のとおりである。

1. 防災対策特別委員会の設置

設立年月日：1991 年 10 月 31 日

「防災対策特別委員会」は、1999 年 6 月定例会（1999
年 7 月 7 日）に設置されて以来、10 回にわたり委員

設 立 目 的：活動火山を有する都道県議会の連絡

会を開催し、火山対策に関する調査及び津波対策に

提携により、火山活動、大規模地震

関する調査について、関係人からの参考意見聴取を

及び津波による災害の防止、災害発

積極的に行ったほか、県当局からも説明を受け、質

生時における応急的、恒久的対策に

疑、意見交換を行うとともに、県内、県外の現地調

関する諸制度の整備、充実を促進し、

査を各 2 回実施し、2000 年 4 月には、知事に対し、

もって地域住民の身体、生命の安全

緊急課題に対する提言を行った。また、2001 年 6

及び財産の保全を図ることを目的と

月定例会第 10 回本会議において、調査結果につい

する。
会

て報告を行った（表 1）
。

「北海道・東北六県議会議長会」と「活動火山・

（1）委員会の構成

大規模地震対策都道県議会協議会」の要望活動をそ

伊藤

勢至

委員長

田村

誠

副委員長

村上

惠三

自由党・盛岡市

折居

明広

自由党・盛岡市

川口

民一

自由党・雫石町

阿部

敏雄

自由党・大槌町

佐々木

員：22 都道県

れぞれ表 2、表 3 に示す。

自由党・宮古市

なお、盛岡市・雫石町・西根町・滝沢村・玉山村・

政和会・大船渡市

俊夫

自民ク・山田町

藤原

泰次郎

自民ク・紫波町

千葉

伝

自民ク・岩手町

柳村

岩見

自民ク・滝沢村

田村

正彦

政和会・西根町

伊沢

昌弘

社民党・盛岡市

斉藤

信

共産党・盛岡市

松尾村の各市町村議会においては、岩手山の活動対
策に係わる特別の活動はなかった。

※「自民ク」：自由民主クラブ

（2）付託事件
（Ⅰ）火山対策に関する調査
（Ⅱ）津波対策に関する調査
（3）委員会の開催状況
岩手山火山対策に関する調査部分について抜粋し
て表 1 に示す。
2. 要望活動
岩手県議会では、
「北海道・東北六県議会議長会」
として、岩手山の常時観測対象火山への早期実現と
監視・強化体制の強化を気象庁に要望しているほか、
「活動火山・大規模地震対策都道県議会協議会」と
して岩手山の常時観測火山への指定等を気象庁に要
望している。なお、「活動火山・大規模地震対策都
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1999年
７月７日

正副委員長の互選

８月５日

最近の岩手山の活動状況について

８月24日

現地調査・防災航空隊の活動状況・雫石町防災行政無線
整備状況・滝沢村防災対策状況・建設省直轄火山砂防事業

2000年

岩手大学工学部斎藤徳美教授

１月20日

岩手山火山防災への取組状況について
（1）災害負傷者の受入体制、病院が被災した場合の対応計画等について
（2）宿泊施設が被災した場合の対応、避難誘導体制等について
（3）火山性地震発生時のスキー客等の避難誘導体制等について

１月25日〜
１月27日

現地調査・静岡県：静岡県地震防災センター
・大島町：伊豆大島火山博物館

４月20日

５月18日

岩手県医師会 谷口 繁常任理事
国民休暇村協会休暇村岩手
小林廣明総支配人
東北リゾートシステム㈱
眞鍋嘉彦代表取締役社長

執行部
（総務部長、
同次長、
消防防災課長、
火山対策監、
保健福祉課長、
観光課長、
漁政課長、
漁港漁村課
長、
道路維持課長、
河川課長、
港湾課長、
砂防課
長、
医療局管理課長）

岩手山火山・津波防災関係の課題について

「岩手山火山・津波防災対策について」の知事への提言
（1）観測体制の強化・情報の収集について
（2）防災情報の提供について
（3）適切な避難の確保について
（4）減災体制の強化について
（5）搬送手段の確保について

伊藤勢至委員長
田村 誠副委員長
執行部（総務部長、総務部次長消防防災課長）

６月29日

岩手山火山活動状況調査実施の決定

７月17日

現地調査・防災ヘリコプターにより岩手山活動状況を
上空から調査

８月３日

自衛隊における災害対応について

10月17日〜
10月19日

現地調査・北海道議会 ・有珠山被災、防災状況

11月９日

岩手山入山規制に係る影響等について
（1）地域経済への影響等について
（2）地域観光への影響等について
（3）観光誘客への影響等について

岩手県商工会連合会 菊田 寔副会長
雫石町観光協会 田中栄一副会長
柿沼慎介副会長
日本旅行業協会岩手支部 似内 勲理事

４月19日

ライフラインの防災対策について

東北電力㈱岩手支店 落合孝雄総務部長
同
舘下 壽総務課長
東日本電信電話㈱岩手支店
鈴木俊一設備部長
滝沢村水道事業所
主浜 隆男所長、
同
阿部一彦主任主査

７月４日

第10回県議会定例会本会議において、
防災対策特別委員会の調査結果について委員長から報告
報告内容：（1）関係人からの参考意見聴取の実施
（2）現地調査の実施
（3）緊急課題に関し、
知事への提言の実施
（4）具体的要望事項
①観測体制の強化・情報の収集について
②防災情報の提供について
③適切な避難の確保について
④減災体制の強化について
⑤搬送手段の確保について

陸上自衛隊岩手駐屯地寺田和典司令

2001年
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1999年7月及び11月

気象庁

岩手山の常時観測対象火山への早期実現と監視・強化体制の強化

2000年7月及び11月

気象庁

岩手山の常時観測対象火山への早期実現と監視・強化体制の強化

2001年7月及び11月

気象庁

岩手山の常時観測対象火山への早期実現と監視・強化体制の強化

2002年7月及び11月

気象庁

岩手山の常時観測対象火山への早期実現と監視・強化体制の強化

2003年7月及び11月

気象庁

岩手山の常時観測対象火山への早期実現と監視・強化体制の強化

2004年7月及び11月

気象庁

岩手山の常時観測対象火山への早期実現と監視・強化体制の強化

1998年7月

気象庁

岩手山の常時観測火山への指定について

1999年7月

気象庁

岩手山の常時観測体制への指定について

2000年7月

気象庁

岩手山の常時観測火山への指定について

2001年7月

気象庁

岩手山の常時観測火山への指定について

2002年7月

気象庁

岩手山の常時観測体制の整備について

2003年7月

気象庁

岩手山、秋田駒ヶ岳、栗駒山の常時観測体制の整備等について

2004年7月

気象庁

岩手山、秋田駒ヶ岳、栗駒山の常時観測体制の整備等について
（文責：岩手県議会事務局総務課）
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第6章 報道機関の活動
1. 日本放送協会盛岡放送局
4. ノウハウの継承

1998 年 2 月岩手山の活動がにわかに活発になった。

NHK 盛岡放送局だけで、この間、記者の担当は

それ以来、NHK では、地震・津波同様、災害報道

転勤のため 6 人入れ替わった。引継ぎも行なうが、

の最重点課題として取り組んできた。

取材対象者に負担をかけてしまった点は否めない。
1. 体制整備

今後は、さらにノウハウの継承は困難になると考え

▼八幡平、網張、玉山村、盛岡と山を囲むように監

ている。再び活発化したときに、十分な対応ができ
るよう最低限の体制と意識は持ち続けたい。幸い、

視カメラを設置した。
▼放送、技術、被災者支援（営業グループ）それぞ

盛岡放送局は「地震、津波」では何十年にもわたっ

れのセクションで発災時の対応マニュアルを作成

て継続的に取材ノウハウが引き継がれている。岩手

し、毎年、1 回、緊急報道訓練を行なった。

山でもこうした継承が行なえるようにしたい。

▼登山が一部解禁されてからは、シーズン中、日中
5. 横の連携

の時間帯、一日の火山性地震の回数などを登山者

岩手山にはＩＮＳ「岩手山火山防災検討会」があ

向けにラジオ第 1 で伝えた。
▼発災時には広域の応援体制が必要になることから

る。これまで斎藤徳美岩手大学副学長の個人的な尽

東北各局の防災担当の記者などを集め、勉強会な

力に負うところが多かったが、これを基盤に横の連

どを行なった。

携を切らさないようにしたい。今後は岩手山に限定
するのではなく、「減災」をキーワードにした勉強
会のような存在になればいいと思う。それぞれの組

2. 放送
ローカルニュース番組「おばんですいわて」をは

織でかつて担当だった者も岩手に戻ってくれば顔を

じめ、全国のニュース・番組でも岩手山の活動経過、

出せる、経験を報告できる、そんな組織になって欲

観測や研究、それに周辺自治体の取り組みなどを放

しい。

送した。
6. 災害について

幸い岩手山では、震度 6 弱の地震の際、数名のけ
が人が出ただけで、大きな被害は無かった。しかし、

2004 年は台風、地震が相次ぎ、改めて自然の猛

活動は長期にわたり、地域への影響は甚大であった。

威を感じさせられた年であった。特に新潟県中越地

NHK は公共放送として、十分な役割を果たすこ

震では、エコノミークラス症候群などによる関連死
が過半数を占めていた。地震や火山など自然現象は

とが出来たのではないかと自負している。

避けられない。また、それによる直接的な被害を無
くすことも難しいだろう。しかし、関連死は無くせ

3. 災害報道と風評被害

るし、無くさなくてはいけない。岩手の地が永久に

NHK は決して災害報道によって観光客を減らそ
うとしたわけではない。しかし、結果的にそうした

平穏であることを願うが、何かあった際には、

批判を受けたこともあった。取材で知りえた「事実」
、

NHK はこうした悲劇を繰り返すことがないよう全

あるいは「災害の可能性」。これをどこまで放送に

力を尽くしたいと思う。

出すか、その影響を考え判断に迷うこともあった。
しかし、火山報道については雲仙岳、岩手山、有珠

（文責：日本放送協会放送局テレビニュース部 鈴木威郎）

山と進み、一般の人々の意識も変わったように感じ
る。実際、自治体の抵抗があれほど激しかった富士
山について、いまのように火山防災を表立って語れ
る日が来るとは思えなかった。今後もわれわれは奢
ることなく真摯に事実と向き合い、着実な報道を心
がけたい。
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2．㈱ IBC 岩手放送
て派遣することや、被災者に取材する場合の注意点、

1. はじまりは一通の FAX

それに自らの安全を守ることを第一とすることなど

1998（平成 10）年 4 月 29 日。一通の FAX が盛

が記されています。

岡気象台から IBC に届きました。タイトルは「臨

いまのところ火山災害の発生を受けて、このマニュ

時火山情報第 1 号」。岩手山（標高 2,038 ｍ）の火山
活動に異常が見られることを伝えたこの FAX が、

アルのページが繰られたことはありません。しかし

岩手山の火山活動に関する報道を本格的にスタート

マニュアルに記された指針は、その後の地震や台風

させるきっかけでした。

などの災害放送において大いに役立ちました。そう
した意味で岩手山の火山活動は、災害報道について

当時、報道部員とアナウンス部員のほとんどが「火

考えるひとつの契機になったと言えます。

山報道」の経験がなく、早急に専門知識を身につけ
ることが求められました。大学の先生に話を聞きに行っ

2.「減災の四角錐」を支える一員として

たり専門書を読んだりしたほか、岩手山の過去の火

岩手山の火山活動に対する各機関の取り組みを語

山活動について調べるなどして、
「火山」そして「岩

る時には、「減災の四角錐」という言葉がよく使わ

手山」についての知識を深めることを目指しました。
その一方で、「いざ」という時への備えも進めま

れます。「防災」が「被害を出さないための工夫」
（社

した。1998（平成 10）年 11 月には、岩手山西側の

会環境工学研究連絡委員会・自然災害工学専門委員

大地獄谷や黒倉山を 24 時間監視できるカメラを、

会報告、2000）であるのに対し、「減災」とは「被

松尾村の下倉スキー場に設置しました。カメラは盛

害の出るのは避けられないが、できるだけ被害を軽

岡の IBC 本社から遠隔操作することができ、その後、

減しかつ短期化する試み」
（同）のことです。
「減災

何度となく、噴気の上昇や火山性地震発生の瞬間を

の四角錐」とは「研究者」
、
「行政機関」
、
「報道機関」
、

捉えることに成功しました。これらの映像は岩手山

「住民」が連携してそれぞれの役割を果たすことに

の火山活動をリアルに伝えるものとして、ニュース

より「地域の安全」が守られるという考えで、各機

などで放送しました（表 1）。

関はその確立を目指してきました。

また 1998（平成 10）年 10 月には、火山災害発生

四角錐を支える一員として IBC では、いたずら

時の IBC 社員の行動の指針を記した「岩手山災害

に周辺市町村の住民・県民・視聴者・聴取者の不安

報道マニュアル」を作成しました。この時までに

を煽るのではなく、「火山活動がいまどうなってい

IBC では、岩手山で水蒸気爆発やマグマ噴火などが

るのか」
、「備えとして何ができるのか」という点に

起きた際、全社体制でテレビとラジオの放送に臨む

重点を置きながら岩手山と向き合ってきました。

ことを決めていて、
「いち早く」かつ「長期にわたっ

その一例としては、1988（昭和 63）年 12 月から

て」放送するための体制や心構えなどを一冊の冊子

1989（平成元）年 3 月まで延べ 21 回噴火し 1990（平

にまとめました。マニュアルには、生中継の経験が

成 2）年まで入山禁止となった十勝岳（北海道）周

豊富な制作部員をテレビのニュースの中継担当とし

辺の自治体の取り組みを取材したほか、2000（平成
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12）年 3 月の有珠山（北海道）噴火直後に取材班を

害」や「報道被害」という言葉が出てきたのではな

現地に送り込み、被災地の状況を取材しました。十

いかと考えられます。

勝岳と有珠山は数十年ごとに噴火を繰り返していて、

岩手山の場合は「被害が出ていないけれども火山

周辺市町村の住民は長い間「火山と共生」してきま

活動が大きく報道される」というパターンでした。

した。火山災害の被害を減らすための「先進地」の

地震計や GPS といった観測機器の発達で今後、岩

取り組みは、ニュース内のシリーズ企画や番組とし

手山のようなケースは多くなると思われます。二度

て放送しました。

と「風評被害」
、「報道被害」という言葉を生まない
ために、岩手山の火山活動に関する一連の報道を検
証する必要があります。

また、岩手山の周辺 6 市町村で毎年行われる大規
模な防災訓練の様子も、テレビとラジオで時間を割
いて取り上げてきました。防災意識の低下を防ぐと
4. ふるさとの山ふたたび

ともに、火山活動が決して終息してはいないことを
広く知ってもらうことが狙いでした。この姿勢は、

2001（平成 13）年 7 月 1 日の東側の入山規制緩和

2001（平成 13）年 7 月 1 日に岩手山東側の 4 つのルー

後は、防災意識の低下を防ぐ放送を心がける一方で、

トで入山規制が緩和された後もとり続けています。

岩手山の魅力にスポットを当てたニュースや番組を
作ってきました。
山開きの日に取材をした記者が、下山後に登山口

3.「風評被害」と「報道被害」
そうした取材や放送を続ける中で、岩手山の火山

から生中継をする試みは、2001（平成 13）年から

活動を伝える報道機関への批判の声が聞こえてきた

入山規制が全面解禁された 2004（平成 16）年まで

こともありました。いわゆる「風評被害」、「報道被

続けました。この中では、登山道沿いに咲く高山植

害」というものです。

物や山頂からの眺め、それに全国から集まった登山

IBC ではニュース内の企画や番組で、誘客に努力

愛好者の表情をいち早く伝えました。このうち

している岩手山周辺の宿泊施設や観光施設を数多く

2004（平成 16）年 7 月 1 日の夕方のニュース「ニュー

数多く取り上げてきました。しかし一部の施設からは、

スエコー」は、雫石町の休暇村岩手網張温泉から全

「マスコミに出ること自体が『風評被害』だ」との理

編生中継をしました。また 2003（平成 15）年 7 月 1

由で、取材を断られるケースもありました。前述の

日には中継機材を山頂まで運び、昼の全国ニュース

ように IBC は、住民・県民・視聴者・聴取者の不安

で生中継を行いました。

をいたずらに煽らないように心がけてきたつもりです。

特別番組も制作しました。

事実と違うことを放送したことはありません。

2001（平成 13）年 9 月 30 日には、3 年ぶりに登

ただ IBC を含む各報道機関の一部の報道に、「火

山者を迎えた岩手山の自然や関係者の喜びの声をま

山活動の活発化＝すでに多くの被害が発生している」

とめた 1 時間番組「岩手山 2001 年夏」を放送。そ

と捉えられてしまう例があり、そのことで「風評被

して 2004（平成 16）年 7 月 18 日には、火山活動活
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自然が番組の随所に散りばめられています。

発化からの各機関の取り組みと 6 年ぶりに解禁され
た西岩手山の魅力を紹介する 1 時間番組「ふるさと

岩手山は岩手県内最高峰の山で、日本百名山のひ

の山ふたたび〜岩手山防災 7 年の道程〜」を放送し

とつにも数えられる岩手県を代表する山です。火山

ました。番組のダイジェスト版は、2004（平成 16）

活動は、その「ふるさとの山」の魅力を再認識させ

年 9 月 30 日と 10 月 1 日に西根町で開かれた「2004

るひとつのきっかけとなりました。

火山砂防フォーラム」で上映されました。
5.「地域の安全」を守るために
岩手山を取り巻く一連の動きの中で、各機関が
「減災の四角錐」の確立を目指してきたことは前述し
ました。
「地域の安全」を守るために、産官学と住民
が連携を図る努力をしてきたことは大きな財産です。
岩手山の火山活動は終息の方向にあります。しか
し岩手県内には岩手山以外にも、駒ケ岳、栗駒山、
八幡平といった火山があります。また歴史的に見る
と、津波や地震などの自然災害で幾度となく大きな
被害を受けてきました。
今後は「地域の安全」を守るために、さらに強固な
「減災の四角錐」の確立を目指すことが求められます。
IBCもより一層真摯な態度で災害報道に取り組み、
微力ながらもその一員として努力していきたいと思います。

さらに 2004（平成 16）年 9 月 25 日には、1 時間
番組「雄々しき峰・岩手山」を放送しました。この
番組は、岩手山の夏から秋にかけての移ろいをハイ

引用文献

ビジョン映像で綴ったもので、宮沢賢治や石川啄木

日本学術会議 社会環境工学研究連絡委員会・自然災害工
学専門委員会報告（2000）、2.

といった郷土の文学者が愛してやまなかった美しい

1998年４月29日
10月31日
10月
11月
1999年５月27日
９月３日

臨時火山情報第1号
テレビ特別番組「火山との共生・岩手山防災を考える」放送
「岩手山災害報道マニュアル」作成
下倉スキー場に監視カメラ設置
IBC特集「緊急リポート！岩手山はいま」放送
雫石町で震度6弱の地震発生。特別番組放送

2000年５月28日

いわて大陸「火山と向き合う〜有珠山噴火の教訓」放送

2001年６月30日

いわて大陸「ふるさとの山に向かひて〜共生への山開き」放送

７月１日

東側4ルートの入山規制緩和。翌日、
焼走り登山口より中継。
問題が起きていないかを継続取材。
入山期間最終日の10月8日まで、

９月30日

IBC環境スペシャル「岩手山2001夏」放送

2002年７月１日

2年目の入山規制緩和。馬返し登山口より中継。

2003年７月１日

3年目の入山規制緩和。岩手山山頂より全国中継。

2004年７月１日

「ニューエコー」は、
雫石町の休暇村岩手網張温泉から全編生放送。
入山規制全面解禁。夕方のニュース

７月18日
９月25日
※テレビの特別番組を記載

IBC報道特別番組「ふるさとの山ふたたび〜岩手山防災7年の道程〜」放送
IBC環境スペシャル「雄々しき峰・岩手山」放送
※これ以外に、
ニュースの特集コーナーやラジオで随時放送

（文責：㈱ＩＢＣ岩手放送報道部
305

若槻

修）

3．㈱テレビ岩手
1. 取材開始
1998 年 3 月 20 日気象台が岩手山の火山観測情報
第二号を発表した。それによると岩手山で火山性地
震が多発傾向にあり、3 月に入って急増していると
いう。気象庁が 1995 年「馬返し」に地震計を設置
した時も取材したが、テレビ岩手が「岩手山の火山
活動」の取材に本格的に取り組んだのは、この第二
号情報の発表が契機となった。3 月 26 日ヘリコプター
で岩手山の空撮を試みる。すると、岩手山西側の黒
倉山の山頂付近で白い蒸気が湧き上がる現象をカメ
ラは捉えた。このビデオを持って 3 月 30 日に岩手
山の観測を続けている東北大学地震・噴火予知研究
観測センターの浜口博之教授を訪ねた。この取材で、

からは空撮やペンション村への影響など、「防災」

浜口教授は「地熱が高くなっているのは間違いない。

取材が続く。ニュースでは斎藤徳美教授（現岩手大

岩手山では 95 年 9 月に火山性微動が観測された。

学副学長）、土井宣夫理学博士から専門的な分析や

再び眠りにつくかも知れないが、岩手山はこの時いっ

見解を聞くとともに取材クルーが岩手山に登り大地

たん目覚めた」と話した。このインタビューを受け

獄谷の噴気などの現状をリポートした。そして 7 月

急いで戻り、当日の「ニュースプラス 1 いわて」で

1 日の入山禁止、この日は、空撮も交えて、これま

岩手山の火山活動の現状をマスコミ他社に先駆け県

での経過や関係市町村の表情を伝えた。第三号の臨

民に伝えた（写真 1）
。

時火山情報が出された 7 月 10 日には、「ニュースプ
ラス 1 いわて」の特集として、斎藤教授スタジオ出
演、土井博士にヘリコプターから、また松尾村を結
んでの生中継を行った。特集では震源地の移動の解
説や大地獄谷の現状、ハザードマップの必要性を伝
え、また、県警察本部や自衛隊の備えを紹介した。
8 月 10 日長崎県雲仙普賢岳災害で防災の先頭に立っ
た九州大学の太田一也名誉教授を独自に招き火山防
災の教訓を聞くとともに、翌日にはヘリコプターか
らの視察による見解や、提言を頂いた（写真 3）。
太田名誉教授には、その後も電話取材や県の「火山
防災フォーラム」での来県の際にも、スタジオ出演
に応じてもらっている。

2. 検証取材
1998 年 4 月 20 日浜口教授を岩手に独自に招きヘ
リコプターから岩手山観測を試みる。スタジオで検
証特集を組んだ（写真 2）。火山活動は更に強まり、
4 月 29 日仙台管区気象台が岩手山の臨時火山情報
を初めて出した。この日から県民は火山の危険性を
現実のものとして捉える。テレビ岩手では東北大学
の浜口教授と事前取材で関係を構築していたことか
らその日のプラス 1 に電話で生出演してもらい、混
乱する県民に現状を正しく解説してもらった。翌日
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3. 1998 年 9 月 3 日

雨による土石流の可能性のある範囲を示している。

震度 6 弱

テレビ岩手ではいち早く岩手山の立体模型を作り、

この日の夕方、火山活動関連で網張温泉への執筆
者を含めた取材班が雫石町へと向かっていた。そし

ニュースや番組での解説に使用していたが、公表さ

て午後 4 時 58 分震度 6 弱の地震発生。取材班は情

れた防災マップを効果的に使うことができないかと

報収集のため雫石町役場に直行し夕方のワイド番組

考えた。そこで、岩手大学の協力のもと、ハザード

内で電話リポートで県民にいち早く現状を伝え、被

マップの 3 Ｄの映像を制作し、コンピュータグラフィッ

害が出たという網張へ直行した。取材と報道は、そ

クによる火山防災マップを完成させた（写真 4）。

の夜と翌日がピークで、ヘリコプターからの中継や

これは、関係 6 市町村全世帯に配布された災害予想

現地からの記者リポ―トなどで、被災状況を全国に

図に動きを加え立体映像化したことで、住民の関心

報道。孤立した滝ノ上温泉からの自衛隊による避難

の高揚に効果があったと自負している。

民の救出の様子や被害の大きかったペンション村の
現状を県民に、全国に伝えた。
4. 被災後
震度 6 弱の地震後は、復旧のニュースが柱になっ
た。特にも地震の痛手から立ち直ろうとしている岩
手高原ペンション村の人たちや休暇村の頑張る姿を
取り上げた。一方で、震度 6 弱の地震のメカニズム
と岩手山の噴火の可能性に迫ろうと、山形大学や神
戸大学で開かれた日本火山学会を取材した。また、
噴火口となる可能性の大きい大地獄谷への監視カメ
ラを設置、後に夜間での撮影に力を発揮する高感度
カメラに切り替える。取材する側としては、ヘルメッ
6. 電話アンケート

ト防塵マスク、ゴーグルなどを備えるとともに、緊
急呼び出しから放送までの噴火を想定しての訓練を

1998 年 10 月岩手山周辺の住民から電話アンケー

実施した。こうした備えは、その後の玄武洞の崩落

トを実施し、1,581 人から回答を得た。岩手山の火

や地震・台風などの災害報道に役立っていると確信

山活動への関心度では「非常にある」60.8％、「少

している。
「ニュースプラス 1 いわて」では、その後、

しある」34.5％、火山防災マップを「じっくり見た」

鐘ヶ江管一前島原市長に出演してもらい警戒区域設

36.1％、
「目を通した」46.3％、
「見ていない」13.9％、

定の責任ある決断の思いを聞いた他、2000 年 3 月

「知らない」3.2％、火山に限らず何か災害の備えを

の北海道有珠山噴火を監視し続けた北海道大学の岡

「している」32％「していない」67.7％など興味深
い答えだった。

田弘教授や被災地虻田町の長崎良夫町長にもスタジ
オ出演してもらい、教訓を聞いた。2001 年 7 月東

7. 特別番組

側の入山解禁では岩手山八合目から生中継し、3 年

1998 年 10 月 19 日斎藤徳美教授（現岩大副学長）

ぶりの山の表情を県民に伝えた。

を招いての 1 時間の報道特別番組「検証！岩手山防
災訓練〜その時あなたは〜」を放送し、自然防災に

5. 火山防災マップ−立体映像
1998 年 7 月 22 日建設省岩手工事事務所と県は第

ついて多面的に考えた（写真 5）。それは 9 月 3 日の

3 回「岩手山火山災害対策検討委員会」を開き、災

地震を受けて放送したもので、火山災害を抑えるポ

害予想区域と避難場所を盛り込んだ、初の岩手山ハ

イントとして「災害予測地域の確認」「火山活動の

ザードマップ（災害予想区域図）を作り公表した。

監視」「緊急対策の立案」の 3 点を掲げた上で、斎

それは火山活動が活発な岩手山西側でマグマの噴出

藤教授から前日行われた岩手山防災訓練についての

を伴わない水蒸気爆発を想定したもので、降灰や大

評価や課題を伺った。更に、大きな災害が発生した
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場合の停電・断水・ガスの供給停止・交通機関の混

とはいえ、当日は取材する側にとっても緊張感が

乱など予想されるライフラインの各機関の対応につ

漂った。午前 1 時雷管がセットされる。カメラのス

いて、NTT、東北電力・JR 東日本から聞くとともに、

イッチなど何かの電源が雷管に影響を及ぼす可能性

医療体制や災害時の保険の適用についても触れた。

があると指摘され、機材の使用方法に注意した。そ

こうした万が一への備えの必要性を訴えたこの番

して午前 2 時丁度、浜口教授の合図のもと、発破の

組はその後の大地震や大雨など突然襲ってくる「そ

スイッチが回された。カメラはその轟音とともに吹

の時」への警鐘の一つとなったと思っている。

き上がる水しぶきと揺れを捉え、全国にも放送され
た。岩手山周辺約 70 箇所に設置された地震計など
からデータを集めるという。この年の 9 月にも人工
地震探査が行われたが、浜口教授の表情や「 待ち
の観測

から積極的に情報を得る

攻めの観測 で

岩手山の内部構造を推定したい」との言葉から岩手
山と向き合う「気合い」のようなものを取材者とし
て感じた。
9. 2004 年 7 月 1 日
6 年ぶりの入山規制全面解除。2001 年から規制が
緩和されていた東側の 4 ルートに加え、西側の 3 ルー
トでも規制が解除された。テレビ岩手では、安全祈
願祭そして山頂を目指す登山者の様子をリポートす

8. 岩手山人工地震探査取材
1999 年 6 月 25 日未明、岩手山のマグマの動きなど

るとともに、ペンション村の喜びの声を報道した（写

を探る人工地震探査が行われた。西根町平笠のグラ

真 7）。1998 年 3 月から始まったテレビ岩手の岩手

ウンド脇で実施された探査にテレビ岩手は 2 クルー

山火山活動の報道の大きな節目を迎えた。

の取材態勢をとった。前日の夕方ダイナマイトの装
てん作業が行われ、地下で圧縮した状態での爆発に
するため、水圧をかけた 2 箇所のホールにそれぞれ
100 キロずつダイナマイトが仕掛けられた。観測は
精度を高めるため振動の少ない午前 2 時が予定され、
夜を徹しての取材となった（写真 6）
。この探査には、
付近の住民からプラス 1 に対し「噴火を誘発しない
のか」などの質問の電話もあり、事前に浜口教授に
インタビューし、その安全性と探査の意義を報道した。

10. 危機管理
日本の安全神話は、ここ数年で消滅した感がある。
異常気象そして大規模地震と自然の猛威に人間の無
力さを感じさせられる（写真 8）。前九州大学島原
地震火山観測所長で、テレビ岩手が独自に岩手に招
いた太田一也氏の活動を記した本「普賢岳鳴動す」
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の最終章で太田氏は、自然災害時に欠かせないもの
として「強力なリーダーシップの下での人々の助け
合い」「大学の火山研究と自衛隊の戦闘力の融合」
を挙げている。
岩手山は活火山である事を忘れず各機関の連携の
重要性をそれぞれが認識し、危機管理を強めるとと
もに、個人的には報道に携わるものとして自然に対
し敬虔な姿勢で臨みたいと思っている。

（文責：㈱テレビ岩手報道部

成澤克友）
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4．㈱岩手めんこいテレビ 〜小さなテレビ局の大きな「財産」〜
盛岡市本宮地区は新しい街づくりが盛んに行われ

険」といった文字を乱発しないことなど。また、岩手

ているとはいえ、中心市街地に比べればまだまだ高

山報道については普段より担当記者の出演による記者

い建物も少なくのんびりしたエリアです。そんなの

解説を多用し、取材によって得た最新情報をなるべく

どかな場所に 14 年前の 1991 年、めんこいテレビが

加工せず茶の間に伝えることにも努めたつもりです。

誕生しました。秋田駒ケ岳から岩手山に連なる稜線

この 6 年間、経験の浅いめんこいテレビにとって

が望め、つい最近まで周囲の田んぼではホタルが見

何より心強かったのは、斎藤教授をはじめＩＮＳの

られました。ですから盛岡の「都会」にある他のテ

皆さんのご尽力によって「減災の四角錐」が有効に

レビ局に比べスタッフもどこかおっとりしています。

機能していたことです。岩手山の火山活動で大きな

また報道部の人数もカメラやアナ、支局員を含めて

打撃を受けた観光関係者などにとっては、いくら地

10 数人と、極めて小所帯。何にも増して歴史の浅

元のマスコミとはいえ「岩手山報道」自体にネガティ

さは、災害報道における経験の浅さにつながります。

ブな感情を持ってしまいがちだと思いますが、お互

私たちが持つ唯一の強みがあるとすれば、それは小

いの仕事と立場を思いやり、理解しようとする土壌

所帯ならではの決断の速さとフットワークの軽さ。

ができていたからこそ、大きな混乱もなく今日に至っ

ですから岩手山報道に関しても、当初からいいと思っ

ているのではないでしょうか？
その意味で、今回の岩手山報道については記者と

たことはどんどん実行に移し、個々の経験からマニュ

キャスターが専門の担当者となり、5 年近くに渡っ

アルを作っていきました。具体的には ･ ･ ･
1998 年５月 ＩＮＳ研究会の担当者を決定以後、

て取材関係者との信頼関係を構築してきたことも結

可能な限り全て出席する

果的に良かったと感じています。わが社のような小
所帯の場合、日々のニュースの取材に追われるため、

６月 下倉山に監視カメラ、伝送機設置以
後、 2002 年まで同録、岩手大に映

個々人の専門性を高めることはなかなか難しいのが

像提供も開始

現実ですが、岩手山が私たちに大切な事、つまり、

８月 雫石に監視カメラ、同録開始

ひとつのテーマを継続的に追いかける事の重要性を

11 月 斎藤徳美教授の社内研修会実施

思い出させてくれました。めんこいテレビは確かに
歴史の浅い会社ですが、映像資料室にずらりと並ん

※同じ頃、4 段階に分けた全社的な

だ岩手山の取材テープは、まちがいなく「局の財産」

「災害報道マニュアル」を作成

として残されていくべきものだと思います。

1999 年９月 FNN ブロック防災訓練を実施 MIT

岩手山の火山活動は沈静化してきたとはいっても

が幹事社となり衛星中継で東北 ･ 北

相手は自然です。「終わり」が見えているわけでは

海道の各局を結ぶ

ありません。願わくば、今回の経験と信頼関係を風

2000 年３月 有珠山噴火 で 応援記者派遣夕方の
ニュースでシリーズ企画放送の他、

化させないためにも、ＩＮＳなどを通じた交流 ･ 勉

ＩＮＳでも発表

強の場を定期的に維持していきたいものです。

前半に行ったものの中からいくつかご紹介しまし
たが、やはりテレビ局としては、ただ岩手山の火山
活動の現状を伝えるだけでなく「防災のあり方」や
「火山との共生」などについて、視聴者と共に考え
る企画を出していくことが重要との視点から、年間
を通じて 1 週間単位のシリーズ企画をニュースの中
で放送していきました。その際に注意したのは内容
のわかりやすさはもちろんですが、伝えた情報がひ
とり歩きしないよう、原稿や字幕スーパーの表現や
インタビューの使い方などに普段以上の気配りをし
たこと。例えば、今すぐ噴火の恐れがない場合、
（文責：㈱岩手めんこいテレビ報道部

ニュースのタイトルには必要以上に「噴火」や「危
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落合昭彦）

5．㈱岩手朝日テレビ
の地震が起きた。夕方のニュースの準備に追われて

1. 岩手山噴火など防災のための対応
1998年６月

1998年10月

1999年10月
2000年８月
2000年８月

2000年12月

下倉スキー場に大地獄谷を臨むIAT

いた IAT のある盛岡市も、震度 3 を観測。同年 3

岩手山監視カメラを設置（ゲレンデ

月からすでに岩手山の火山性地震が活発になってい

中央）日中用と暗視カメラの2台を

たため、
「ついに噴いたか」と局内に緊張が走った。

用意し24時間態勢で録画を開始

同年 6 月に設置したばかりの大地獄谷を臨む IAT

映像を送信する回線費用を民放4局

の監視カメラのモニターに駆け寄り、局内からカメ

で折半し、カメラの場所を移転（リ

ラを動かしてみると、相変わらず水蒸気は上がって

フト脇）

いるものの、山の様子に変化は無い。すぐに放送の

岩手山の噴火を想定した緊急放送訓

準備に入った。ANN 系列の基準では、今回のよう

練を実施

な大規模な地震が発生した場合、CM 中でも番組の

監視カメラを高倍率の高性能カメラ

途中でも、県内はもちろん全国に向けてニュースを

に切り替える

放送する。そのため、当日もスタジオから、常時録

IAT本社の報道フロアに地震監視装

画を続けている監視カメラの映像を使い、第一報を

置を設置（震度3以上の地震が発生

全国に向けて伝えた。その後も夕方、夜、翌朝、昼

した場合VTRが自動的に録画され

と、東北の系列各局の応援を得ながら、旧国民休暇

る装置）

村岩手山麓前や、がけ崩れ現場などを結び、全国中

斎藤徳美岩手大教授を招き岩手山の

継を繰り返した。

現状について社内研修
2002年４月

3. 震度 6 弱の地震を経ての課題

旧岩手工事事務所の監視カメラの映

ある程度予想されたことであったが、一般電話と

像をテレビ岩手を経由して民放4局
で受信（現在も継続中）

携帯電話が地震直後からしばらく、不通になってし

2002年５月

IAT独自の監視カメラを撤収

まった。家族の安否を気遣う電話などが殺到し、電

2003年５月

ANN系列で回線をつなぎ大地震を

話回線が麻痺してしまったからだ。現場のスタッフ

想定した特番の訓練

や取材先と電話をつなごうとしても、つながらない。

盛岡市内にあるIAT情報カメラに地

無線機の数にも限りがあり、非常時に通信手段をど

震監視装置を設置

う確保するかが課題となった。

2004年３月
2004年４月

2004年９月

盛岡市内のコンビニエンスストアと

また、当時 IAT は開局 2 年目でノウハウが十分

宮古市内の情報カメラにも地震監視

とはいえない面もあり、報道制作局以外の局内各部

装置を設置

署の災害時の役割分担や、系列各局から駆けつける

電話回線を放送電波に乗せるための

応援スタッフへの指示や受け入れ態勢などを見直す

装置の回線を3回線に増やす

きっかけとなった。

上記の他、
4. 震度 6 弱の地震を経ての対応

定期的に岩手山上空から撮影

（1）緊急放送訓練

岩手山の特別番組や夕方ニュースの特集の放送

放送局には、放送法 6 条の規定により、大災害が

ANN 系列災害報道マニュアルの確認
防災マップの拡大版や岩手山の模型の作製

発生した際、社会的混乱の防止や安全確保のために、

災害用伝言ダイヤルの操作方法 VTR の作製

正確な情報をいち早く伝えるという責務が定められ

災害用優先電話の増設

ている。これを受けて、ANN 系列では内部基準に
基づいて、災害が起きた地元局から緊急ニュースを

など

生放送しなければならない。
しかしノウハウが十分ではない IAT で冷静かつ

2. 1998 年 9 月の震度 6 弱の地震報道
1998 年 9 月 3 日、午後 4 時 58 分、岩手山の南西

正確な放送をするためには、関係者の経験と的確な

10 ㎞の雫石町長山を震源とする震度 6 弱（Ｍ 6.2）

協力態勢が不可欠なため、緊急放送の訓練を実施し
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た。1999 年 10 月 13 日の午前 7 時から 2 時間、3 分、

きがちになったり、必要な情報をあえて発表しなかっ

20 分、30 分の枠で 3 回に分けて模擬放送をした。

たりする場合もある。住民の視点に立って必要な情

模擬放送の収録と参加者全員のアンケートを通じて

報をきちんと専門家から引き出し、専門家の見方や

成果と問題点を点検した。

発言のニュアンスを正確に理解するためには、マス

訓練には、報道制作局全員と技術局、編成業務部、

コミ側もきちんと専門知識を学ぶことが必要だ。

営業局など全セクションのスタッフが参加した。
6. 災害報道への姿勢

訓練では、午前 6 時半に緊急の連絡網に沿って局
員を呼び出し、本部班、デスク班、技術班、取材班

長崎県の雲仙・普賢岳の災害報道では、報道各社

などに分け、2ヵ所からの中継とスタジオ、報道セ

は、「迫力のある映像」を求めて競争するあまり、

ンターをつないで放送した。速報は報道センターか

火砕流に巻き込まれて、報道関係者の命も奪われた

ら、より詳細な内容や防災マップ、模型の説明はス

ケースがあった。そのため、取材の際には、「迫力

タジオから、など役割分担を明確にした。

のある映像」よりも、「取材者の人命第一」がルー
ルだった。災害現場での取材の際には、どこで引き

訓練を終え、訓練を繰り返すことの必要性、災害

上げるか、という線引きを迫られていた。

時に必要な電話帳の更新、一人ひとりが自分の持ち

また、災害報道によって、かえって地元住民の混

場の役割を把握し、お互いに補い合えるチームプレー

乱や不安をあおったり、観光など、地域経済に大き

の重要さなどがわかった。

な影響を与えたりすることもある。特に、実情を良

（2）緊急時の電話帳作り
岩手山周辺の観光施設、専門家、病院など、万が

く理解していない東京キー局は、デリケートな状況

一の場合に必要となる施設や人物の電話番号を改め

を単純化してセンセーショナルに報道し、誤解を招

て洗い出し、リストを作成した。

いたり、被災者にさらなる精神的な不快感を与えた
りする場合があった。
これに対し、地域に根ざしたローカル局の役割と

5. 取材で求められた専門性
1998 年 4 月に岩手山に臨時火山情報が出てから、

しては、被災地の現状を伝える一方で、「被災者は

まず、「臨時火山情報とは何か」という、火山の基

今何を必要としているのか」「同じような状況が周

礎知識を得るところからスタートした。正確な情報

辺のほかの地域で起きた場合には、どんな対応を取っ

を分かりやすく、さらに、地元が混乱しないよう、

たほうが良いのか」
「すぐにできる防災対策」など、

センセーショナルに伝えないためにも、火山の知識

できるだけ、住民の目線に立った報道が必要になっ

を得ることは不可欠だった。

てくるだろう。当時の報道にその点が少し足りなかっ
たという反省も込めて、今後そうした報道がますま

そのため、岩手山取材の担当記者が、毎月 1 回開

す必要になると感じている。

かれるＩＮＳ「岩手山火山防災検討会」に出席。岩
手山の現状を把握したほか、消防や警察、自衛隊な

さらに、災害当時の惨状だけを取材して終わるの

ど、関係団体や研究者から、直接話を聞くことがで

ではなく、復興に向けた住民の協力や今後の住民の

きたため、理解を深めるのに役立った。

生活における課題など、地震被害の全体像を多角的

さらに取材を深めるうえで必要な取り組みとして

に継続してフォローすることが必要だ。そうした報

は、刻々と変わる岩手山の現状についてある程度継

道を地道に続けることが、今後への教訓を探ること

続的に取材をするなど、基礎的な知識を持った記者

にもつながる。

を育てていくことではないか。専門家が語る情報は

全国放送向けと、ローカル放送向けで、期待され

専門用語が多くわかりにくいため、そのまま伝えて

る報道内容にも違いがあるように感じるし、住民の

も、視聴者に真意が伝わらない可能性が大いにある

ニーズによりきめ細かくこたえていくという意味で

からだ。

はむしろ、違いがあっても良いのではないだろうか。

専門家は、山の現象の説明はするが、
「その現象が、
今後の住民生活にどの様な影響を与えそうなのか」

7. 活火山を抱える岩手
県内には、岩手山をはじめ、駒ケ岳、栗駒山など

など、住民に伝えるべき肝心な点について説明を欠
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の活火山がある。噴火など、目立った活動をする周
期までが長いため、「火山」は津波や水害などの災
害に比べ、住民、そして報道機関にとっても、
「身近」
ではなかった。
これまでの報道でも伝えてきたことだが、岩手山
を臨む雄大な景色も、温泉も、地熱発電も、火山あっ
てのもので、火山とは、切っても切れない関係にあ
るということだ。すぐ近くに火山があることで恩恵
を受けるだけでなく、活動が活発になった際に的確
に対応できるよう、火山と共存するためのそれなり
の心構えと、関心も必要だということを、岩手山の
取材を通して痛感した。
8. 防災報道の必要性
報道機関は、「防災」の観点からも、火山とのう
まい付き合い方や、山は生きているという実態を、
継続的に伝えていかなければならない。そうしなけ
れば、住民の意識の上では「活火山」も「死火山」
に変わってしまう。活動が活発だった際はもちろん、
沈静化している際にも、防災への意識を促す報道が
必要だと考える。こうした視点から、IAT では岩
手山の活動に関する日々のニュースのほかに、山開
きや年末など、区切りの良い時期に、特別番組や特
集などで、岩手山の現状や住民の取り組みなどを伝
えてきている。

（文責：㈱岩手朝日テレビ報道制作部

山田美保）
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6．㈱岩手日報社
◆手作り火山セミナー開催

わが社の火山取材と言えば 1970 年の秋田駒ヶ岳
噴火以来だ。先輩記者の話では見物人が大勢詰めか

連日の記事掲載もあって周辺住民や関係機関だけ

けるなど、どこかのどかだったという。しかし今回

でなく一般県民の関心が急激に高まっていった。こ

は最初から緊迫していた。選挙報道でよく引用され

れまで火山取材の参考にしてきたのが 1996 年まで

る「走り陣立て」である。取材の仕方から、紙面づ

5 年半噴火活動が続いた雲仙・普賢岳。
「普賢岳のホー

くり、記者の安全確保マニュアルづくりなどゼロか

ムドクター」と言われ、九州大教授で同大の島原地

らのスタートで、試行錯誤の連続だった。

震火山観測所長を務めた太田一也氏がテレビ岩手の
番組に出るため盛岡市に来ることが分かった。
太田氏の生の忠告を少しでも多くの人に聞かせた

◆舞台裏は自転車操業

いと思い、同社の協力で火山防災セミナーを県民会

火山活動が本格化した 1998 年をわが社の掲載記

館大ホールで開くことを計画した。

事で振り返ると、火山性地震が過去最多の 1 日 285
回を記録し、最初の臨時火山情報が出された 4 月

8 月開かれた同セミナーは、産学官の研究組織・

29 日の記事は「火山活動が活発化」とわずか三段

岩手ネットワークシステム（ＩＮＳ）の「地盤と防

のささやかな見出しで始まった。しかし、それ以降

災研究会」（会長・斎藤徳美岩手大教授）と、わが

は事の重大さに気付き、記事量がどんどん増えてい

社など県内報道機関 16 社でつくる桐花会の共催だが、

く。記者は 20 代の男女 2 人で兼務だった。

舞台裏は火山取材記者が仕事の合間に準備した手作

動きやまず」とのタ

りセミナー。「500 人も来てくれれば」との予想が 3

イトルで 5 回の企画記事を連載。噴気が上がる大地

倍以上の大入りで、用意した配布資料が足りなくな

獄谷の写真を掲載したほか、自治体の対応や防災対

り急きょ県民会館事務局で何度もコピー増刷したほ

策にも踏み込み、火山をトータルで考えられるよう

ど。火山取材の現場記者から「住民のために何かや

に努めた。6 月 3 日からは住民の要望を受け、火山

ろう」と直接声が挙がり地元報道機関が連携、大学

性地震回数を毎日掲載し始める。これは日々の火山

などの協力もあって実現したもので、この時の熱気、

活動が分かり、「いつ噴火するのか」という不安心

信頼関係がその後の地元マスコミを含む関係機関の

理の沈静化に少なからず役立ったと自負している。

厚い連帯につながった気がする。

5 月末には早くも「岩手山

紙面上からは順調のように見えるが、取材の舞台

国、県、市町村、大学の観測・監視強化は連日の

裏はまさに自転車操業だった。県、周辺市町村、盛

ように報じられるが、いつ、どんな形で噴火するの

岡地方気象台、岩手大などの毎日の動きを追うのが

か分からず漠然とした不安が高まるなかで起きたの

精いっぱい。しかも、火山性微動とは何か、火山災

が 9 月 3 日の震度 6 弱の地震。「岩手山中心に強い

害とは具体的にどんな被害かなど、記者もデスクも

地震

素人で何もわからず、手探り状態の記事が目立つ。

が」
「道路寸断、160 人孤立」
「続く余震恐怖消えず」

書店も火山の書籍を多く陳列するようになり、せっ

と大きな見出しが踊る。

気象庁臨時火山情報」「宿泊客ら 10 人軽いけ

この時は火山性ではなく断層地震だったが、落石、

せと買い集めた。
とにかく記者自身の勉強の意味もあってまずは専

土砂崩れで雫石町を通る県道西山生保内線が不通と

門家の話を聞こうと、火山噴火予知連の井田喜明会長、

なり滝ノ上温泉で大勢の登山客が孤立、県などの防

気象庁の浜田信生火山課長、東北大地震・噴火予知

災ヘリで救出されたほか、岩手高原スキー場周辺の

研究観測センターの浜口博之教授、斎藤徳美岩手大

ペンション損壊など多くの被害が出た。取材側も電

教授、土井宣夫地熱エンジニアリング取締役事業本

話の長時間不通で混乱するなど貴重な経験をし「噴

部技師長（肩書きはいずれも当時）らのロングイン

火災害ではこの程度では済まされない」とあらため

タビュー記事を次々と掲載した。多忙な浜口教授の

て覚悟をした。

場合は、盛岡から仙台に帰る新幹線車中でのインタ
◆風評被害が大きな課題

ビューというきわどい取材だった。

また、これ以降マスコミとして風評被害にどう対
応するかが大きな課題となった。「被害が大きいと
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書かれれば書かれるほどお客が減る」と観光関係者

十勝岳では避難対策を積極的に進めて観光客の信頼

から何度も言われ、取材拒否も受けた。このころは

を得た白金温泉の例を挙げ、火山と共生するには多

新聞・テレビだけでなく週刊誌などでも盛んに火山

くの人からの理解と住民の英知が必要なことを強調

としての岩手山が取り上げられ、岩手山が噴火した

した。
11 月には桜島がある鹿児島市で開かれたアジア

ような風評も乱れ飛んだ。インターネット情報がこ

活火山サミットにも記者を派遣、3 回続きの企画

れに拍車を掛けた。観光情報や宿泊予約はインター
ネットに頼る比率が増しているだけに業者にとって

「火山との共生」を載せた。サミットには雲仙・普

は大きな痛手であった。目前の事象を報道するのは

賢岳など火山を抱える国内の自治体や、噴火でポン

当然だが、風評被害で困っている業者があれば地元

ペイの町全体が埋まったベスビオ火山のあるナポリ

の報道機関として最大限支援するのも当然で、報道

市などから多くの関係者が参加。降灰被害が続く鹿

と支援の兼ね合いで悩むことが多かった。

児島市では火山目当ての観光客も多く、噴煙を上げ
る桜島を活力のシンボルとして前面に出しているし

2,000 ｍを超える規模の大きい山の火山活動とい

たたかさに強い印象を受けた。

うことで研究・防災機関の関心も高く、10 月に山
形大で開催された日本火山学会秋季大会では、岩手

冬になると「どうする暖房対策」（11 月）など避

山関係の研究発表が 20 件もあり、各会場とも大入

難場所となっている学校の体育館に十分な暖房設備

りだった。わが社も記者を派遣、最新情報のフォロー

がないことを指摘する記事が出た。また、山頂に設

に努めた。発表では国土地理院が早くも「震度 6 弱

置している観測機器が雪に埋もれ十分な観測データ

の地震がマグマの通り道をふさぐ作用をし、岩手山

がそろわず噴火予知に支障をきたすことなどが相次

周辺の膨張が止まった」と発表、注目された。確か

いで報道され、冬季間の火山防災の難しさを浮き彫

に震度 6 弱の地震以降、火山性地震の回数は急激に

りにした。

減少していったものの、はたしてこれで噴火の可能

2 年目以降は長期戦の様相。2000 年は観光関係者

性がなくなったのかは誰も断言できず、注視を続け

らの強い要望もあり、1998 年 7 月から実施されて

るしかなかった。

いた全面入山規制の緩和が焦点となった。わが社は
2000 年 11 月に「入山規制一部解除へ」「来夏東側 4
ルート」との大見出しで一面トップで報道。実施に

◆火山との共生がキーワード
10 月 9 日には岩手山の東側でのマグマ噴火も想

際しては安全確保を第一に防災通報装置の設置や登

定したハザードマップ（災害予想区域図＝防災マッ

山者カードの徹底など物々しかったが、安全性を全

プ）が公表される。これは 7 月に公表なった西側の

国にアピールできる格好のニュースとあって 2001

水蒸気爆発を想定した防災マップに続くもので、火

年 6 月に 5 回の企画「岩手山と生きる」を展開する

山防災の基本となった。冬季に発生する融雪型火山

など久しぶりに報道にも力が入った。一方で登山道

泥流では 2 万人の避難規模になるなど具体的な災害

に大きなスピーカー付き防災通報装置を何カ所も設

予想が出され、これを基に国、県、市町村の火山の

置するのは景観上から好ましくないといった声もあ

監視・防災体制が急ピッチで進められた。

り、安全確保か景観保護かの議論もあった。

このころから火山防災とともに「火山との共生」
◆安全管理者の設置

がキーワードとして盛んに言われるようになり、10
月 6 日から 5 回続きで「火山と生きる」を緊急企画

取材体制では火山災害の取材経験がないことから、

した。これは火山防災、共生の先進地から学び取る

記者の安全確保策をどう構築するかに頭を痛めた。

のが狙いで、北海道の有珠山、北海道駒ヶ岳、十勝

参考にしたのは共同通信の火山取材マニュアルや、

岳に記者を派遣、行政や住民の取り組みを紹介、大

雲仙・普賢岳で防災の先頭に立った鐘ケ江管一・島

きな反響を呼んだ。有珠山噴火で隆起してできた昭

原市長著「普賢、鳴りやまず」、また同岳で火砕流

和新山のふもとにある火山記念館や、北海道駒ヶ岳

の犠牲になった民放の事故報告書や記者の手記類。

を抱える森町で 18 年間も火山防災と取り組む役場

雲仙・普賢岳では 6 月 3 日の火砕流で 43 人が犠牲

職員を紹介、息の長い取り組みの必要性を指摘した。

になった。このなかにはテレビカメラマンら 16 人
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のマスコミ関係者が含まれる。避難勧告区域に入り、

続けてきたことも大きな力になった。ただ、長期戦

迫力ある映像を撮ろうとした取材過熱が要因だった。

となればＩＮＳのような大学組織だけに頼らずに共

生命尊重を最重視しているはずの報道機関が最も多

同取材や記者研修なども話し合う連絡会や、すべて

くの犠牲者を出したことから各社とも厳しい安全管

の関係機関を網羅した連絡協議会のような組織が必

理体制をとった。わが社も共同通信にならい、大規

要ではないか。
岩手山の当面の噴火可能性は低くなったとはいえ、

模災害時には部長級の「安全管理者」を配置し、災
害現場に行くには必ず同管理者の許可を得ることな

わが社は最重要課題の一つとして火山報道を今後も

どを明記した火山取材ハンドブック（63 頁）を初

続けていく。阪神大震災を勢力的に書き続けている

めて作製、全記者に配布した。

神戸新聞のように、地元紙の使命として新聞を災害

記者自身を守るためにヘルメットや防塵マスク、

の語り部と位置付け、角度を替え、あらゆる方法で

防塵ゴーグル、防寒具、ザックなども買いそろえた。

火山防災報道を続ける覚悟だ。これまでの防災事業

災害時には電話の通話規制がかかることから、無線

は監視・観測施設整備などハード面が目立った。報

も重視する取材体制を目指したが岩手山周辺では障

道では今後、住民の自主防災組織づくりは進んでい

害物が多く、出力が 25 級の無線でも交信できない

るのか、独居老人など災害弱者の避難体制、真の共

地域があり、急いで衛星携帯を調達した。また、前

生を目指し火山災害を想定した土地利用計画の見直

線基地確保も難題だった。噴火が予想される大地獄

しなどソフト面のテーマも腰を据えて取り組んでいく。

谷が遠望でき、しかも降灰でも退路が確保できる地
域となると場所が限られ、結局アスピーテラインの
八幡平観光ホテルの協力を得て部屋を確保、臨時電

（文責：㈱岩手日報社報道部

話を引いた。臨時電話は３年ほどそのままにして費
用も相当かかったが、編集局の緊張感を示す象徴と
なっていた。
◆語り部としての新聞
火山活動が本格化してから 6 年が過ぎ、紙面から
火山の記事はほとんど姿を消したが、地元報道機関
として気持ちの上では今でも「臨戦態勢」にある。
しかし、現実は兼務の担当記者も 1 年で交代する細
切れ体制で、取材ノウハウの蓄積は十分ではない。
噴火時には被災者となる住民の真に知りたい情報を
的確に報道し得たか。災害時に威力を発揮する災害
ボランティアの育成に寄与したか。火山との共生を
図る機運づくりや具体的支援は十分だったかなど、
振り返ると力不足を痛感する。
大規模災害では報道機関は情報を伝達するだけで
なく、
「防災関連機関」として地域防災の一翼を担う。
行政、研究者、報道機関、住民の 4 者が連携するこ
とで初めて地域の安全が図られるという考え方だ。
今回の火山報道では少なくとも地元報道機関がこう
した共通認識を醸成できたことは貴重な財産になっ
たと思う。岩手大工学部の斎藤徳美教授を座長に月
1 回開催されてきた産学官組織、ＩＮＳ「岩手山火
山防災検討会」に報道機関も毎回参加し人的交流を
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及川正彦）

7．㈲盛岡タイムス社
このため気象台が発表する火山観測情報などの情報

1. 火山活動が活発化した当時の取材

入手が他社より遅れる場合があった。テレビやラジ

（1）取材体制
盛岡タイムス社（以下、タイムス）が 1998（平

オのニュースなどで第 1 報を知るケースも少なくな

成 10）年の岩手山の火山活動活発化を最初に取り

かった。気象台の情報は当時インターネットのホー

上げたのは、盛岡地方気象台 3 月 20 日発表の火山

ムページで閲覧することができなかったので、記者

観測情報第 1 号を紹介する 24 日付の紙面だった。

が気象台まで火山観測情報を受け取りに行ったこと

約 1ヵ月後の 4 月 29 日、臨時火山情報が発表され、
翌日付の紙面で気象台の資料を詳しく紹介した。以後、

もあった。FAX による配信は認められなかった。
こうした中、地域紙として、岩手山で今何が起き
ているか、火山活動のメカニズムや表面現象、山体

連日紙面に岩手山の話題が掲載されるようになる。

の地下構造をできるだけ詳しく紹介するよう努めた。

取材体制は編集局長の指揮で、県政担当 1 人、雫

他紙よりもスペースを多く割いた。

石町、滝沢村、玉山村の岩手郡 3 町村担当 1 人、警

提供される気象台の震源分布図などの資料、1999（平

察担当 1 人、カメラマン 1 人、4 月に入社したばか
りの新人だった私大崎の 6 人が中心となって行った。

成 11）年以降の噴気現象や東西性の断層の現地観測

岩手郡担当は 1995 年（平成 7）年の阪神淡路大震

の写真や噴気孔の分布を写真に記入した資料などは

災の被災地を取材した経験があった。当時新人だっ

そのまま掲載した。読者、住民と防災、学術など関

た私は、その年の後半から主担当になり、他の担当

係機関との情報の共有化を心掛けた。提供された写

を幾つか経験しながら、現在まで岩手山関連の取材

真は入山禁止で報道関係者も岩手山に登ることがで

を担当し続けている。県内の新聞、テレビを通じて

きなかったので、貴重な資料として保管している。
連日発表された火山観測情報は逐一掲載した。火

6 年以上継続して岩手山担当をしている記者は他に

山性微動は火山観測情報に載っている発生回数だけで

いない。
岩手山の取材に関して、特に分担は決まっていな

なく、発生時間、継続時間も気象台に問い合わせて紹

かった。県政担当が主に防災を担う県総務部の発表、

介した。火山活動の評価、防災マップの作成と公表な

県が事務局を務める防災や火山活動評価に関する会

どに関するイベントは欠かさず大きく取り上げた。

議などを、岩手郡担当は主に岩手山麓にある 3 町村

国土地理院、工業技術院などが中央で発表した情

の防災担当者、地元観光業者など経済関係をそれぞ

報も掲載した。東京支社や通信社からの記事配信が

れ取材した。警察担当は入山規制時の県警の取り組

なかったので、インターネットや直接取材先に問い

みを取材した。私はそれらの取材を手伝い、国の研

合わせ、資料の FAX を送ってもらうようお願いし

究機関の発表などを受け持った。火山活動や現象関

た。情報を入手、紹介するのは岩手日報よりも遅れ

係の記事は分かりやすい表現になるよう心掛けた。

たが、必要な情報として図や表を用いて取り上げた。
一部の読者からは「岩手山の記事が多すぎる」と

会社としては、仮に噴火やそれに準じた活動、現
象が発生した場合を想定した体制の確認をしていた。

問い合わせが寄せられることもあった。

担当以外の記者の役割、役員、制作、印刷の社員の

岩手山の表面現象を確認するという作業は、カメ

編集・印刷体制、連絡網などを用意していた。実際

ラマン飯岡のルーチンワークになった。そのほか休

に行使されることはなかった。

暇や他の取材の合間を利用して編集局長を含む記者
が松尾村側から大地獄谷周辺を観察し、変化があっ

タイムス朝刊の印刷時間は他紙より早いが、岩手

た場合は関係機関へ連絡する体制をとっていた。

山の火山活動に関しては、緊急性が高い場合は通常
より時間を押すことも認められ、柔軟に対応できた。

この取り組みは後の 1999（平成 11）年春から西

印刷終了後の夜間に大きな地震や現象の変化が確

岩手の黒倉山から姥倉山の一帯で始まった噴気活動

認されたこと、発表されたことはほとんどなかった。

の記録に生かされた。タイムスとしても表面現象の

発生した場合も、おおむね担当記者と編集局長の連

記録収集に貢献できたと自負している。
タイムスの岩手郡の取材範囲は、前述の岩手山南

絡と取材対応で十分だった。

麓 3 町村で、一部西根町が入っていた。火山活動の

（2）情報の入手と記事
タイムスは当時、県政記者クラブに非加盟だった。
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活発化によって松尾村での取材が増えた。

起きた場合、現象がどこまで達するかを参加者が実
感していた。代官ルートにはその後、別な指摘も出
ている。
1998（平成 10）年 12 月には盛岡市中央公民館も
りおか江戸学入門講座「盛岡藩雑書と岩手山」で貞
享 3 年前後に起きた地震回数を調べた千田和文同館
文学芸主査（当時）の講演を掲載した。千田氏は雑
書がない代わりに最も噴火の詳細な記述がある「田
村神社別当齋藤家の記録（写）」を紹介した。前が
見えないほどの降灰、安倍館周辺で噴火による異臭
がしたことなどを紹介したもので、タイムスの取り
組みの延長線上にある。

（3）タイムスの特徴・噴火史の紹介

噴火史については、その後も科学的な研究で利用

タイムスは、過去の噴火史を紹介する記事が特徴

された場合に紹介している。2004（平成 16）年 2

の 1 つになっている。

月 19 日付では、越谷信岩手大学工学部助教授らの

1999（平成 11）年 1 月 1 日付の新年号では「岩手
山の素顔に迫る」と題し、理学博士の土井宣夫岩手

グループによる盛岡藩に伝わる「歴代御記録」から、

大学客員教授（当時）と文学博士の細井計同大学教

貞享噴火における融雪型火山泥流の発生地域を特定

育学部教授（同）との対談「古文書に見る岩手山噴

し、現地のトレンチ調査で同泥流に顕著な岩塊（か

火」を特集した。

い）を確認した研究成果を取り上げた。
（4）ＩＮＳとのかかわり

江戸時代の 1686（貞享 3）年 3 月の貞享噴火につ

新人だった私は火山活動や科学の知識に乏しく、

いて書かれた、盛岡藩の代官一行が噴火した岩手山

取材でたびたび苦労した。

に派遣された時の見聞録「岩鷲山御山御炎焼書留」
（県
立図書館蔵）などの古文書から、当時の噴火につい

臨時火山情報が発表され、噴火する可能性が高まっ

て 2 人に語ってもらった。古文書は記述内容やそれ

たピーク時、防災担当者、学識者は緊張感に包まれ

を基にした地質調査などで発生した現象を裏付け、

ていた。防災や火山活動評価の会議後に、聞き落と

防災マップの参考にもなっており、これに着目した。

した部分を電話で取材するためのホットラインがな

信頼できる記録は盛岡藩の「盛岡藩雑書」だが、

かった。科学的、専門的な領域の話は、写真や図を

残念なことに貞享 3 年の記録だけが欠落している。

見ながら、或いは紙に図を描いてもらわなければ分

しかし、貞享噴火を描写した古文書が多数あり、そ

からない場合が多かった。電話取材で正確な取材を

れらを集めて対談が行われた。

するのは困難だった。

期日や地名などに一部ずれがあるものの、噴火

岩手ネットワークシステム（以下、ＩＮＳ）「岩

で発生する火山泥流などの現象を裏付ける記述が

手山火山防災検討会」は、その意味で貴重な情報源

確認された。土井氏が対談を通じて新たな発見を

となった。ＩＮＳで話し合われた情報そのものが 1

する場面もあった。科学と文学の 2 人の学際的な視

面トップを飾ったこともあった。同時に火山活動の

点から過去の噴火の様子に迫ることにより、岩手

メカニズムや現象について、アットホームな説明や

山噴火を経験していない現在の住民、防災関係者

意見交換、質疑が行われ、情報や知識を集積させる

が実際に噴火した場合にどのような被害が想定さ

ことができた。行政や大学など岩手山防災の関係者

れるか、どのように対応するべきかを提起するこ

と交流を図ることができた。
結果的にその後の取材に生かされた。報道関係者

とができた。
この企画に関連して、1999（平成 11）年 3 月に

にも発言の機会が与えられるなど、岩手山防災に占

は古文書の記述を基に代官一行が視察したと見られ

めるＩＮＳの比重が高まるにつれて、取材をしやす

る「代官ルート」の現地踏査の様子を紹介した。代

くなった。

官ルートをたどることで、東岩手山のマグマ噴火が
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2001（平成 13）年に浜口博之氏が示した火山地下

2. 1999（平成 11）年以降の取材

構造探査から地下のマグマの供給源が鬼ヶ城カルデ

（1）表面現象観察とメカニズム解明の取材へ

ラ直下まで達していたとの解析結果を示したことか

平成 11 年度は西岩手の噴気などの表面現象が顕

らも明らかだった。

著になり、タイムスのカメラマンは 4 月末から 5 月
にかけて頻繁に松尾村へ足を運び、観察、撮影を続

しかし、その後は噴気や地温の上昇など表面現象

けた（写真 1、2）。噴気や地温上昇による植生が枯

が顕著になり、地下内部の火山性の地震は一時期活

れる範囲の広がりに伴い、観察する場所も松尾村か

発になっても、ピーク時と比較して低下傾向にある

ら雫石町にまで範囲を広げていった。

と判断した。タイムス内では、活動は低下しており、

表面現象で噴気孔が続々と確認され、写真に噴気

入山規制は解禁するべきとの考え方が年々強まった。

地点をプロットした資料が提供されると、素材をそ

活動を評価する「岩手山の火山活動に関する検討会」
、

のまま掲載した。原因について土井宣夫氏の説明や

入山規制の継続か緩和か最終判断をする自治体の結
論に納得できない点もあった。

「岩手山の火山活動に関する検討会」の見解を詳し
く掲載した。ＩＮＳや「岩手山の火山活動に関する

なぜ規制を継続するのか。火山活動の評価につい

検討会」、火山噴火予知連絡会など科学的な現象発

て専門家の説明を聞き、判断の理由を記事として紹

生のメカニズムや原因究明の研究については平成

介した。その内容をどう考えるか読者に問い掛けた。
多くは東側は一部規制緩和された 2001（平成 13）

10 年度以降も継続して詳しく紹介した。
平成 11 年度から始まった浜口博之東北大学大学

年 7 月の 1 年前、西側も同じく 2000 年（平成 12）

院理学研究科付属地震・噴火予知研究観測センター

年 7 月に解禁されてもおかしくないとの声だった。

所長（当時）らを中心とした学術機関による、人工

特に西側では必要な安全対策を講じたうえで、「噴

地震で地下の流体の構造を探る火山構造探査実験を

気見学ツアー」のような観光客、登山客が戻ってく

取材した。初回はカメラマンも同行し、2ヵ所に設

る振興策を図るべきとの視点でとらえていた。

置したダイナマイトで爆破の瞬間、ボアホールのふ

（3）地域振興から見た岩手山火山

たが地上高く吹き飛んだ写真の撮影に成功した（写

上のような考え方を持った背景には、地元紙とし

真 3）。私は翌 2000（平成 12）年まで行われた実験

ての立場が反映されている。岩手郡の取材が全国紙

に計 3 回立ち合った。

やテレビなどに比べて多い。スキー場、ホテルやペ
ンションといった宿泊施設など観光関係者に取材す

（2）入山規制と緩和

る機会が多いからだ。

火山性地震の発生回数や岩手山を震源とする有感
地震が平成 11 年度ごろから減少し、臨時火山情報

1998（平成 10）年の火山活動活発化による風評

が発表されることもなくなると、タイムスの紙面に

被害で、岩手山麓の県内外からの観光入れ込み数の

も岩手山の火山活動を知らせる記事の登場回数が減

減少が起きた。観光関係者には大変なダメージとなっ

少した。火山観測情報も月 1 回になった。

た。同年 9 月 3 日に雫石町滝ノ上を震源とした岩手

取材は入山規制を継続するか緩和、解禁するか

山南西地震、その年には同町内にある岩手高原スキー

の議論、それに関する活動の評価、火山との共生

場が利用客の安全のためとの理由で休業した。西側

を訴える火山防災シンポジウムや岩手山総合防災

を含めた入山完全解禁が判断された 2003（平成 15）

訓練、地域で岩手山防災に取り組む話題が中心になっ

年シーズンまで続いた。1999（平成 11）年 9 月 3 日

ていった。

の同町内の国の天然記念物「葛根田の大岩屋」（通

入山規制の東側一部緩和または西側で規制継続の

称玄武洞）が崩落し、観光資源そのものを失う危機

ニュースは、最終判断が下され、緩和のための準備

にも直面した。松尾村もスキーや夏シーズンの修学

が進められる毎年 5、6 月、西側での規制継続、東

旅行を含めた団体客の利用が激減した。八幡平リゾー

側で規制緩和される 7 月、翌年の規制緩和が話題に

トスキー場の撤退話など、岩手山の火山活動活発化

なる年末や年度末に紹介するのがパターン化した。

だけが主原因ではなかったにしても、少なからず観

1998（平成 10）年には、西側での水蒸気爆発の

光が基幹産業の岩手山麓町村に影響を与えたのは事
実だった。

可能性が高く、入山は危険との判断に立っていた。
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復興期に何が必要かを考えさせられる話題を取材す

特に火山活動活発化当初の岩手郡担当記者は、雫

る機会が増えた。

石町の岩手高原ペンション村などのペンション・オー
ナーたちと親交があった。岩手山南西地震の発生直

編集局が共有したのは、阪神大震災から唱えられ

後に、ペンションを訪ねて被災した状況を取材した

始めた「安心報道」という概念だ。災害をセンセー

時は、複雑な心境だった。被害を受けたことへの支

ショナルに報道するとか、不安だけを与える情報を

援が必要なのに、その光景を伝えることが観光客の

流すのではなく、正確で、被災した場合に必要な情

入れ込みを抑制しかねない。同時に私や別の記者が

報を住民へ適切に提供する。どの場所が危険かを伝

火山活動の現象やメカニズム、危険性を取材し、記

えながら、安全な場所はどこかも報道する。現象を

事にしていくことにジレンマを覚えた。

正しく理解してもらうための情報がいかに大事か考
えるようになった。地域紙として住民、被災者に安

ペンションなど観光関係者の取り組みを強力に後

心な情報を伝える役割は大きい。

押しする姿勢で、その後の取材に当たった。平成
10 年度の岩手南西地震発生から丸 1 年の記事は、

3. 総括

風評被害や観光入れ込み数の減少という逆風にめげ
ず、観光振興に取り組む地元の関係者を取材した。

（1）岩手山登ってみないと分からない

入山規制の緩和、全廃の考えになったのは、火山活

2004 年（平成 16）年 7 月 1 日、西側を含めた岩

動の危険性を軽視したのではない。火山活動の正確

手山の入山が全解禁した。タイムスでは 2001（平

で詳細な情報の発信、地元観光など基幹産業、地域

成 13）年 7 月 1 日の東側のみの一部規制緩和から、

経済の振興を同時に取材していくアンビバレントな

私が登山者とともに登山をし、山に登山者の声が帰っ

状況になっていた。

てきたことを伝える記事を紹介している。

景気低迷による社会経済情勢の悪化と岩手山の火

私は入山規制の始まる直前の 1998（平成 10）年

山活動活発化が重なってしまった。平成 10 年度か

6 月に、仙台管区気象台と盛岡地方気象台の現地観

ら 6 年以上に渡る試行錯誤は、今後再び火山活動が

測に同行し、網張登山道から山頂まで登山している。

活発化したり、経済不況が到来したときのために、

西側の規制が緩和された平成 16 年度、私は 6 シー

多くの示唆を残したと私は思う。

ズンぶりに網張ルートを登山した。6 年前と比べて

（4）県内外の災害を通じて・教訓

姥倉山山頂付近には監視機器が多数設置されており、

岩手山の火山活動活発化以降、全国では 2000（平

地温が高く熱泥のある地帯に登山者が誤って足を踏

成 12）年に有珠山、三宅島で噴火が起き、その後

み入れないよう立ち入りを規制するロープが張り巡

も磐梯山や富士山の火山活動が活発になるなどして

らされていた。規制の看板もあり、大地獄谷、黒倉

火山防災が注目された。

山山頂への立ち入りもできなかった。姥倉山から黒

そのたびに岩手山はそれらの教訓をどう生かして

倉山へ向かう途中にあった植生が以前と違って少な

いくか問われた。有珠山に関しては岩手県の報道関

くなっているような気がした。かすかな記憶と比べ

係者のほとんどが取材に入り、レポートを紹介した。

ても変化したものが幾つもあった。

タイムスは取材に行かなかったが、雫石町の岩手山

しかし、私が一番驚いたのは、自分が記憶してい

火山活動特別調査隊長の小原千里総務課消防防災係

た岩手山の網張コースが実際とはかなり違っていた

長（当時）を視察後に取材し、自治体担当者から見

ことだった。

た火山災害の教訓を 3 回連載で紹介した。2001（平

噴気活動が活発になった平成 11 年度以降、専門家

成 13）年 2 月には岩手県を訪れた岡田弘北海道大

や雫石町の火山活動特別調査隊が撮影した噴気やサ

学教授の講演を 4 回に分けて掲載するなどした。

サ枯れの地点が撮影された写真を見て、記憶を基に
発生した個所の位置関係を把握しているつもりだった。

火山以外にも自然災害はこの間、たびたび発生し
た。1999（平成 11）年の軽米町水害を教訓に、災

平成 16 年度、同調査隊長だった小原千里氏の説

害ボランティアと同ボランティア・コーディネーター

明を受けながら登山をすると、考えていた発生個所

の研修などが岩手県内で開催されるようになった。

と実際とに食い違いがあった。入山規制の直前に現

岩手山の火山活動自体が低下傾向にある中、復旧、

地を歩いていても大まかな位置関係しか分かってい
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図に反する報道をすることがある。

なかった。それまで伝えてきた表面現象や火山性の
活動を地図や写真を使って紹介してきたが、読者に

タイムスなど地元紙やテレビの地方局の報道関係

はどこまで理解してもらえたか疑問が湧いた。報道

者は岩手方式に対する理解を全国紙などと比べて持

関係者で一度も入山したことがない人がいたとする

ち続けることができる。全国紙は数年単位で異動し、

と、地図や提供された資料だけで正確に把握するこ

岩手方式についても、これまでの火山活動と火山防

と、専門家や防災機関との情報共有を図ることはか

災の取り組みについても白紙の状態にある。これに

なり難しいのではないか。

対応するためにも緊密な連携を具体的に明記した報
道関係者との協定が必要になる。

（2）ＩＮＳと岩手方式

（3）終わりに

ＩＮＳのお陰で、火山活動に関する知識や情報が

私は足かけ 7 年、取材をしながら岩手山の火山活

補完され、関係する情報はすべての報道関係者へ等

動と火山防災に関わってきた。現象や防災対応の在

しく伝えられた。
公式な会議などで顔を合わせるメンバーが非公式

り方が当たり前のようになり、住民や読者にとって

で情報交換するＩＮＳは、産学官それぞれの担当者

必要な情報を報道しなくなる欠点もある。長く関わ

の横のつながりによる連携強化、親睦が趣旨の 1 つ

ることは決して尊くない。
しかし、「有珠山の主治医」と言われる岡田弘北

だった。ＩＮＳに出席していた私を含め岩手山担当

海道大学教授は 2001（平成 13）年 2 月に岩手県を

記者もその一員となった。
私は情報の受け手である読者や市民に対するより、

訪れたとき、講演で雲仙岳の 1990（平成 2）年噴火
について以下のように話した。

取材相手寄りの考え方になりがちだった。出稿した

「水蒸気爆発をした半年後には溶岩ドームができ、

記事でそうした内容や認識が編集内で補正され、バ
ランスが保たれていた。入山規制緩和をめぐる議論

43 人が死亡した（火砕流発生の）1 週間前に避難の

では、タイムス内で早期の規制緩和が望ましいとの

必要性が示されていた。第 1 線では危険性が認識さ

考え方だったが、ＩＮＳに参加する私は慎重になっ

れ、行政に伝えられた。正確に情報を伝えたのは地

ていた。

元紙だけだった」。

岩手山の火山防災、いわゆる「岩手方式」による

同じ新聞でも、地域密着型の地域紙には地域紙と

「減災の四角錐」体制は、住民、行政機関、研究者

しての役割がある。今後もその役割を果たすよう努
めていきたい。

に報道関係者を柱の 1 つに加えている。4 者の緊密
な連携をうたっている。
平成 10 年度以降の報道関係者と行政機関、研究
者との協力関係の構築は、「岩手山の火山活動に関
する検討会」座長の斎藤徳美岩手大学教授が担った
役割が大きかった。岩手山を長年研究し続けてきた
土井宣夫氏の視点や考え方を行政機関の火山防災に
反映させ、報道関係者と行政機関、研究者の橋渡し
的存在として機能した。
しかし、全国でもモデルにされている岩手方式の
緊密な連携が、弊害になる可能性もある。
火山活動の評価や防災対策を講じる研究者や行政
機関、報道関係者との緊密な連携を、どの時点から、
いつまで続けるか。今後新たな局面に遭遇した場合
は、その線引きが必要になるだろう。住民や読者、
県外の観光客らへ誤解を招く情報が流れるのは避け
たいという関係者の意図は分かるが、報道関係者は
使命や役割を果たすため、災害時といえどもその意
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（文責：㈲盛岡タイムス社記者

大崎真士）
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8．㈱読売新聞社盛岡支局
が高まった末、山体崩壊が起こらない保障はない」

1. 報道の流れ

と警戒を呼びかけた。ただ盛岡支局の報道のスタン

1998 年６月 24 日
前線取材基地を設置（松尾村松川温泉・峡雲荘）

スとしては、「むやみに読者の不安をあおらず、正

※取材体制・盛岡支局

確な情報を」と心がけていた。科学部の記事は、そ

東北総局（宮城県）

の配慮がやや欠けていたのも事実。社内での連携の

東京本社地方部内信課など

甘さを痛感した。
8 月 6 日付の全国版では、「岩手山活発活動 3ヵ月

同 27 日
全国面「岩手山入山禁止に」と掲載

対策は着々、観光地は打撃」として、前月公表され

岩手県版で、斎藤徳美・火山活動検討委員会座

た「火山防災マップ」を紹介しながら、ふもとの旅

長の住民に冷静な対応を呼びかけるコメントを

館やペンションなどで宿泊予定客のキャンセルが相

掲載

次いでいる事例を伝えた。その中で「お客さんに『爆

７月２日

発しているんだね』と聞かれます」という雫石町の

科学面に専門家の見解を交え、火山活動のメカ

岩手高原でロッジ経営の男性の声を載せ、正確な情

ニズムを詳報

報を人々に伝えることの難しさを知った。
9 月 3 日に震度 6 弱の「岩手山南西地震」が発生し、

８月６日

記者が分担して岩手山のふもとや盛岡地方気象台、

全国面で火山防災対策や観光地への打撃を報道

県庁、仙台管区気象台、気象庁での取材メモを元に、

９月４日
全国面「火山性ではなく、断層運動による地震」

翌 4 日の全国版で「火山性ではなく、断層運動によ

掲載

る地震」という記事を掲載した。一方、「今回の地
震が岩手山の火山活動を活発化させる可能性がある」
という井田喜明・火山噴火予知連絡会長のコメント

2. 経過

を載せ、注意を喚起した。

臨時火山情報 2 号が出た 1998 年 6 月 24 日の翌 25
日、読売新聞盛岡支局は、水蒸気爆発が懸念される

3. 記者が見た岩手山噴火危機〜 1998 年 9 月 3 日の

大地獄谷を望むことができる地点からほど近い松尾

岩手山南西地震発生時の土屋メモから〜

村の松川温泉・峡雲荘に前線基地を設置し、東北総
局（宮城県）などから、応援の記者を受け入れた。

地震発生当時、盛岡市内を取材用私有車で走行中、

その際、万一の噴火に備え、記者の配置体制も決め

ラジオで地震が起きたことを知った。以前から火山

た。まず盛岡支局の記者が、東北総局の記者ととも

活動が活発だったため、
「噴火したのか」と直感し、

に、浜口博之・東北大付属地震予知・噴火予知観測

すぐ支局に引き返した。

センター教授（当時）や仙台管区気象台の西出則武

支局では屋上に上がり、デスク指示の下、記者は

地震情報官にインタビューし、今後の見通しなどに

岩手山の噴火の有無を確認するものと、山体の写真

ついて聞いた。

をとるため岩手山周辺に向かうものに分かれた。私

6 月 27 日付の本紙全国版で「岩手山入山禁止に」

は写真班に入り、土地鑑のある山麓の網張スキー場
にある国民休暇村へ車を走らせた。

と報道。また岩手県版で、火山活動検討委員会の斎
藤徳美座長の「すぐ住宅のあるところに影響を及ぼ

そこで、体験学習にきていた九戸村の中学生を取

す可能性は今のところ小さい。むやみに不安に思わ

材。その後、葛根田方面へ向かい、地震で出来た道

ず、冷静に対応してほしい」というコメントを載せ

路の亀裂や落石などの写真を撮り、いったん支局へ

た。禁止解除の時期については、浜口教授の「過去

戻った。
当時、デジタルカメラなどはなく、撮った写真を

の事例を考えても、非常に悩むところ」との見解を

支局内の自動現像機で現像するからだ。全国版や岩

掲載し、見極めの難しさを示した。
また 7 月 2 日付け全国版・科学面には、「水蒸気

手県版に載せる写真の確保が絶対だった。さらに悪

爆発警戒を、古くは噴火で山体崩壊も」の見出しで、

いことに、岩手山周辺はポケベルの不感地帯で、普

仙台管区気象台の地震情報官の「マグマの上昇圧力

及しつつあった携帯電話もつながることはまれだっ
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共有ができたらよかった。

た。また、夜になれば真っ暗闇の中での写真撮影は
ほとんど不可能。支局では地震発生から記者を蜘蛛

またもう一つ感じたのは、一連の岩手山の噴火危

の子を散らすように現場に向かわせたが、今のよう

機も、いったんノド元を過ぎてしまえばなかなか興

に満足に連絡ができる環境ではなかった。

味を維持したまま取材するのは難しいということ。
記者自身の資質に関わることかも知れないが、自戒

支局では上級生だった私は、時間を考えながら写

を込めて。

真を押さえて、支局に戻った。デスクやまとめ役の
記者が「●●と連絡がつかない。●●もだ」などと
若手記者から連絡がないことにいらだっていた。こ
ういう災害のときこそ、締め切りの時間などを自分
で考えながら取材することが大事であることを痛感
した。ただもう少し時間的な余裕があれば「もっと
山の中に入って生々しい大きな落石の様子を撮影で
きたかも知れない」という残念な気持ちはあった。
また、取材を通じ、日頃の取材源の確保が必要だ
と感じた。私はたまたま雫石町を管轄する盛岡西警
察署の遭難対策担当だった警察官と親しかった。岩
手県版で滝ノ上温泉に取り残された 100 人の宿泊客
の救出劇を書いたが、これは親しい警官の家に電話
をかけ、出かける間際につかまえて取材したものだっ
た。当局の発表ばかりでは書けない裏話がかけたと

（文責：元㈱読売新聞社盛岡支局 井澤宏明・土屋兼一、
盛岡支局 小日向邦夫）

思う。
4. おわりに
岩手山の火山活動が活発化した初期の取材を通し、
斎藤座長からは、産官学で作る岩手ネットワークシ
ステム（ＩＮＳ）への出席を薦められるなど、記者
も巻き込んで「減災」に取り組んでいこうという意
志を強く感じた。特に強調していたのが、住民の安
全を頂点に行政、研究者、マスメディアが連携する
「減災のテトラヘドロン（正四面体構造）
」という考
えだった。「地域に発信する情報の価値判断の基準は、
地元住民の安全に寄与するかどうか」という指摘に
は、報道に携わる者としてうなずかされた。インター
ネットで学者が発表する噴火のシナリオや、多くの
学者が岩手山で実施した観測、国土地理院などの調
査結果などについては、斎藤座長や火山活動対策検
討会の土井宣夫博士、浜口教授に意見を聞きながら、
「地元住民の安全に寄与するかどうか」という視点
で一定のニュース判断が出来たと思う。
一方で、担当した記者だけに情報を蓄積しがちで、
今後、実際に噴火に直面するかもしれない後輩記者
にそれまでの経験を伝えることが十分出来なかった
のでは、と反省している。もっと支局全体で情報の
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9．㈱岩手日日新聞社盛岡支社
関する申し合わせが行われ、岩手日日新聞社盛岡支社

岩手山の火山活動は 1998 年 2 月ごろから活発になっ

も参加。取材活動に生かした。

ていたが、9 月 3日に葛根田川付近の直下を震源とする

同年 12 月には、岩手日日新聞社などの推薦で、19

震度 6 弱の地震を受け、県は増田寛也知事を本部長と

社加盟の県政記者クラブから、岩手山の防災対策でハ

する県災害対策本部を設置した。
県の本部設置を踏まえ、緊急時の取材拠点となる盛

ザードマップ（防災地図）作成などに尽力した岩手大

岡支社では、一関市の本社と緊密な連絡を取りながら、

学教授の斎藤徳美氏と、地熱エンジニアリング事業本

発生時の応援態勢確認、取材のためのヘルメット、ブー

部取締役技師長で岩手大学客員教授の土井宣夫氏＝

ツ購入など、改めて非常時の取材機材などを備えた。

肩書きはいずれも当時＝に「ゴールデンクラブ賞」が贈

また、記事配信契約を結んでいる時事通信社盛岡支局

られた。
同賞は、1994 年にマスコミを通じて県勢の向上などに

とも連絡を密にすることを確認した。
本社サイドでは東邦航空花巻事務所と覚え書きを交

貢献した個人などを顕彰するため創設された。3 回目

わし、岩手山の噴火を含めた広範囲な災害に備え、優

の受賞だったが、防災対策では初めての受賞となった。
1999 年以降、岩手山の火山活動は全体として沈静

先的に空撮取材ができるよう、態勢を整えた。

化に向かったが、岩手日日新聞社ではこの間も、取材

岩手日日新聞社では本社が水害常襲地域にあり、発
行エリアが北上川流域の県南という事情もあって、1996

態勢の充実に努め、編集局の陣容を強化している。

年 7 月に地震、火山噴火、火災、風水害など災害によ

編集局員は総勢 54 人。一関本社のほか、盛岡、花巻、

る緊急事態が発生した場合の「危機管理マニュアル」

北上、水沢、仙台に支社を置き、千厩、平泉、江刺

を策定している。

に各支局を配置。県政をはじめ、災害や事件、事故な
ど地域に密着した迅速報道に力を入れている。

同マニュアルでは災害の規模に応じて 3ランクに分け、
人員招集規模、号外や特報を含めた発行態勢を決め

また、2004 年 4 月からは懸案だった県警クラブへの

ている。また、宮城県の河北新報社との間で災害時の

常駐態勢を整え、支社・局と連携しながら「有事」に

相互援助協定を結び、相互に災害紙面を制作すること

備えている。
最後に、現場取材を担当したＫ記者が 1998 年の年

になっている。

末に紙面に掲載した「記者ノート」を紹介して、一報

岩手山の火山活動の取材、報道に当たっては、いた
ずらに読者の不安をかき立てるような取材、記事になら

道機関の活動記録としたい。

ないように配慮。さらに現在は沈静化している栗駒山の

「岩手山南西地震に思う」

火山活動の経緯なども踏まえ、盛岡地方気象台の発表

宮沢賢治もこよなく愛した岩手山。今年ほど恐怖の

や、専門家による県岩手山火山活動検討会の発表を

象徴としてのまなざしを注いだ一年はなかっただろう。

中心に、事実関係を冷静に読者に伝えるよう努めた。

地震発生から一週間後、通行止めとなった県道を取材

また、国や県の岩手山火山対策や、岩手山火山噴

した。山から落ちてきた岩石でガードレールはぐんにゃり。

火を想定した防災マップなども「読者と情報を共有する」

80ｔもある大岩石が道をふさいでいる。人間生活をいや

ため、紙面を割いて報道する姿勢を貫いた。さらに周

応なく破壊する自然の巨大なエネルギーが、やがて襲っ

辺の宿泊施設の、いわゆる「風評被害」についてもで

てくるかもしれない怪物を想像させ、恐怖心を増幅させ

きる限り報道する一方、火山防災フォーラムや岩手山噴

た瞬間だった。
盛岡市内も強い地震に見舞われ、支社にいた私は

火対策防災訓練も詳報した。

爆発か、と生つばを飲み込んだ。犠牲者が出なかった

紙面に掲載された岩手山の火山活動は、1996 年か

のは不幸中の幸いだった。

ら開設しているホームページ「iwanichi」にも随時掲載。
2001 年からは i モードや L モードにも対応、読者だけで

平成に入ってから雲仙普賢岳の噴火、阪神・淡路

なく県外や海外からもアクセスが相次いだ。ホームペー

大震災と大災害が続いた。もはや他人事ではない。県

ジへのアクセス件数は一日平均約 5,500 件を数えている。

民一人一人が災害が発生した場合の具体的な対応方
法について、深く考える機会と準備が必要だと思う。

1998 年 9 月には県政記者クラブ加盟の新聞・通信
10 社と盛岡地方気象台との間で、岩手山火山活動に
関するＦネット送信（一斉同報通信）による情報提供に

（文責：㈱岩手日日新聞社盛岡支社支社長
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坂松哲男）

第7章 法人・団体の活動
1. 東日本電信電話㈱岩手支店
1. はじめに
岩手山の火山性地震活動の活発化を受け、ライフ
ラインである通信の確保を、岩手支店の最優先課題
として取り組みを強化して参りました。
大規模災害発生（岩手山の噴火）における通信の
確保及び早期復旧に向け、各種取り組みを実施して
きた。
2. 岩手山噴火に伴う通信確保の取組み
（1）臨時回線の作成（特設公衆電話等）
1）住民（被災者）の通話を確保するため、各市
町村指定の避難所へあらかじめ有線による臨
時回線（無料特設公衆電話等）を速やかに開
通出来るよう準備した。
2）各市町村指定の避難所に対して 420 回線を準
備した。
（2）防災機関等への臨時回線作成
1）庁舎・病院等へは、ポータブル衛星通信方式・
孤立防止用衛星通信方式（Ku-1Ch）により対
応することとしている。
2）必要に応じて、有線による臨時回線を作成し
通信の確保を図ることとしている。
（3）長時間停電対策
1）長時間停電に備え各交換所等には、蓄電池を
常設している。
2）停電発生時、長時間となり蓄電池の保持時間
を超えると想定されるときは、移動電源車に
より対応する。
（3）監視カメラ及び報道機関対応
1）東八幡平交換所から松川温泉間にメタルケー
ブルを布設し、火山活動の監視及び報道機関
用臨時回線を作製した。
3. 主な災害用対策機器の配備状況
（1）ポータブル衛星通信方式（写真 1）
1）1 台あたり最大 16 回線の臨時特設公衆電話等
の回線を確保。岩手県内に 4 台配備している。
（3）移動電源車（写真 3）

（2）孤立防止用衛星通信方式（Ku-1Ch）
（写真2）

1）長時間停電対策として、発電能力を備えた移

1）人手で運搬することができ、被災地の臨時特
設公衆電話として電話回線を 1 回線作成できる。

動電源車により通信電源を確保します。
500kVA 〜 30kVA の移動電源車を岩手県内に
合計 8 台配備している。
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（4）応急復旧光ケーブル

5. 利用者等への周知広報の実施
（1）お客様へのお願いについて

1）ケーブル心線の接続作業をワンタッチででき
るケーブルであり、被災した光通信ケーブル

安否確認は「災害用伝言ダイヤル 171」を使

の応急復旧に利用します。

用願います。

（5）非常用交換機（写真 4）
1）電話をつなぐ交換機が被災した場合、非常用
交換機をヘリコプター等で輸送し、交換機の
代替として電話回線を確保します。

4. 災害時の安否情報サービスの提供
（災害用伝言ダイヤル「171」；図 1，2，3）
（1）1998 年 9 月 3 日発生の雫石町を震源とする震
度 6 弱の地震発生時には、全国からの安否確
認（見舞い呼・問合せ呼）が殺到し交換機の
ふくそうにより通信の確保が危ぶまれたこと
から、全国で 2 回目となる災害用伝言ダイヤ
ル「171」の運用を実施した。
※お客様のご利用は、登録・再生で約 7,000
件を超える利用があった
（2）災害用伝言ダイヤルの普及に向け各市町村を
通じ、操作方法を記載したチラシ約 3,500 枚
を配布し、災害用伝言ダイヤル「171」の
PR に努めた。又、岩手山噴火対策防災訓練
において利用体験コーナーを設け、利用方法
等の周知を図った。
（3）1999 年 6 月以降発行の電話帳
（ハローページ・タウンページ）の「緊急ダ
イヤル欄」に災害用伝言ダイヤル「171」に
ついて掲載しております。
（4）災害用伝言ダイヤル「171」の基本的運用開
始条件は、①震度 6 弱以上の地震発生時、②
大規模災害が発生し、安否連絡が多発すると
想定される場合。
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6. 岩手山噴火対策防災訓練実施内容（写真 5,6）
（1）現地災害対策本部設置運用訓練
1）情報連絡ツールを活用した、被災状況収集活
動と情報伝達訓練。
2）被災地区と現地本部及び支店本部間を多次元
映像による伝達訓練。
3）自治体災害対策本部との情報連携訓練。
（2）特設公衆電話設置訓練
1）有線による臨時回線作成。
2）ポータブル衛星通信システムによる回線作成。
3）孤立防止用衛星通信システムによる回線作成。
（3）災害用伝言ダイヤル「171」運用訓練
1）利用体験コーナー設置。
2）広報車による住民への PR 活動。
3）訓練参加者及び広報誌への掲載・全戸へのチ
ラシ配布。
（4）応急復旧光ケーブルの接続訓練
1）応急復旧光ケーブルの展示。
2）応急光ケーブルの接続実演。
（5）移動電源車による電源供給訓練
1）現地災害対策本部への電源供給。
（文責：東日本電信電話㈱岩手支店設備部災害対策室）
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2．㈱ NTTドコモ東北盛岡支店
2. NTTドコモ東北における災害業務状況

1. ドコモ東北の防災機器
災害時における移動通信の確保は、
災害状況の把握、

NTTドコモ東北は災害対策基本法により指定公共機

防災関係機関相互の情報収集に不可欠で、特に屋外

関として「防災業務計画」及び「災害等対策規定」を制

から迅速な被害状況の伝達及び被災者の安否確認など

定し、
「岩手山火山防災計画」
（2000年9月制定）
の中で

の連絡手段として重要且つ不可欠なものとなっている。

計画の基本方針を下記のとおり定めており、
◆噴火は「いつか起こる」ことを前提に

また、
災害対策本部設置に伴い防災関係機関からの

◆たとえ起こってもライフラインの確保を即応できるよう

指揮命令の伝達手段として重要な役割を担っている。

に

このためNTTドコモ東北としては、
200余局の携帯電

◆「火山と共生」する「移動通信網」をめざす

話無線基地局を岩手県内に設置しており、
防災対策機
器を盛岡支店に配備し災害の備えとしている。

この基本方針を基に岩手山災害発生時における早期

①重要交換局の備え

復旧に必要な取組みを下記のとおりまとめた。

○大容量蓄電池設備の設置
○大容量発動発電機の設置

第1期

②携帯電話無線基地局の備え

異常データ観測活動活発期（噴火前対策）

○停電時に備えた蓄電池設置

火山性微動等の異常データが観測され、
且つ火山性

③その他 盛岡支店の備え
○移動無線車の配備（3無線基地局分）

地震の頻発、
噴気量の増加などデータに異常が増大

○移動電源車の配備（80KVA発動発電機）

した時期の対応

○発動発電機の設置（500VA）

＜NTTドコモ東北の任務＞

○ケータイ急速充電器（各機種対応8台）

○情報連絡室の設置

○衛星携帯電話（10台常備）

○災害対策本部の設置

＜NTTドコモ東北本社設置災害対策機器＞
第2期

○移動無線車（3基地局分）
○移動電源車（1,000KVA・80KVA）

避難期（緊急対策）

○可搬型発動発電機（5KVA

噴煙、
火山灰等の噴出あるいは水蒸気爆発等の噴火

○携帯発電機（800VA

3台）

が発生した場合で災害発生後48時間までの時期の

3台）

○衛星携帯電話（35台常備）

対応

○携帯電話（約180台

<NTTドコモ東北の任務>

緊急貸出用）

○衛星車載電話（15台）

○社員、
家族の安否の確認

（ケータイ充電器搭載）
○サービスカー

○通信トラヒックの監視・制御、
輻輳対策
○サービス復旧班の編成、
災害対策機器・物品の

など

移動

＜ネットワークの信頼性向上対策＞

○災害車両輸送ルートの検討

○重要交換局収容ビルの耐震対策
震度7クラスに充分耐えられる基準で建設

第3期

○通信途絶を防止するためのネットワークの多ルー

避難生活期(応急)対策

ト化

噴火が継続し、
住民の生活維持のための各種応急活

○すべての装置に対する予備装置の配備と、
同一

動が本格化してくる時期の対応

機能を有する装置の分散設置

<NTTドコモ東北の任務>
○サービス復旧の増強、
ケータイの貸出開始
○停電局への移動電源車設置
○サービスカーによるケータイ充電サービス開始
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第4期

5. 岩手山噴火総合防災訓練の状況
（1）訓練参加の基本姿勢

生活再建期（復旧・復興対策）

積
県主催の「岩手山噴火総合防災訓練」には毎年、

噴火による災害の危険がやや低下し復旧活動や復興
につながる対策の検討時期の対応

極的に参加し社員の防災意識の高揚を図り、
災害本部

<NTTドコモ東北の任務 >

と現場の確実な情報伝達及び移動無線車による携帯電
話無線基地局の設置技量の向上を基本とする。

○本格復旧計画の検討

（2）主な訓練内容

○ケータイの貸出継続

1）携帯電話無線基地局設置訓練

○サービスカーによる充電サービスの継続

移動無線車を用い臨時無線基地局の設置による
手順の確認また移動電源車を用い発電装置の操

3. 岩手山噴火活動に備えて

作による手順の確認

（1）無線基地局保守ルートの確保

2）FOMA電話機による映像伝送訓練

「岩手山火山防災ガイドライン」（2000 年 3 月制定）
で公表された防災マップにより、岩手山東側でマグマ噴

各参加機関の訓練模様
FOMAケータイを用いて、

火した場合の降灰予測情報に基づき、影響を受ける無

を動画として捉え、
現地災害対策本部等への伝送

線基地局を把握し迂回保守ルートの確認を実施。

訓練を実施。
（災害現地の様子をリアルタイムに映
像として確認）

（2）衛星携帯電話の常備

3）パケット通信方式による静止画伝送訓練

「岩手山火山防災ガイドライン」の公表にあわせ、衛
星携帯電話 10 台を集中配備し、災害発生時の情報収

「パケッ
ケータイのカメラ機能を用い災害現場の様子を

集、公共防災機関への貸出用電話機として活用。

ト通信」で現地災害対策本部等へ静止画による映
像伝送訓練を実施。

（3）災害対策機器の定期点検

4）携帯電話への充電サービスの提供

盛岡支店常備としている災害対策関連機器の定期点
検を実施し、また、定期的に移動無線車・移動電源

機種が異なるケータイへの充電サービスで、最大8

車の走行訓練を実施して万全の体制を維持。

台までのケータイに対し充電サービスの実施。
5）
「iモードﾞ災害用伝言板サービス」の体験
大規模災害が発生した際に被災地区の県単位で

4. 岩手山噴火防災訓練参加状況

携帯電話の「iモー
開設される安否登録サービスで、

（1）訓練参加状況
第１回 1998年10月18日

松尾村会場

ド」を利用した安否情報の登録・確認方法の説明と

第２回 1999年１月29日

滝沢村会場

体験を実施した。

第３回 1999年10月24日

西根町会場

第４回 2000年２月20日

雫石町会場

第５回 2000年８月27日

盛岡町会場

2004年1月よりサービスを開始した「iモード災害用伝言

第６回 2002年２月18日

玉山村会場

板サービス」は、大規模災害（水害・震度6弱以上の地

第７回 2002年11月18日

雫石町会場

震）が発生した際にドコモの携帯電話（iモード契約）のi

第８回 2002年12月15日

西根町会場

メニューに自動的に開設されるサービスで､被災者の安

第９回 2003年12月14日

松尾村会場

否の情報を伝言板形式で書き込み、
被害者のケータイ番

6. i モード災害用伝言板サービス

号を入力する事で登録情報を確認できるものである。
災害対策機器の展示及び衛星携帯電話による「特設

災害の際は通話が混雑して繋がりにくくなるがiモード

電話設置」訓練、
クイックキャストの同報機能による召集

は繋がりやすく先の「新潟県中越地区」の地震では約

システムの操作説明を実施。

14万件の登録と約25万件の確認の問合せが発生し災
害時の安否確認には非常に有効なシステムとなっている。

第9回からは iモードを利用した「災害用伝言板サー
ビス」を追加して、
携帯電話から住民の安否情報を伝言

（1）伝言への登録方法

板形式として情報の登録・登録内容を確認できる新サー

①iメニュートップより
「災害用伝言板」を選択

ビスの体験紹介。

②「登録」を選択
330

③「状態」を次の項目から選択
「無事です」
「被害があります」
「自宅に居ます」
「避難所に居ます」
コメントがあれば全角100文字まで登録可能
④「登録」を選択

⇒

登録完了

（1）伝言の確認方法
①iメニュートップより
「災害用伝言板」を選択
②「確認」を選択
③安否確認者のケータイ番号を入力後「検索」を選択
④確認したい情報を「選択」
（最新版が先頭に表示）
⑤安否情報を確認
⑥パソコンからの安否情報の確認
http://dengon.docomo.ne.jp/top.cgi
（注 同サービス開設時の限定で運用）
（3）保存期間
登録時間から72時間伝言を保存できる。最大10件の
伝言を登録でき、
更に登録すると古い順から上書きとなり
最新版10件の保存となる。
7. 今後の取組み
（1）危機管理意識の向上
（2）災害対策機器の総点検・配備強化
（3）iモード災害用伝言板サービスのPR
（4）防災訓練への恒常的参加を基本に即応体制を
堅持し災害に備える。

（文責：㈱ NTTドコモ東北 盛岡支店）
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3. 東北電力㈱岩手支店
当社は、1998 年 2 月からの岩手山火山活動の活

ないことから、2 号機変圧器からの受電により所内

発化を受け、
「岩手山火山活動活発化に対する対応」

電源を確保した。その後の復旧作業により、2 号発

方針を同年 7 月 27 日に決定し、社内防災体制およ

電機については 1998 年 9 月 29 日、1 号発電機につ

び関係機関との連携強化による情報収集・連絡体制

いては 1998 年 10 月 3 日に、各々運転を再開した。

の強化に着手した。また、岩手県より発表された「岩

しかし、地震発生後、被害を受けた県道西山生保

手山火山防災マップ」に基づき、噴火時の各電力設

内線は長期間に及び通行止めが続いたものの、発電

備への被害をシミュレーションし、復旧計画策定を

設備の保安 ･ 管理のため、定期巡視を欠かせないこ

行った。

とから、冬期の土砂崩れと雪崩の危険回避のため、
岩手県の管理設備である「熱水輸送トンネル」を借

1998 年 9 月 3 日 16 時 58 分、岩手山南西部を震源
とする地震が発生した。盛岡地方気象台の発表によ

り、約 2.7 ㎞に及ぶ坑内を徒歩でくぐり抜ける日々が、

ると、震源の深さはごく浅く、マグニチュードは

県道通行可能となる 2000 年 3 月 31 日まで継続された｡

6.2 と推定され、雫石町内で震度 6 弱、盛岡市内で
2. 葛根田第一発電所

震度 3 を記録した。県道西山生保内線は、葛根田川
の土砂が道

地震発生当時、水力発電機については改修作業の

路を覆い、通行止めとなった｡ 滝ノ上地区には温泉

ため長期停止中であったことから、発電支障につい

客と従業員ならびに葛根田地熱発電所関係者約 110

ては発生を免れた。同発電所は、発電設備に大きな

人が孤立するところとなり、翌日陸上自衛隊のヘリ

被害はなかったものの、水圧鉄管付近の山肌が崩落し、

コプター等により救出された｡

巨大な岩石が送電線鉄塔付近まで迫るところとなり、

上流部で山崩れ 11ヵ所、推定で 88 万

当社は、発電・配電設備被害が発生したことから、

場合によっては構造物に多大な被害を被る恐れがあっ
たものの何とか難を逃れることができた（写真 1）
｡

地震発生と同時に第 2 非常災害体制を発令、災害本

地震発生当時、発電所建物は 44 年を経過しており、

部を設置した。体制の発令を受け発変電部門におい
ては、地震発生直後より、各電気所の臨時巡視を開

壁面には無数の亀裂が入ったため、補修を行い

始したものの、葛根田地熱発電所へは道路の損傷お

1999 年 1 月 12 日に運転を再開した。
その後の 2000 年春に、東京大学地震研究所が、

よび余震による二次災害の発生が懸念されたことか
らヘリコプターにより人員・物資の運搬を行った。

岩手山噴火を想定した地震予知のため、発電所地下

被害が確認された電気所は、葛根田地熱発電所、葛

倉庫に傾斜計を設置していたが、地震回数の沈静化

根田第一発電所、葛根田第二発電所の 3ヵ所であり、

により 2001 年秋に撤去された。

配電部門においては土砂崩落により 16 基の電柱傾斜・
折損が確認され、滝ノ上地区 23 戸が停電した。各
。
電気設備の被害概要は以下のとおりであった（図 1）
1. 葛根田地熱発電所
地震発生と同時に、葛根田地熱発電所 1、2 号発
電機が自動停止した。また、土砂崩れにより、県道
西山生保内線沿いの配電線が寸断され、同発電所の
所内電源も停止した。
翌 4 日、配電線の早期復旧が困難なため、葛根田
地熱発電所の変圧器を利用した送電にて、滝ノ上地
区の停電を解消すべく、ヘリコプターにより復旧人

また、発電用水路の「めぐり沢水路橋」付近にお

員の搬送を開始した。66kV 送電線から受電し、2 号

いて崖崩れが発生、水路橋に大きな損傷はなかった

主要変圧器を復旧、その後、配電線への受電を開始

ものの、余震による落石で水路橋の損壊が懸念され

し、同日 16 時 13 分に滝ノ上地区の停電を解消した。

たことから、崩落個所の法面に落石防止網を設置し
崩落防止措置を講じた（写真 2）。

一方、1 号機の主要変圧器は故障のため使用でき
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4. 配電設備
地震発生後、電柱傾斜・折損など、滝ノ上線 33
号から 115 号間において電柱 16 基が被害を受けた（写
真 3）。被害状況把握と復旧作業のため、社員 20 名
が出動し被害状況の把握にあたったが、現地では土
砂崩れや地割れなどが発生しており、地上からの詳
細把握は困難を極めた。そこで、翌 4 日にヘリコプ
ターによる現況把握を行うとともに、滝ノ上地区の
お客さま設備の被害状況を個別確認し小型発電機の
設置や葛根田地熱発電所の変圧器を利用して、滝ノ
上地区の停電は 4 日 16 時 13 分に解消された。
3. 葛根田第二発電所
地震発生の直後から、水力発電機の出力変動が繰
り返された。巡視の結果、取水口上流の土砂崩れに
より河川流量が変動したことが判明。3 日 18 時 11
分に水力発電機の緊急保安停止を行った。
当発電所は水車発電機軸受の冷却用に湧水を利用
していたが、地震発生当日の巡視により、冷却用湧
水の枯渇が発見された。この湧水は、数日後、従前
以上の水量で再び湧き出しており、地下水源に何ら
かの変化があったことが想像できる。
また、発電所本館は南西方向に 51 ㎜不同沈下し、
建物ならびに水車発電機本体の傾斜が確認されたほ
継続する火山活動に対し社内において、1999 年

か、モルタル塗り外壁面に浮きが生じ、玄関のコン

11 月 11 日に情報伝達経路および応急体制の一層の

クリート階段に幅 2 ㎝の断裂が発生した｡
配電盤室は南方向に 28 ㎜不同沈下し、建物が傾

充実を目的とした「災害対策訓練」を、噴火による

斜したほか、一部配電盤が水平方向に約 5 ㎝ずれ、

火山泥流災害の発生を想定し実施した。2000 年 8

壁面、床面には多数の亀裂が生じた。

月 1 日には県「岩手山火山災害対策検討委員会」が

運転再開は、1998 年 10 月 23 日となった。その後、
1999 年 9 月 3 日に玄武洞が崩落し、約 5 万

公表した「岩手山火山防災マップ」と先に行った災
害対策訓練の結果を踏まえ、同火山活動への具体的

の土砂

が玄武洞下を流れる葛根田川を埋めたため、葛根田

な対応を示した「岩手山噴火防災対応マニュアル」

第二発電所の取水口から水路内に多量の土砂が流入

を制定した。また、県主催で実施する岩手山噴火対

することが懸念され、取水・運転を一時停止した｡

策防災訓練に参加し、災害時における電源対応およ
び電気事故防止のため電気防災知識の幅広い PR に

この崩落により、葛根田川の流路が変化し、河川

努めている（表 1）。

増水時の災害発生が懸念されたため、岩手県におい
て、河川堆積土砂の除去作業が急ピッチで進められ、
1999 年 12 月に完了した。
河川復旧工事とともに、県道西山生保内線の復旧
工事が進められ、2001 年 7 月に同県道の一般車両
の通行が可能となった。
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1998年６月24日

盛岡地方気象台発表の
臨時火山情報

・社内および関係機関との連絡体制を確認。
・県消防防災課と当社連絡窓口との連絡。

1998年７月３日

・岩手山火山活動活発化に対する対応を検討。

1998年７月27日

・「岩手山火山防災マップ」に基づき設備主管
毎に被害想定および復旧方針を策定。

1998年８月24日 岩手山火山活動対応体制
地震発生
マグニチュード6.2
1998年９月３日 地震による停電発生
葛根田地熱発電所停止
葛根田第2発電所停止

ハザードマップ等の準備
・非常災害対策本部（第2非常体制）を立上げ。
・被害状況把握および停電復旧のため社員が現地
へ出動。
・被害状況確認および人員・物資運搬用
ヘリコプターを3機手配。
・ヘリコプターにより葛根田地熱発電所へ
人員および物資を運搬。

1998年９月４日 停電復旧

1998年９月７日

・電源車の使用計画策定
・碍子洗浄装置点検準備

・葛根田地熱発電所へ衛星電話を設置。
・葛根田地熱発電所ＰＲホールの一時休館を告知。
・被害状況を上空（ヘリコプター）および
地上より確認。
・非常災害対策連絡室（第1非常体制）に切替。
・被害設備復旧計画の立案
・非常災害対策連絡室（第1非常体制）を解除。

1998年10月３日 葛根田地熱発電所運転再開
1998年10月23日 葛根田第2発電所運転再開
1999年１月12日 葛根田第2発電所運転再開
1999年５月６日

・ヘリコプターによる巡視

1999年11月11日

・岩手山噴火を想定した災害対策訓練を実施

2000年８月１日

・「岩手山噴火防災対応マニュアル」を策定

2001年11月18日

・県主催「平成13年度岩手山噴火対策防災訓練」へ参加

2002年12月15日

・県主催「平成14年度岩手山噴火対策防災訓練」へ参加

2003年12月14日

・県主催「平成15年度岩手山噴火対策防災訓練」へ参加
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停電範囲：滝ノ上線33〜115

（文責：東北電力㈱岩手支店 企画管理部門）
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4. 日本道路公団盛岡管理事務所
1. 高速道路における火山防災対策
東北自動車道の滝沢 IC 〜西根 IC 〜松尾八幡平
IC の区間は、岩手山の東側山裾に沿ってほぼ半円
状に近接した地点を通過しており、火山の活動如何
によっては直接的被災を受ける要素が高い（図 1）。
この事は、2000 年の有珠山の噴火活動の記憶を未
だ生々しく想い起こさせるものである。
1998 年における急速な岩手山火山活動の活発化
に伴い、高速道路の火山防災対応の経験が少なかっ
た日本道路公団においては、当該区間を管理する盛
岡管理事務所が主体となり、東北支社及び隣接管理
事務所と連携し、岩手県等の関係防災機関との連絡
②発災時の適切な交通規制と避難誘導によるお客

調整や対策検討の取組みに急遽入った。

様の安全確保。

具体的には、噴火時の避難誘導や高速道路の通行

③発災後の的確な状況把握と速やかな復旧及び交

規制による人的な被災予防策の検討や、発生後の速
やかな復旧策の検討を予め実施し、地域防災計画に

通確保。

基づく指定公共機関として、その責務を果たす事にある。

（2）防災体制の流れ
岩手山の火山活動に伴う高速道路の防災体制は、
表 2 の区分に従い実施する（写真 1）。

2. 噴火時の高速道路被害想定
東北自動車道は、岩手山の東側山裾を山頂から約
7.5 ㎞と近接した地域を通過しており、東側及び西
側噴火時においては、高速道路上の降灰被害や融雪

連絡体制の強化
・ 情報収集
・ 連絡体制の強化

泥流等の被害が想定されている（表 1）。

滝沢IC〜松尾
八幡平IC間に
数㎝

滝沢IC〜松尾八幡平IC
60㎝〜30㎝
その周辺では10㎝以上

無し

西根IC〜岩手山SA間の
平笠地区で高速道路
上を越流

無し

滝沢IC〜西根IC間で3箇
所、西根IC〜岩手山SA
間で3箇所、計6箇所で
高速道路上を越流

災害が発生する恐れの有る場合
・ 監視体制強化
・ 情報収集、提供強化
・ 通行止め作業の準備
・ 料金所等の情報提供準備
災害が発生した場合
・ 通行止めの実施
・ 情報収集、監視観測活動
・ 障害の排除作業の実施

3. 火山防災体制
（1）JH の取組みと基本方針
火山防災対策にあたっては、 噴火は防げない
が

災害は軽減出来る

との認識により、以下の事

項を基本方針として取り組む。
①関係機関との密接な連携による的確な状況把握
と円滑な交通処理。
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（2）交通確保・輸送計画の実施
災害発生時においては、適切な交通規制及び円滑
な応急復旧作業を行い、交通確保を図る。
①防災拠点等の指定
東北自動車道、八戸自動車道、秋田自動車道及
び釜石自動車道の各 IC を指定。
②緊急輸送路の指定
東北自動車道、八戸自動車道、秋田自動車道及
び釜石自動車道の県内全線を指定。
（3）緊急自動車等の取扱い
道路整備特別措置法（第 12 条第 1 項）に基づき、
次に該当する時は、通行料金を徴収しない車両とし
て取り扱う。
①緊急自動車
②災害救助のため使用する自動車で、緊急自動車
等、政令で定める車両。

（3）初動時の対応

③高速道路が迂回路に指定され、依命通知を受け

火山に関する『緊急火山情報』や『噴火』等の事

た自動車。

象が発生した場合には、直ちに以下の通行規制（通
行止め）を実施し、高速道路利用者（お客様）の避

5. 高速道路の通行規制等について

難誘導や国道等を利用した広域迂回路の設定を行う

（1）通行規制の実施基準

（図 2、表 3）。

高速道路の通行規制は、図 2（防災体制の流れ）

なお、国道等の広域迂回路の設定にあたっては、

に示すケースにおいて実施する。

大型車両（25t）の通行可能な道路を加味して設定。

（2）通行止め区間の設定
高速道路の通行止め規制は、表 3（噴火形態と通
西側水蒸気爆発

東北道

盛岡IC〜松尾八幡平IC

東側マグマ噴火

東北道
八戸道

北上江釣子IC〜十和田IC
安代JCT〜一戸IC

行止め区間）に示す他、下記のケースにおいて実施
する。
①高速道路区域に、避難勧告が発令された場合
避難勧告が発令された地域を含む IC 間
②噴火後、大雨洪水警報が発令された場合

4. 災害時に求められる高速道路の役割

東北自動車道

（1）災害応急措置の実施

西根 IC 〜松尾八幡平 IC

火山災害の発生若しくは発生の恐れのある場合は、
「岩手県地域防災計画（火山災害対策編）」により、

（3）道路通行規制の解除及び縮小

指定公共機関として災害応急措置を実施するととも

発災後の初動対応として実施された高速道路の通

に、県及び市町村その他防災関係機関の活動に協力

行止め規制区間は、以下の事項を総合的に検討のう

する（表 4）。

え解除及び縮小を判断する。
①気象庁又は専門家等より得られた火山活動の状
況

日本道路公団
東北支社

②降雨等気象情報

（1）高速道路の整備及び
災害防止に関する事
（2）災害時における交通規制
及び輸送に関する事
（3）高速道路の復旧に関する事

③国土交通省及び自治体等関係機関の動向
④周辺道路の通行規制状況
⑤避難勧告（警戒区域）の範囲
⑥本線の状況（降灰状況、降灰処理作業等）
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②火山防災マップ・模型展示による啓発

6. 監視・観測体制の整備

高速道路をご利用頂く

（1）監視・観測体制の強化

岩手県内外の広範囲なお

①監視カメラ（ITV）
東北自動車道の滝沢 IC 〜西根 IC 〜松尾八幡平

客様に対し、休憩施設内

IC 間においては、岩手山頂から約 7.5km と極めて

に岩手山火山防災コーナー

近接しており、同区間に監視カメラを計 3 基を設

を展示し、火山防災の広

置し、噴火活動の監視・観測体制の強化及び発災

報啓発を行う（表 8、写

時の道路被害状況や復旧状況の把握を行う（表 5）
。

真 2）
。

一本木監視カメラ

滝沢IC〜西根IC

火山防災マップ

各SA・PA（上下線）

岩手山SA監視カメラ

西根IC〜松尾八幡平IC

火山防災模型

岩手山SA（上下線）

松尾八幡平IC監視カメラ 松尾八幡平IC
②土石流監視センサーモニター（土石流通報装置）

（3）専任の防災担当組織の設置
火山防災体制の関係防災機関等との情報交換や調整、

国土交通省岩手河川国道事務所が設置した土石
流観測センサーのうち、高速道路に面した 6 地点

及び発災時の防災指揮や速やかな復旧体制の指揮を

の監視センサー情報をモニタリングし、土石流の

統括する者として、管理事務所組織に所長を補佐す

監視・観測状況の把握を行う（表 6）。

る副所長（技術職）を設置し組織強化を行う（表 9）
。

土石流検知センサー

焼切沢、
有根沢、
妻ノ神沢
小水無沢、
ナリヤ沢

雨量観測情報

東八幡平、
三ツ森、
松川
網張、
玄武

副所長（技術職）

1名（2000年2月1日〜）

7. 今後の火山防災体制の取組み
岩手山火山防災に対する取組みについては、防災
関係機関のみならず、産官学の関係者によるＩＮＳ

（2）休憩施設（SA、PA）の情報提供と広報啓発

「岩手山火山防災検討会」に代表される連携と連帯
の強さを発揮し、機動的な対策検討がなされ

① FAX 掲示板の設置

方式

噴火発生時及び避難勧告等の事象が発生した場

岩手

として根付いている。

合、休憩施設にいるお客様に拡声放送と FAX 掲

高速道路における岩手山火山防災の対応検討につ

示板により情報提供し、迅速な避難誘導及び情報

いては、有珠山噴火時の初期対応や復旧対応面に果

提供を行う（表 7）。

たした効果は大きなものがあり、その後の磐梯山の
防災検討や浅間山小噴火時の対応など、岩手山火山
防災の資料が各地の防災検討に活かされている。
岩手山の火山活動は収束傾向に向かいつつあるが、

滝沢PA（下り線）
FAX掲示板

噴火は防げない

岩手山SA（上下線）
前森山PA（上り線）

が、 災害は軽減出来る

との基

本認識の基に、引き続き観測監視体制を堅持する必

計4基

要がある。

（文責：日本道路公団盛岡管理事務所副所長 高橋正治）
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5．

岩手県医師会
○ 1999 年 1 月 29 日（金）

地震、火山の噴火、洪水、テロ、航空事故などの
ように一度に大人数のけが人や死亡者が出るような

午前 10 時頃岩手山山頂付近から 200 ｍの高さに

場合、何が一番問題になるであろうか。そして医師

噴煙が上がり、その後火山泥流が発生したとの想定

会として何が出来るだろうか？そのようなことが起

で訓練を行った。岩手県医師会では医療班出動訓練

きる前なら起きた時のことを想定してその対策を考

とトリアージ訓練などを行った。

え、実際に訓練しておくことは極めて大切なことと
○ 1999 年 10 月 24 日（日）

考える。
岩手県と岩手県医師会とは 1989 年 4 月に災害時

午前 7 時 5 分頃雫石町長山で震度 3 の地震がした

の医療救護に対する協定書を締結し、その後 1998

との想定で、対策本部設置、アマチュア無線による

年 3 月協定の一部を変更した。それによると、岩手

交信連絡の依頼、医療救護班派遣訓練（岩手医科大

県医師会は県知事の指令を待つことなく独自の判断

学高次救急センター、岩手郡医師会、町立西根病院、

で県医師会長が医療救護班を編成し、現地に対策本

盛岡赤十字病院）
、トリアージ訓練、防災ヘリコプター・

部を設置することが出来る。

ドクターカーで高次救急センターへの搬送訓練。

過去のことを顧みると、1972 年の雫石上空にお
○ 2000 年 2 月 20 日（日）

ける全日空機と自衛隊機の衝突墜落事故、阪神淡路
大震災の際、一番問題になったことは、搬入病院に

午前 8 時 30 分岩手山西側で大規模な噴火が発生

おける受入態勢に関する情報伝達手段がないため、

した、との想定で、岩手県医師会では情報伝達訓練、

近くの病院にけが人が集中して搬送され、遠くの病

災害対策本部設置訓練を行うとともに、医療班編成

院は余力を残した状態であったという。

および出動訓練を行い県立中央病院田巻健治医師、

岩手県医師会では、このような状況に鑑み岩手山

戦場智子看護師、岩手郡医師会から高橋牧之介会長

噴火危機対応訓練に際しては、協定による初動訓練、

他 8 名の医師が参加した。及川慶一県医師会常任理

アマチュア無線による情報伝達訓練、災害時病院負

事が総指揮を取り事務局員 5 名がファクシミリや電

傷者受け入れ訓練などを行い、また 2004 年の岩手

話による情報伝達にあたった。医療班は現地におい

県医師会と岩手県との懇談会においては、県庁の屋

てトリアージ訓練を行い、また防災ヘリコプターに

上に「アマチュア無線中継局を設置すること」を提

よる患者搬送訓練もおこなった（写真 1、2）。

言し県においてもその重要性を認識し、情報の収集
を始めた。
以下は岩手県医師会が行った主な防災訓練を経時
的に述べる。
○ 1998 年 10 月 18 日（日）
午前 6 時 25 分頃、岩手山付近を震源とする震度
５弱の地震が発生したとの想定で、通信情報連絡訓
練及び担当理事・担当職員の非常招集訓練、岩手県
医師会災害対策本部設置訓練、医療救護班派遣訓練、
後方医療機関受入体制確保訓練、医療施設入院患者
等避難支援要請訓練（岩手郡医師会、盛岡市医師会、
東八幡平病院、県立中央病院）などを行った。松尾
村桜公園では、医療救護訓練、医療施設入院患者避
難支援要請訓練、アマチュア無線による交信訓練（松
尾ネット交信テスト：東八幡平病院アマチュア無線
クラブ及川忠人）を行った。
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○ 2001 年 2 月 18 日（日）
○ 2001 年 11 月 18 日
（日）

岩手山東側で融雪型火山泥流が発生したとの想定

救護班出動訓練には高橋牧之介岩手郡医師会長、

で、岩手郡医師会から高橋牧之介会長他 8 名が参加

高橋

し、応急救護所設置訓練とトリアージ訓練を行った

孝副会長、岩手医大から真壁医師、県立中央

（写真 3、4）。今回から新たに通信情報連絡訓練の

病院からは川村医師が参加し、外傷者に対する応急

一環として「岩手メディカルハムクラブ（岩手県医

処置訓練、救護搬送訓練、トリアージ訓練などをお

師会アマチュア無線クラブ）」による無線通信訓練

こなった（写真 6）。反省点として、「救急災害の柱

が行われた（写真 5）。参加者は石川育成会長、及

であるトリアージの重要性は認めるものの、実際の

川忠人岩手郡医師会理事、岩動

孝常任理事などで

災害時にははたして 4 段階のトリアージ分類は可能

あった。災害発生時には使用不能となる携帯電話・

かどうか？、円滑な搬送業務の確保や搬送先などに

有線電話に頼らない緊急通信手段としてのアマチュ

ついての情報伝達などが重要」だとの考えが出された。

ア無線の重要性が認識された。

○ 2002 年 12 月 15 日（日）
西根町および松川河川敷周辺に火山泥流が発生し
た、との想定で救護の支援を行う情報伝達訓練を行っ
た｡ 西根町アマチュア無線家の協力を得て初期情報
伝達訓練、岩手県医師会と東八幡平病院との間でア
マチュア無線通信を行った（写真 7）。盛岡の岩手
県医師会館と東八幡平病院の間は極めて良好に通信
できることが確認された。同時進行で松川河川敷で
救護された 2 名の重傷者を西根病院まで搬送する間
の情報伝達も一部ハンディー無線機の使用により感
度不良ではあるが通信可能であることがわかった。
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○ 2003 年 12 月 14 日（日）
（文責： 岩手県医師会副会長

災害発生時初動に重要な情報伝達訓練として、岩
手県医師会と岩手郡医師会が協力してアマチュア無
線による訓練を行った。「松尾村八幡平温泉郷で災
害が発生し救出が必要な被害者がいる」との情報を
盛岡の岩手県医師会（岩手メディカルハムクラブ）
が傍受し、「岩手郡医師会会長と電話連絡を取り、
現地への救護班と救急車の派遣の指示を受けた」こ
とを東八幡平病院アマチュア無線クラブに連絡し、
東八幡平病院から救護班並びに救急車が出動する、
という想定で訓練を行った（写真 8）。盛岡市と松
尾町役場、東八幡平病院との間は問題なく通信が可
能であり、災害時ではやはりアマチュア無線の力が
必要と言うことが証明された。なお、現場ではハン
ディー無線機で事細かな情報伝達が行われ、搬送作
業も滞りなく行われた（写真 9）。
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石動

孝）

6．

岩手郡医師会 〜岩手山噴火防災対策の経過と反省〜

盛岡の地にある岩手医大で学生時代を送った筆者

いた、松尾村非常時通信連絡網を整備することに同

等にとっては、1965 年代の岩手山は岩手医大学生

意を得て、具体的活動の検討をした。まず毎週 1 回

講義室 4 階からみると、山頂付近から水蒸気が見え

位の定時通信をすることが必要であるとの認識で一

る平穏な活火山でした。その火山活動は江戸時代の

致し、毎週木曜日の正午に定時通信をすることで了

元禄の時代であり、自分の祖父母等も知ることのあ

承を得ることが出来た。また同時に、超短波（UHF）

り得ない長い歴史的時間の経過があり、いわば現代

を用いて、近距離通信を中心とした、アマチュア無

社会の時間感覚には全く予想もつかないほど長い時

線連絡網の整備をすることとなった。
その後 7 月より毎週木曜日の定時通信は曲がりな

間的歴史的経過があります。
1998 年 6 月 24 日、突然岩手山の噴火の危険性が

りにも継続され、さらに短波帯による通信の可能性

高まり、臨時火山情報が出されて、松尾村の八幡平

及び、近距離における携帯無線機の機能の村内での

温泉郷近辺が噴火の影響を受ける可能性が高いとの

感度の変化等を検討しながら、緊急通信を想定する

指摘を、当時岩手郡医師会長の高橋牧之介先生より

準備を重ねた。7 月 10 日に臨時火山情報 3 号が出さ

電話で連絡を頂いて、まさかと寝耳に水とはこのこ

れて、大規模な噴火の可能性が高いことが、マスコ

とかと自分の耳を疑いたくなる衝撃を受けました。

ミを中心に報道された。その日は、たまたま他の講

翌々日の 26 日には岩手県医師会が岩手山火山活

演会等の出席のために、自宅への帰宅が夜の 9 時頃

動対策連絡会を開催して、県医師会会長、副会長、

となり、ビデオに録画された報道を見て、臨時火山

常任理事等 15 名の関係者でその対応を協議しました。

情報が出てから約 10 時間程の経過があり、地元に

岩手医大高次救急センター教授の谷口先生は、比較

ある我が病院長への連絡不足を痛感し、改めて我が

的小規模な噴火を予測して、緊急受け入れ体制の整

職場における緊急情報連絡手段の確立が急務である

備を岩手医大・県立中央病院・盛岡市医師会を中心

ことを自覚せざるを得なかった。

にその救援受け入れ体勢を構築する必要を指摘し、

8 月中旬に、九州大学の前雲仙地震火山研究所所

岩手県医師会独自の判断で医療救護団を派遣するこ

長の太田一也先生が県民会館で雲仙普賢岳での経験

とも可能であることを実感して、これらの医師会関

について講演され、火砕流への対応と長期間のご苦

係者のご配慮に藁をもつかむ心境が一転して感謝の

労を学ぶことが出来た。その中での火山防災の奥の

気持ちで一杯となった。

深さと困難さを痛感した次第であった。やがてお盆
の時期になり、週 1 回の定時通信を維持するために、

それまで 1998 年 2 月頃から火山性地震が多発す
るようになり 4 月 29 日と 6 月 24 日にそれぞれ盛岡

東八幡平病院アマチュア無線クラブ会員の守谷君に

地方気象台から臨時火山情報が発表され、さらに 7

ご自宅へ戻ってもらい、室内からの携帯無線機を用

月 10 日には臨時火山情報第 3 号が発表された。岩

いて交信を試み十分な感度を得ることが出来た。し

手山頂が東八幡平病院から直線距離で 5 〜 6 ㎞の至

かし院内緊急体制・防災連絡体制についても、患者

近であるために、東八幡平温泉郷への有事の対応お

さんや家族への心理的配慮から火山活動を目的とし

よび、東八幡平病院への被害想定時の対応が課題と

た防災訓練のゆとりはなく、それらの活動は自粛せ

なった。それにしても、激しいマスコミ攻勢には頭

ざるを得なかった。

を悩まされたが、被害想定やその対策を聞かれたが、

翌月の 9 月 3 日午後 5 時頃に岩手山西南部を中心

記者に対してはマスコミ報道をなるべく控える条件

に震度 6 弱の大規模な地震が発生した。折からの火

ということで本音をお伝えするという不自然な対応

山対策もあり、岩手山の噴火と誤解され、携帯電話

となった。事実この臨時火山情報が出てから、退院

通信が 3 時間位不通となり、災害時の情報通信の確

の患者さんはいても入院の患者さんは皆無となり、

保が急務であることが、はからずも実証されること

次第に有感地震の頻度が多くなるにつれて、当直・

になり、改めて有事の双方向性無線通信の必要性が

宿直の時の緊張感は何とも表現しきれない不安感が

痛感されるようになった。その大地震の日の情報確

深まっていった。

保は岩手県では困難を極め、地震発生後 9 時間経過

6 月 29 日夕方の村内アマチュア無線家 8 名の当院

して初めて被害の状況をまとめることが出来た。震

院長室への集合を契機にして、アマチュア無線を用

源地の近くの滝ノ上温泉には修学旅行中の生徒が百
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数十名孤立したが、運良く警察無線により、連絡が

ストに参加して頂いたことはその後のハムネットワー

取れ、翌日の早朝に陸上自衛隊、県警機動隊のヘリ

クの方向を示唆するものとなると思われた。暴風雨

コプターで無事災害地を脱出することが出来て、マ

下での災害救助訓練は統一性が保持されにくい中で

スコミ報道も胸をなで下ろした。また、このような

多くの問題提起をされることが多く、実際に噴火が

経験から、我々が「松尾ネット」として、民間のハ

起こった場合の想定とはほど遠い内容になったこと

ムネットワークが再度注目されるようになり、有事

を率直に反省しなければならないと思った。特に医

の際のアマチュア無線の重要性が認識されるように

師会からの参加者が少ない中でトリアージの訓練は

なった。筆者の活動が地元新聞に取り上げられ報道

すでに負傷レベルの解かる様な人形を用いて、その

された。

現場での役割分担等は準備段階から周到な訓練とし
ては質的にレベルが程遠い内容であり反省事項の課

一方雫石における震度 6 弱の地震での様々な経験

題となった。

から、岩手県を主体に岩手山山麓の地方自治体等が
中心となり、第 1 回「岩手山火山噴火対策防災訓練」

9 月 3 日の雫石の地震の後に、岩手山火山活動に

を岩手県医師会・岩手郡医師会も参加して実施する

よる地震の回数が急激に少なくなるという、予想に

ことになり、10 月 18 日早朝 6 時半過ぎに、岩手山

反した現象がある中で 10 月 10 日には岩手山の東側

が噴火したとの想定の下に、総合防災訓練が我が病

の薬師岳の噴火を想定した「岩手山火山防災マップ」

院のある地元松尾村の桜公園イベント広場で開催さ

が「岩手山火山災害対策検討委員会」より公表され

れることになった。折しも台風 10 号が日本海を北

た。盛岡市、玉山村、西根町、雫石町、松尾村を大

上し、丁度防災訓練を実施する時間帯には暴風雨と

きく含む被害予想地図は一般住民に大きな心理的イ

なり、本番さながらの防災訓練となった。小生も岩

ンパクトを与えることになった。また 10 月 18 日の

手郡医師会からの指示による災害現場への医療班の

総合防災訓練閉会式の挨拶で増田県知事は、総合防

派遣医師として病院所属の救急車にて現場に急行す

災訓練は冬季訓練としても実施する計画であること

ることになった。現場派遣の前の情報収集訓練とし

を挨拶で述べたこともあり、岩手山火山噴火防災対

て、岩手県医師会情報担当常務理事の岩動

策訓練は長期化を予想させることになった。

孝先生

（JH7OLB）からの現場災害情報の伝達をアマチュ

火山活動のバロメーターである火山性地震の頻度

ア無線 430MHZ の FM で通信を確保し、訓練非常

は 11 月には昨年 3 月の頻度並にまで低下傾向を認

通信を盛岡市の岩手県医師会館と東八幡平病院間で

めているが、尚火山性地震は継続して観測されてい

行い岩手郡医師会の要請で救護班の派遣を実施する

ること等が 11 月に NHKTV の「クローズアップ現代」

ことが出来た。さらに松尾ネットの有志がイベント

に取り上げられ、岩手山はいまや地震情報を予知す

広場に特設八木アンテナを移設し、仮設テントに移

る観測器の設置等の配備体制は、前代未聞の最先端

動局を設置する方針で進めたが、折からの暴風でテ

を持つ観測体制になっていて、そのまま噴火せずに

ントが破損したために、急遽派遣された救急車を臨

収まっていくことを願わずにはおれない思いであっ

時無線室として使用して防災訓練にともなう交信テ

た。小生は岩手日報のホームページにある火山情報

ストを松尾村・西根町・盛岡市在住のアマチュア局

が GPS により継時的に表示されている岩手山の近

と合わせて 15 局との交信が成立し、様々な本番さ

辺の定点を基準とした膨張率に関心を持ちながら、

ながらの教訓を得ることが出来て感謝であった。こ

噴火の予知の一判断基準にしようと、ほとんど毎日

れらの内容はすでに岩手県医師会の機関誌「いわて

その変化をインターネットを通して観知することを

医報」11 月号に掲載されているが、防災訓練にあ

日課とした。

たり、消防・医師会・行政・警察等の連携が叫ばれ

松尾ネットで交信しながら、「元気にこのように

ながら、なかなかその連携プレイが困難であること

情報交換することが出来ていること自体が感謝であ

を実感した。また隣の西根町でも同じ時間に防災訓

る」とするアマチュア無線家の声が多く、山に変化

練をしていたがその関係者ともアマチュア無線を用

が無く、元気に交信活動が継続できること自体が有

いて交信が可能となり、加えて、警察、歯科医師会、

り難いとの思いが交信の中でありありと伺うことが

薬剤師会等の多くの方が関心を示して、この交信テ

出来た。しかし万が一火山活動が災害としての活動
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が活発化し始めた場合には、その正確な情報伝達が

ア局はその状態を傍受し、その後松尾村等のアマチュ

早く行われて、少しでも被害が少なくなるような役

ア局との交信テストを行い、訓練通信を終えること

割があることは、これまでの災害時のアマチュア局

が出来た。また被害現場から救急車の搬送に伴う支

の様々な実績から明らかでもあり、しかしながら、

援情報訓練を行い、救急車と受け入れ病院をつなぐ

災害の予想は人知を超えた面もかなりあり、最新の

情報通信伝達訓練を実施した。この間、ハンデイ機

科学技術を駆使しても予想が困難であることも事実

（携帯無線機）による通信は如何に短距離であって

であった。それらのことを考えると我々の活動は決

も通信困難な状況におかれることがしばしばあるこ

して、足を地につけての歩みではないかもしれない

とを経験し、大きな反省点の一つとなった。また

との思いがありました。しかし、災害がもたらす大

SSTV による映像情報通信を加えて、被災現場から

きな地域住民への不安が何らかの悪影響を与えてい

の被災者の河川上をワイヤーにて救出する訓練の映

ることも事実であることから、災害への防災意識を

像通信をあわせて行うことができた。このことによ

高めるためには行政にのみ責任を負わせるべきこと

り音声通信のみの情報より数段質の高い情報が瞬時

ではなく、民間一般住民もその中で何か役立つ役割

にリアルタイムに把握できる点では大きな進歩と考

意識を育成することも大変重要なことであると考え

えられた。さらに被災地に実際には電源を確保する

これらの活動をさらに継続することにした。

ことが困難であることを想定して、自家発電機を装

その後の経過をみると、アマチュア無線と言う趣

備してその電源で無線機・コンピューターを動かす

味をその連携の絆として、多くの職種の社会人が少

ことを実施して災害時になるべく近寄る試みがなさ

しでも地域の防災対策の要として役割を果たしたい

れた。また特設のアンテナを張りながら key 局と

と考えていることがわかり、その活動が隣接町村、

しての通信支援を同時に行いハンデイ機の支援通信

西根町、玉山村等へ広がりが実感するようになり、

にあたることが出来たことは大きな収穫であった。

頼もしい出来事でもあった。我々の活動が官民一体

さらに平成 15 年度に行われた松尾村での防災訓

として防災意識を高めて地域に住む人々に少しでも

練では、映像通信も SSTV のみでなく動画を送信

安心感を与えることが出来さらに、有事には、情報

する体制が地元のアマチュア無線クラブの自主的参

網構築による指示や避難情報の伝達に役立てばと考

加により実施され、さながら実況中継つきの訓練を

えたが、なお本当に役に立てるのかという不安はそ

一般参加地域住民に知っていただく良い機会となり、

のまま残っていたことも事実である。

アマチュア無線の技術的進歩の実態を多方面の方々

さて 2002 年 12 月 15 日に西根町を中心に実施さ

に知っていただく良い機会となり、ヘリコプター搬

れた平成 14 年度岩手山火山対策防災訓練に、アマチュ

送等も中継が可能となり、この訓練の開始当初と比

ア無線を利用した通信情報連絡訓練の概要について

較すると大変な通信技術の質的進歩に参加者も驚い

その前後の流れもあわせて簡単に書き留めておきた

た次第であった。
またこれらの防災訓練の他に、地元の医療機関等

いと思う。
この訓練にあたり 2002 年 10 月 11 日西根町民セ

の対応としては医療機関およびその関連施設を擁す

ンターにて概要説明についての打ち合わせ会が開催

る財団法人みちのく愛隣協会では 1998 年の臨時火

された。これまで災害発生初動期の情報確保につい

山情報が出されてから、「岩手山火山活動対策災害

ての通信訓練をアマチュア無線の「訓練・非常無線」

救助計画」を立案し、災害対策本部設置についての

を用いて行ってきていた。2001 年の 9 月 1 日の盛岡

計画案を策定した。これらは「岩手郡医師会災害事

市を中心に実施された防災訓練には、災害救助法や

故救急医療対策要綱」にしたがって、救護班の編成、

県知事等の要請が無くても、「医師会独自で医療班

救護所の設置等の災害対策全般にわたる準備を進め

を派遣できるという自治体と医師会との協定」を前

た。財団対策本部の組織構成やその任務を①情報の

提として、岩手県医師会アマチュア無線クラブの岩

収集、伝達、指示の保持、②緊急医療体制の支援、

動先生を中心に各医療機関を結ぶ訓練・非常無線通

③安全移送の体制確立と受け入れ体制の確認、④緊

信を 145MHZ 帯で実施し、様々な意義と反省点を

急資材調達、⑤被害状況の客観的把握を体制として

見出した経験をすでに経ていた。この間各アマチュ

位置づけた。夜間は八幡平温泉郷に在住の整形外科
344

医師を副本部長として対応し、当直の責任者が協力
することにした。職員の救急体制はあらかじめ現場
への到着所要時間を把握することとし、有事の電気・
ガス・電話・上下水道等の途絶を想定して自家発電
の確認、発動機の整備、特に村との無線通信体制の
相互連絡体制の確立を急ぐこととした。さらに緊急
避難用の携帯食料品を患者さんおよび職員分 2 日分
の確保をした。その他医療チームの編成、救護所の
設置、退避可能な患者さんおよび要担送の患者さん
の識別をあらかじめ病棟毎に行い、病棟看護師があ
らかじめ状態別の区分けをしておく体制をとること
を継続した。さらに、防災複合訓練を実施して搬送
班、救護班等の機能的役割分担を目標とした訓練や
夜間災害を想定した防災訓練等を実施した。基本的
には ｢個人の安全保持を確保｣ を救助活動の目標とし、
心がけるような指導を目指したが、十分に準備を組
んだとは云えないという反省が残った。
最近の情勢に耐え得、災害に強い地域を作るため
に日頃の具体的準備を、急がず休まず継続する努力
がさらに必要であることを痛感している。

（文責： 岩手郡医師会 及川忠人・西島康之・高橋牧之介）
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7．

岩手県歯科医師会
てくることがデーターで示されているので、

近年、阪神・淡路大震災、ニューヨークビル爆破
テロ事件等の災害時において、歯科による身元確認

個々の歯科医院においては、患者のニーズを

の重要性が世の人々に認識されてきた。

配慮し対応する。

特にも、一次救急医療（顎骨の打撲、口腔内裂傷
◇各種会議にての連絡

等の外科的歯科医療）の対応のみならず、被災者の
義歯の紛失・破損の起因する咀嚼障害、さらに長期

総会、地区役員会議の場を利用し、岩手山の火山

の避難生活における口腔清掃状態の不良による歯周

活動の現状を説明し、有事の際の対応について意識

病、口腔粘膜疾患の悪化等に対し、歯科医療・保健

の徹底を図った。

面での幅広い対応が望まれたと聞く。

・岩手県歯科医師会総会

本県では、幸い大規模災害時における歯科医師の

1999年６月26日（土）午後２時

出動の事例は無いが、災害時の連携協力体制や、災

2000年６月24日（土）午後２時

害時の準備体制の在り方を含め、非常時に備えた訓

対象：岩手県歯科医師会会員

練は、医科歯科及び行政との連携も含めて必要不可

・地区歯科医師会長・専務理事合同会議
1998年11月８日（日）午後１時

欠なものと思われる。

1999年７月１日（日）午後１時

岩手県歯科医師会では、このような状況を鑑み、
岩手山噴火危機対応に際しては、地元歯科医師会と

2000年２月27日（日）午後１時

対応を協議し、体制作りをするとともに、個々の会

2000年６月３日（土）午後３時

員の診療所における対応については、マニュアルを

対象：14地区歯科医師会長並びに専務理事
・岩手県歯科医師会代議員会

作成し発行する等の対策を講じた。

1999年３月７日（日）午後１時
対象：岩手県歯科医師会代議員

◇地元地区歯科医師会との協議会
日

・岩手郡歯科医師会例会

時 1998 年 9 月 22 日（火）午後 6 時 30 分

出 席 者 岩手県歯科医師会、岩手郡歯科医師会、

1998年10月１日（土）午後７時

盛岡市歯科医師会の担当役員

対象：岩手郡歯科医師会会員

協議内容
◇対応マニュアルの作成・配布

岩手山の火山活動の状況・経過についての情報

有事の際、個々の歯科診療所において対応する内

交換を行ない、1996 年 7 月に作成した「緊急災
害時における救急歯科医療体制の手引書」につい

容をマニュアルとしてまとめ、会員へ配布した。

ての説明、地区歯科医師会の対応及び各歯科診療

「緊急災害時における救急歯科医療体制の手引書」
（1996 年 7 月作成）

所における会員の対応を協議した。

「被災歯科診療所における対応」（1998 年 9 月作成）

○対策
1. 歯科医療対策本部を岩手県歯科医師会におき、
現地対策本部は岩手郡歯科医師会におき対応

（文責： 岩手県歯科医師会専務理事

する。
2. 歯科医療対策本部、現地対策本部から要請が
あれば、盛岡市歯科医師会は支援、あるいは
後方支援を行う。
3. 警察歯科（検屍、検案）については、岩手県
警察本部との「覚書」に基づき支援活動をする。
4. 特に初動体制（初期救急歯科医療）は、外傷、
検屍等が中心となるが、次第に義歯の紛失、
感染症の増悪化、ストレスや不潔による口内
炎や、保存、補綴に対してのニーズが強くなっ
346

岩渕安信）

8．

岩手県看護協会
知識や技術を駆使し、他の専門分野の人との協力の

1. 岩手県看護協会の防災活動への歩み
看護協会は看護職（保健師・助産師・看護師・准

もとに、生命や健康生活への被害を少なくするため

看護師）の職能団体である。災害にあたっては、保

の活動を展開することである。（日本看護協会「災

健医療チームの一員として、また県・市町村職員の

害支援マニュアル」より）
（2）災害看護の構造

一員として常に最前線の場で活躍してきた。それぞ
れの職場での対応の位置づけではなく、看護職とし

災害看護教育
防災訓練
点検整備
ネットワーク形成と確認

て積極的に果たす役割があり、それを構築していこ
うと声を大にして叫び始めたのは阪神淡路大震災が
契機である。看護職がこの大震災で活躍し、この体

救命・救急活動
中期的な生活の建て直しの支援

験から 1998 年兵庫県立看護大学にて第 1 回日本災
害看護学会が設立された。平成 13 年度の日本看護

被災者の長期的な心のケア
健康生活建て直し支援活動
地域社会立て直し支援活動

協会の重点事業に国内外の防災･災害看護ネットワー
クを掲げた。それをうけて岩手県看護協会でも岩手
県看護協会災害看護ネットワークの検討が開始され
（3）研修会の内容

た。この当時岩手県においても岩手山火山が話題に
なっていたことでもあり、岩手県立大学看護学部で

平成 15 年度 ･ 16 年度行われた内容は、①岩手県

も災害看護について勉強会を重ねており、2001 年

の災害対策について、②岩手県の災害看護の現状、

には岩手県立大学にて第 4 回日本災害看護学会を開

③災害看護の基本、④災害看護の実際（災害発生時

催された。この学会のシンポジウムにおいて、岩手

の地域における活動、トリアージ、PTSD、仮設住

県看護協会長がシンポジストとして、ネットワーク

宅における活動）であり、すべてのコースを修了し

にむけての準備状況と、災害看護の重要性や岩手県

た人には修了書を授与している。

の防災訓練に岩手県看護協会の存在の必要性につい
3. これまでの活動 ―防災訓練への積極的参加―

て言及した。
以上のことから平成 15 年度より、岩手県看護協

これまで述べてきたように、岩手県看護協会とし

会の組織に防災 ･ 災害看護委員会も設置され、また

ての活動は、1 つは、日本看護協会の重点事業を受

県内の看護協会 10 地区支部との連携のもと岩手県

けてであり、もう一つは岩手山噴火危機状況での看

の防災訓練に協力機関として参加した。最初の参加

護として何ができるか、取り組んできた岩手県立大

は平成 14 年度岩手山噴火対策防災訓練（西根町）

学看護学部の実績と、その過程で災害看護のネット

であり、今日に至っている。

ワークの必要性を痛感し、岩手県看護協会も協働し
て県内ネットワーク協議会の立ち上げにともにとり
くんだところである。対外的には行政・関係機関の

2. 災害看護を理解しよう
自分の所属する部署のメンバーとして活躍するこ

団体に加盟できた。以後岩手県の防災訓練には、健

とが一般的ではあるが、より主体的に災害看護の重

康相談コーナーとトリアージ訓練への協力という形

要性を認識し、看護職の立場で災害に立ち向かう、

で、開催地区支部の看護協会員とともに参加してい

しかも非日常の出来事に対して取り組むことの大切

る。被災者の心身の健康を守るという立場から、血

さを理解してもらう目的で、災害看護の研修会が開

圧の測定、体調の確認、持病の有無、服薬の有無な

催された。この研修会は、岩手県立大学看護学部有

どを確認し、健康状況のチェックと状況に応じたア

志と岩手県看護協会で立ち上げた平成 15 年度の防災・

ドバイスを行う。

災害看護ネットワーク協議会の事業である。

（1）防災訓練参加状況
1）岩手山噴火対策防災訓練

（1）災害看護とは

地域住民の健康相談利用状況

地震や火災により家を焼かれたり、公的施設が失

平成14年度 西根町
平成15年度 松尾村

われたりする一次的被害、あるいはそれに伴う二次
的な生命 ･ 健康の脅威に対して、看護に携わる者が
347

27名
16名

④健康チェック

2002 年 12 月 15 日訓練参加
（健康相談

健康チェックの様子）

①地域住民の健康チェック

2）その他の防災訓練
地域住民の健康相談利用状況
1.17防災訓練
②地元中学生
ヘリコプターによる訓練後気分不良訴え観察

総合防災訓練

平成14年度
15年度
平成15年度
16年度

花 巻 市 49名
大船渡市 78名
北 上 市 30名
宮 古 市 76名

（2）看護協会員としての連携を強めよう
災害の発生直後については、行政などでいろいろ
シュミレーションされ、対策がなされているだろう。
しかし、災害は心身の健康に大きな影響を及ぼし、
それが長期にわたる。避難所、仮設住宅など環境の
変化もまた深刻な影響を及ぼす。長期にわたる住民
の健康を見守ることが私たち看護職の役割である。
被災後の長期的対応を考えた時、当事者だけでは
限界がある。後方支援として待機し、必要時活動で
きる対応が重要である。健康を守る役割である看護
職が連携をとって被災者のみならず、災害活動に従

③西根地区避難訓練参加住民の様子

事している職員の支援に当たることができるように
と考えている。
4. 今後のとりくみ
岩手山噴火対策防災訓練参加を通して、防災・災
害看護に対するネットワークの構築、災害看護の啓
発活動、防災訓練への参加の必要性を再認識した。
県看護協会として、会員相互の連携を取りながら、
災害支援対策強化に努力していきたい。

（文責：
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岩手県看護協会会長

村田千代）

9． 日本アマチュア無線連盟岩手県支部
マチュア無線クラブ（会長 JA7AOM 及川忠人院長）

1. はじめに

を中心にネットワークの構築が現実のものとなり、

1998 年（平成 10 年）に突然降って沸いたような、

以下一連の防災訓練に参加することになった。

岩手山噴火の危険があると言うマスコミの報道に、
九州、そして北海道、今度は岩手県の番かなとの他
人事のような、自分には関係のないことのように思
われたのは我々だけではなかったと思います。それ

1998年10月18日

松尾村 参加10名

でも過去の噴火の際に活躍したアマチュア無線家の

1999年１月29日

滝沢村 参加５名

実績を知っている私どもとしましては、連絡網を作

1999年10月24日

西根町 参加10名

る必要性を考え、盛岡市より見た岩手山噴火の時点

2000年２月20日

雫石町 不参加

で一番関係のありそうな網張地区のアマチュア無線

2000年８月27日

盛岡市青山町 参加７名

家に話を持ち掛けましたが、噴火は反対側の方なの

2001年２月18日

玉山村 参加14名

で網張は関係がないとの話で余り乗り気でない様子

2001年11月18日

雫石町 参加12名

であった。

2002年12月15日

西根町 参加15名

2003年12月14日

松尾村 参加18名

多方面からのマスコミ報道がなされ、少し落ち着
きを取り戻した 1998 年 9 月 3 日の午後 5 時頃に突然
に岩手県内を震撼させるような震度 6 弱の大規模な

2. これまでの訓練の経過

地震が発生し、その震源地が岩手山西南部であり活

（1）第 1 回訓練（松尾村）
松尾村桜広場を中心に 1998 年 10 月 18 日（日）

断層の変化によることが分かり、滝ノ上温泉におい
て、孤立した登山者や地熱発電所などの従業員等と

に開催され、岩手郡医師会の活動に協力する形で参

の連絡が取れなくなり、混乱が続き、電話回線が正

加した。当初テントを設営して無線設備を設置する

常に回復したのは夜間になるという現実に直面した。

予定であったが、折からの本番さながらの台風によ

日頃携帯電話の便利さに忘れがちであるが、現在

る暴風雨が激しく、会場のテントが吹き飛ばされる

の段階では災害時には携帯電話が使用できないと考

事態に遭遇した。岩手県医師会に設置された「訓練

えることが妥当と思われる。そのためが故に連絡方

岩手県医師会災害対策本部」より岩手郡医師会へ要

法としてはアマチュア無線の活用が大きく浮かんで

請があった救護班派遣の要請する「訓練非常通信」

くるわけである。アマチュア無線家は岩手県では推

を実施して、現場に東八幡平病院の救急車が派遣さ

定であるが約 10,000 局位と思われ、いざというと

れた。暴風雨の中で急遽、無線設備を救急車内に移

きには最も活用できる人数があると思われる。我々

動させて、特設八木アンテナを救急車に近接させて

のアマチュア無線の設備はそれぞれ違いがあります

装備して岩手山山麓アマチュア局との連絡通信訓練

が、一般の無線に関係のない方にはお分かりになら

を実施した。参加局は 18 局であった。

ないと思いますが、私どもの使用する無線装置は警

（2）第 2 回訓練（滝沢村）

察・消防関係などと比べ遥かに強力な無線機を装備

今回の訓練には、岩手県非常通信協議会よりの通

している無線家が多くおります。簡単に言えば、よ

信依頼があり、通信情報を送信する訓練に参加した。

り遠くの相手と通信可能であり、又多くのチャンネ

訓練内容は国道 282 号線走行中のアマチュア局が滝

ルの電波を出すことが出来る等の業務無線には無い

沢村自衛隊駐屯地付近を走行中に火山泥流による災

特徴があり、この特徴を生かすことが出来るように

害現場を目撃して、怪我人の発生をアマチュア無線

訓練と連絡網の整備が急務と思われたわけでした。

を利用して日赤岩手県支部アマチュア無線クラブを

このような時に突然発生した雫石地区の地震が起

経由して、盛岡消防署に連絡した。又、走行中の当

こったことを岩手山が噴火したのではと考えたのは

会員アマチュア無線局（JE7BGN 佐々木）により日

私のみならず、多くの人が考えたようで、やはり早

赤岩手県支部アマチュア無線クラブおよび自衛隊駐

急にアマチュア無線によるネットワークを作るべき

屯地アマチュア無線クラブとの通信連絡がなされ無

との話題が持ち上がり、水蒸気爆発の可能性が一番

事訓練を終えた。

高いと考えられた松尾村方面にある東八幡平病院ア
349

（3）第 3 回訓練（西根町）
今回の訓練は、西根町役場アマチュア無線クラブ
を中心に実施された。参加した西根町役場アマチュ
ア無線クラブとの連絡には、日赤アマチュア無線ク
ラブが盛岡市在住のアマチュア局との連絡に当たっ
た。西根町を中心として、それぞれの広域の地域と
の連絡が取れることを確認することが出来た。
（4）第 4 回訓練（雫石町）不参加
（5）第 5 回訓練（盛岡市青山町）
デモンストレーション等への参加はしなかったが、
青山小学校現地対策本部前に、移動して、携帯型小
（9）第 9 回訓練（松尾村）

型無線機を持参して盛岡市内の各地との連絡の実験

東八幡平病院アマチュア無線クラブを中心として、

を試みて交信に成功した。

村役場の対策本部、柏台小学校の現地対策本部およ

（6）第 6 回訓練（玉山村渋民）
この訓練では、玉山在住のアマチュア無線家に呼

び、ヘリコプター救助地区等の場所をあらかじめ役

びかけて参加を募った。盛岡市在住の有志を含めて

割を設定して松尾村在住のアマチュア無線家のみで

近隣の西根町、松尾村等のアマチュア無線家の参加

なく近隣町村よりの映像通信チームが活躍し、より

を含めて 10 名ほどの参加を中心にして、消防署ア

高度なネットワーク通信を中心に訓練することが出

マチュア無線家も一緒に災害想定地区に分散して情

来た。いつもの災害想定地区よりの情報収集の他に、

報伝達訓練を行った。現地対策本部には移動無線車

地区民の避難場所に災害想定地区よりの現状を TV

を配備して岩手県内を中心にさらに青森県を含む各

映像で紹介して、避難会場の地区民にその映像を供

地との通信訓練を行った。また対策本部から盛岡市

覧して驚かれた。

内のレピーター局を中継して岩手県医師会との連絡

また対策本部では県民の森より飛び立つヘリコプ

をとり、応援派遣要請等の通信訓練をあわせて実施

ターのリアルタイムな写真電送を各参加機関の皆さ

した。

んに紹介した。当日は濃霧のためヘリコプターが飛
べずにすぐ着陸して患者輸送を取りやめるハプニン

（7）第 7 回訓練（雫石町）
雫石会場での訓練も玉山村同様に、雫石町内アマ

グがあり、その模様をいち早く対策本部の皆さんに

チュア無線家に呼びかけて情報伝達訓練を中心に、

お見せして、会場の皆さんがアマチュア無線による

各地との情報収集伝達訓練を実施した。また対策本

情報伝達の早さに感心していた。
（写真 2）

部と現地対策本部間の連絡のほかに、写真電送の実
験（SSTV）を行い、災害想定地区の現状をリアル
タイムで画像を TV 画面に映像として現すことに成
功した。
（8）第 8 回訓練（西根町）
西根会場も訓練には、同様に町内アマチュア無線
家に連絡を取り、訓練通信に参加していただいた。
訓練の内容としては、例年の各地区との情報交換を
初め、上空からの統監へのヘリコプター搭乗状況を
写真電送して、現地対策本部の各参加代表者に岩手
3. 反省と展望

県知事の現在位置をリアルタイムでお見せした。ま
た岩手郡医師会と協力して、救急車と伴走しながら、

1998 年 6 月下旬に岩手山噴火の危険性が指摘され、

被害想定者への対応等関係者に現在位置を逐次送信

地元のアマチュア無線家を中心にアマチュア無線ネッ

して威力を発揮した。
（写真 1）

トワークの構築を急いだ。この間日本アマチュア
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無線連盟岩手県支部の多くのアマチュア無線家のご

防災意識の高揚につとめる努力を怠ってはならない

支援を継続的に受けることが出来たことは幸いであ

と思う。

りました。また年に 2 回の噴火対策防災訓練にほぼ

これまでの訓練の内容を振り返ってみると、当初

継続的に参加することができたことは、日本アマチュ

はアマチュア無線家の交信訓練が主体であったが、

ア無線連盟岩手県支部としても特筆すべきことであっ

その内容が被害者への救助等の対応との結びつきや、

た。特に医療機関が地域でどのような立場を持つべ

災害の状況の情報伝達訓練が主体になっていった。

きか、災害拠点としての役割の大きさ大切さを痛感

さらに、これらの内容と平行して、無線電話通信の

する次第である。当初災害時を想定して、アマチュ

みでなく映像送信による災害現場での実情を電送す

ア無線による連絡のみが災害時に活動できる通信手

る範囲に拡大し、さらに昨年の松尾村での訓練では、

段であることが認識されにくく、訓練を重ねても、

動画送信も可能なアマチュア無線訓練へと内容が質

訓練に参加する構成員自体が尚、電話が繋がるのは

的に向上していったことは特筆すべきことであった。

当然とする現実が見受けられ、これではいけないと

それぞれの地域におけるアマチュア無線クラブの日

反省させられたのである。特に大災害の初動時のホッ

常活動の質的な高さがこのような訓練を可能とした

トラインのような情報交換システムの重要性が理解

とは思うが、防災訓練への対応についての真剣な取

することが出来たが、それに併せた訓練は具体的に

り組みに敬服し、また感謝に尽きないものがあります。

極めて行いにくく、また訓練対象となりにくいこと

今回の防災訓練への参加を通して、多くの方々の

を痛感した。それでも消防・警察・行政には無線連

自発的なご支援を頂いたことは、紛れもなく地域社

絡システムが存在するが、医師会にはその存在がな

会のあり方が、単に平面的な範囲等の意味に限定さ

く、今後の工夫が尚必要な分野であることを痛感す

れるのではなく、同一の目標を同一の方向で、それ

ると同時に常時のシステムの維持が必要であること

ぞれの職責を超えて協力し合うという、その機能的

を胆に銘じておくことが大切である。

態度の中にこそ、地域社会の躍動的機能的意味が含

2004 年はくしくも、岩手山噴火対策防災訓練を

まれ、また地域そのものの意味が潜んでいることに

開始してから満 6 年を経過する年であり、その年に

きづくべきでありましょう。またこれまでの活動の

岩手山登山が全面解禁されたことは、この火山活動

中に、それらの実践活動の芽が含まれていると考え

も終息に向かいつつあると理解して良いのだろう。

ることが出来ると思う。高齢者も障害を持つ人も、

しかしながら、例年になく頻回の台風の異常なまで

老若男女併せて、安心して生き生きと、住み慣れた

の被害の広がりや、新潟県中越地震等の災害をテレ

人々と共に安心して暮らしていける地域社会を職責

ビや新聞報道で見る限りでは、明日はわが身という

の枠組みを超えて、目指すことこそ、新しい時代の

感をぬぐえないものがある。災害はいつでもどこで

地域社会の目標とならなければならないことをこの

も起こりうることを想定しつつ、非常時に備える努

一連の活動を通して学ばされたと思い、沢山の方々

力を怠ってはならないと思う。これらの体験から日

からのご支援によりこれらの防災活動に参加できた

常の定時通信の恒常化はもちろんであるが、無線設

ことを感謝しつつ筆を置きたい。

備の整備および安定化電源の確保ならびに携帯電源
参考文献：

設備の配備に日頃の注意が必要であることは当然の

1）及川 慶一：岩手医報，No 570，15 〜 19，1998．

ことである。しかしながら、残念ながら実態はそれ

2）及川忠人：日本医師アマチュア無線連盟会報，45 号，

と程遠いのが現実ではなかろうか。地域防災の要は

27 〜 37，1998．

行政まかせのことではなく、日頃の地域住民の支援
と協力があってこそ、その地域が災害に強い地域に
生まれ変わることが要望されていることに気を留め

（文責： 日本アマチュア無線連盟岩手県支部

る必要があると思われる。岩手山火山活動への防災

秋山常郎・佐伯嘉則・田山幸博・佐々木 貞・

訓練を通して得られたそれぞれの地域における職種

佐々木亮二・岩動

を超えた協力の輪を今後も維持しながら、このよう
な混迷する不安定な国際社会の背景においては地域
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孝・中村昌司・及川忠人 ）

10． 日本アイソトープ協会滝沢研究所
1．はじめに
日本アイソトープ協会滝沢研究所（以下、「滝
沢研究所」）は岩手山麓の滝沢村一本木地区に位置
している。滝沢研究所は、病院等で核医学検査に使
用された注射器や手袋等の医療用アイソトープ廃棄
物を処理する茅記念滝沢研究所、サイクロトロンを
用いて PET 核医学 ･PIXE 微量元素分析の研究を行
う全国共同利用施設である仁科記念サイクロトロン
センター（以下「NMCC」）及びアイソトープ・放
射線及び現代医学に関するパネル及びモデルを展示
している武見記念館がある。
湧水や温泉水に含まれている様々な成分は地震や
火山活動等によって濃度が変化する可能性が指摘さ
れている。特に、天然放射性懐変系列の一つ、ウラ
ン系列に含まれる放射性同位元素であるラドン（222Rn）
は地殻、地下水中に存在し、地震の予知及び地質の
解析のために様々な研究がなされている。このラド
ン濃度は、火山活動と関連して変化する可能性もあ
るといわれている。
滝沢研究所では、火山性地震が頻発した 1998 年
から、岩手山麓の湧水及び温泉水を定期的にサンプ
3. サンプリング方法及び測定方法

リングし、滝沢研究所が所有する放射線測定装置及
び微量元素分析装置を用いてこれらに含まれる物理・

湧水及び温泉水のサンプリングは 1998 年 11 月から

化学的成分を測定し、その変化と火山活動との関連

原則として毎月 2 回実施してきた。火山性地震が減少

を調査してきた。その方法と今まで得られた結果に

し、沈静化に向かってきたと思われる 2003 年からは

ついて報告する。

毎月 1 回とし、現在は 4 半期毎に 1 回実施している。
試料水は元素濃度分析用に 250mL、ラドン濃度測定用
に 1L をそれぞれポリエチレンビンに採取した。採取

2. サンプリング地点
岩手山麓には多くの温泉施設があり、湧水も数多

時に、導電率、pH、水温を測定した。元素濃度分析

く存在する。サンプリング地点を選定するには次の

用のサンプルは、NMCC に設置した PIXE 分析装置を

ような点を考慮した。

用いて元素濃度を求めた。PIXE 分析とは放射線加速

（1）水利権等の管理が明確

器によって加速した粒子を測定試料に照射し、試料か

（2）比較的水量が多い

ら発生する特性 X 線を解析することにより多元素を同

（3）四季を通じてアクセスが容易

時に分析する方法である。少量の試料を用いて、簡単

（4）一日で巡る事ができる

な前処理で、短時間で多元素が同時に分析できるとい
う特徴があり、環境試料水の元素分析に適している。

当時、地熱エンジニアリング㈱におられた土井宣
夫先生と岩手大学の斎藤徳美先生に地権者との交渉

ラドン濃度用サンプルは前処理を行った後、放射線測

をしていただき、サンプリング地点として西側を除

定装置の一種である液体シンチレーションカウンタを

く岩手山周辺の湧水 8ヵ所、温泉水 3ヵ所を決定した。

用いてラドン濃度を測定した。温泉水は常温になるま

表 1 にサンプリング地点を、図 1 にサンプリング地

で静置した後、前処理を行った。試料に含まれるラド

点と岩手山の位置関係を示す。なお、目倉清水は松

ンから発生するα線を測定し、各種補正を加え濃度を

尾村にある岩手県内水面水産技術センター内にある。

求めた。液体シンチレーションカウンタは低レベルα
線を検出することが可能である。
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4. 調査結果
（1）水温、導電率
湧水 8 箇所の水温の変化を図 2 に示す。表面水を
サンプリングしているため、外気温を反映し、幾つかの
場所では季節変動が現れている。特に盆花湧水は、
湧水量が少ないため、外気温及び雪解け水に大きく影
響され、1 年を通して季節変動が最も激しく、冬の水温
は約 4℃低下している。
湧水群の導電率を図 3 に示す。生出湧水は、他の
湧水群に比較して大きく、水温及び後述する元素分析
値も高値を示しているため温泉成分が含まれていること
が予想される。松川湧水の 1999 年 12 月〜 2000 年 3
月にかけての大きな変化（A）は湧水地点が渇水し、
3 ｍ程度離れた場所にサンプリング地点を変更したため
である。数ｍの違いで導電率が大きく変化している。
目倉清水西湧水と東湧水（B）は春から夏にかけて緩
やかな季節変動が認められるのは表面水をサンプリング
している影響が予想される。
温泉水群の導電率を図 4 に示す。旭日之湯温泉水
の 2002 年 6 〜 12 月にかけての値の低下（A）は、温
泉水を地下 800 ｍからくみ上げているポンプの不調により、
くみ上げ速度が低下したため導電率が変化したもので
ある。
図 3 及び図 4 から、導電率は岩手山温泉、旭日之湯
温泉水及び湧水、目倉東湧水、角掛湧水、松川湧水、
柳沢湧水が 5 年間にわたって徐々に減少していることが
わかる。火山性地震の減少に連動しているため、火山
活動の影響を反映しているとも考えられる。
（2）微量元素濃度
全ての温泉水及び湧水に、ナトリウム、カルシウム、
マグネシウム、塩素、硫黄、カリウム、ケイ素、鉄、亜鉛、
臭素、ストロンチウムの各元素が検出された。ナトリウム、
カルシウム、マグネシウム、塩素、硫黄、カリウム、ケイ
素は 1 〜 200ppm の高濃度値を、鉄、亜鉛、臭素、
ストロンチウムは 10 〜 1000ppb の低濃度値を示した。
また、温泉水ではモリブデン、マンガンが 10 〜 200ppb
検出され、微量の水銀、砒素が含まれている地点もあっ
た。測定当初からのデータは膨大な数となるが、2002
年 9 月 18 日に採取した各地点の代表的元素の濃度を
図 5 に示す。温泉水の元素濃度が高値を示している。
また、旭日之湯温泉水及び湧水におけるカルシウム濃度
の変化を図 6 に示す。この図に示されたカルシウムをは
じめ各元素の変化と火山活動との相関は見られなかった。
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動をどのように反映しているかは明確に示すことはできな

（3） ラドン濃度

かった。しかし、今回のように長期にわたって湧水及び

湧水および温泉水のラドン濃度の変化を図 7 に示す。
全ての地点においてラドン濃度は、1 〜 6Bq/L（Bq は

温泉水の物理・化学的成分、特に多元素濃度及びラ

ベクレルとよぶ放射能の単位であり、1 秒間に 1 崩壊す

ドン濃度を測定したデータはなく、今後の環境調査等に

る放射能が 1Bq）であり、文献で示されている他地域

応用できる大変貴重なデータを得ることができた。

の値と大きな相違はなかった。また、測定値のばらつき

滝沢研究所では、導電率の穏やかな低下等の変化

がみられるが、火山活動との相関はみられなかった。

が見られため、更なるデータの蓄積が必要と考えており、

旭日之湯温泉水と角掛湧水は 5 〜 6Bq/Lと他の地点

当面はサンプリング回数を 4 半期毎に 1 回として調査を

に比べて濃度が高かった。旭日之湯温泉水の値が一

継続していく予定にしている。

定しないのは、水温が約 45℃と高いため、常温まで静

今回の火山活動に関する調査をとおし、環境試料の

置する間にラドンガスが飛散するためと考えられる。盆

測定に滝沢研究所の各測定装置が有効であることを示

花湧水は水温と同様、外部因子によって季節変動が認

すことができた。今後、地域において同様な機会が生

められる。また、目倉清水西湧水及び東湧水は 12 〜 3

じた場合には、積極的に協力していきたいと考えている。

月に低く、8 〜 10 月に高くなる季節変動の傾向が認め

今回の測定で、地権者との交渉をはじめ、調査に関

られる。この 2 箇所は湧水量が多いため外部因子の影

する貴重なアドバイスをいただいた斎藤徳美先生、土井

響は少ないものと思われる。一般的に、大気中ラドン濃

宣夫先生、そして、測定試料を提供していただいた各

度は春から夏にかけて上昇することが観測されており、

温泉及び湧水管理施設の方々へ深く感謝いたします。

それらと関連があるものと考えられる。
5. 今後の取り組み

（文責： 日本アイソトープ協会滝沢研究所管理部長 二ツ石章二
同仁科記念サイクロトロンセンター 斉藤義弘）

1998 年 11 月から岩手山周辺の湧水及び温泉水の物
理・化学的成分の測定を継続してきた。今回の調査で
は、湧水及び温泉水の成分が火山活動に伴う地殻変
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11. 岩手県社会福祉協議会ボランティア活動振興センター
【内容】

1. これまでの活動経緯

主催／岩手県社会福祉協議会

・1998 年岩手山の火山活動が活発化

ボランティア活動振興センター

・1999 年 10 月に軽米町を中心とした豪雨災害が発

期日／ 2000 年 1 月 21 日（金）〜 22 日
（土）

生災害ボランティアセンター設置

会場／研修会場 雫石町総合福祉センター

・平成 11 年度災害救援ボランティアコーディネーター

【主な研修のプログラム内容】

養成研修会

災害救援コーディネーターの役割と課題

・平成 12 年度災害ボランティアコーディネーター

＜グループワークⅠ＞緊急時の意思決定（150分）

養成研修会
・平成 12 年度岩手山火山災害避難所生活体験の集い

＜グループワークⅡ＞災害救援シミュレーション
（180分）

・2000 年有珠山噴火に係るボランティア活動状況調査

＜グループワークⅢ＞情報管理（180分）

・2002 年 7 月東山町を中心とした台風 6 号水害災害

本部運営とコーディネーターの役割（90分）
目標設定（30分）

ボランティアセンター設置
・平成 14 年度災害ボランティアコーディネーター

3. 平成 12 年度災害ボランティアコーディネーター

養成研修会

養成研修会の開催

・平成 15 年度災害ボランティアのネットワーク化

2000 年 3 月末に発生した北海道有珠山の噴火災

に向けた第 1 回連絡会議

害では、避難生活が長期化したため、ボランティア
に対しても一過性の災害時と異なる支援活動が求め

2. 平成 11 年度災害救援ボランティア
コーディネーター養成研修会の開催

られる状況となった。今後、発生する災害の種類が

岩手県社会福祉協議会（以下「岩手県社協」とい

多様であった場合にその対応策を検討しておくこと

う）では、1995 年 1 月に発生した阪神・淡路大震

が課題である。また、災害時のボランティアコーディ

災を契機として、災害時におけるボランティア活動

ネートに関しては、時間的には、災害発生から救援

に注目が集まり、その後のナホトカ号による日本海

を経て復興に至るまでの活動の全貌を踏まえる必要

重油流出事故（1997）や、これまで全国各地で頻発

があり、地理的には現場支援・後方支援といった役

した水害などでも全国各地から多くの方々が災害ボ

割分担も考慮しておかなければならない。研修会で

ランティア活動に参加した。このように、災害ボラ

は、災害救援ボランティアコーディネーターとして

ンティア活動に関するノウハウは徐々に蓄積されつ

必要な事柄について、講義による知識の伝達にとど

つあるが、まだ試行錯誤が続いている部分もある。

まらず、実習に重きを置き、受講者が主体的にそれ
ぞれのテーマに取り組むことで、課題を明らかにす

災害ボランティアのコーディネートに関しては、
時間的には、災害発生から救援を経て復興に至るま

るとともに、岩手山の噴火等有事に備えた具体的な

での活動の全貌を踏まえる必要があり、また、地理

訓練を行なうことを目的として開催した。
【内容】

的には現場・後方といった役割分担も考慮しておか
なければならず、災害ボランティアコーディネーター

主催 / 岩手県、財団法人自治総合センター

として活動していくには、参考本や講義・講演を通

協力団体 / 盛岡市、雫石町、西根町、滝沢村、松

しての理論的な研修と、現場での経験、あるいは現

尾村、玉山村、東北地方建設局岩手工事事務所、

場に近い形で行われるシミュレーション訓練などの

岩手県警察本部、陸上自衛隊岩手駐屯地部隊、盛

実践的な研修が有機的に結びついている必要がある

岡地区広域行政事務組合消防本部、東日本電信電

と考える。

話株式会社岩手支店、㈱ NTT ドコモ東北盛岡支
店、東北電力㈱岩手支店、日本赤十字社岩手県支

そこで、この研修会では、災害救援ボランティアコー
ディネーターとして必要な事柄について、講義によ

部、

岩手県医師会、日本ボーイスカウト岩手連

る知識の伝達にとどまらず、実習に重きを置き、受

盟、

ガールスカウト日本連盟岩手県支部、盛岡

講者が主体的にそれぞれのテーマに取り組むことで、

YMCA、災害救援ひのきしん隊、日本アマチュ

課題を明らかにし考え方を学ぶことを目的に開催した。

ア無線連盟岩手県支部、県央地区社協連絡協議会

356

後援 / 自治省消防庁

東日本電信電話株式会社岩手支店、㈱ NTT ドコ

期日・会場・参加形態

モ東北盛岡支店、東北電力㈱岩手支店、日本赤十

（1）事前研修：2000 年 10 月 10 日（火）〜 12 日（木）
3 日間
会

字社岩手県支部、

岩手県医師会、日本ボーイス

カウト岩手連盟、

ガールスカウト日本連盟岩手

県支部、盛岡 YMCA、災害救援ひのきしん隊、

場：盛岡市総合福祉センター

日本アマチュア無線連盟岩手県支部、花巻パソコ

参加形態：実地研修を受講できる方、事前研修

ンボランティアの会、いわてシニアネット

の宿泊は各自準備

実施内容 / 生活体験のつどいは、避難所の「宿

（2）実地研修：2000 年 10 月 27 日（金）〜 29 日（日）

泊体験」と防災の「展示・学習体験」で構成し、

2泊3日

「宿泊体験」は実際に開設する避難所で、宿泊を

研修会場：岩手郡滝沢村総合公園体育館他

伴う共同生活を実施し運営上の課題等を学ぶ。「展

宿泊会場：10 月27日
（金）1 泊／南部富士見ハイツ
10 月28日
（土）1 泊／滝沢村総合

示・学習体験」では、様々な防災資機材の展示

公園体育館

と実演等の他家庭で知っておきたい救急法等を
学ぶ。

参加形態：2 泊 3 日、合宿制（※ 28 日は避難所

期日／ 2000 年 10 月 28 日（土）

を想定し宿泊するのでシュラフ等寝具を

13:00開始〜29日
（日）12:00終了 1泊2日間

必ず持参のこと）、27 日〜 29 日、3 日

会場／滝沢村総合公園体育館

間とも日帰りでの研修会参加も可

参加対象及び条件（参集 400 名規模）
4. 平成 12 年度岩手山火山災害避難所生活体験の
5. 2000 年有珠山噴火に係るボランティア

集いの開催

活動状況調査の実施

2000 年 3 月末に発生した北海道有珠山の噴火災害

（1）調査目的

では、避難生活が長期化した為、ボランティアに対

1）岩手山の噴火を想定し現在の有珠山の状況を

しても一過性の災害時と異なる支援活動が求められ

視察すること

る状況となった。そこで、本生活体験の集いでは、

2）災害発生地域での効果的なボランティアの支

岩手山の火山災害を想定し、いざという時の為の備

援体制の構築について

えを今一度再確認し、避難生活を体験することで、

（2）調査内容

地域の助け合いを実践し、社会の様々な防災システ

1）災害対策本部・社協・災害救援 NPO 等支援

ムを知ることを目的に、自らの命を守り、家族を守り、

組織間の調整機能（人的対応状況）

地域の助け合いを強化し、将来の災害に強い率先し

2）避難所・仮設住宅支援の動向及び救援物資需

た活動が可能な住民の育成支援を目指し開催した。

要供給等の状況（物資対応状況）

【内容】

（3）調査員

主催 / 岩手県社会福祉協議会
共催（順不同）/ 岩手県、
祉協会、

岩手県生活環境部総務生活課１名、

岩手県身体障害者福

盛岡地方振興局企画振興課１名、

岩手県視覚障害者福祉協会、岩手県ろ

うあ協会、岩手県腎臓病の会、全国脊髄損傷者連

岩手県社会福祉協議会ボランティア活動振興セン

合会岩手県支部、

ター１名

日本オストミー協会岩手県支

部、岩手県中途失聴 ･ 難聴者協会、岩手低肺の会、

（4）調査対象

岩手県老人クラブ連合会、県央地区社協連絡協議

1）行政組織

会、後援・協力機関（順不同）/ 岩手県教育委員

2）社会福祉協議会

会、盛岡市、盛岡市教育委員会、雫石町、西根町、

3）その他の民間団体を含む支援団体等
（5）調査実施日

滝沢村、松尾村、玉山村、東北地方建設局岩手工

2000 年 6 月 2 日（金）〜 4 日（日）

事事務所、岩手県警察本部、陸上自衛隊岩手駐
屯地部隊、盛岡地区広域行政事務組合消防本部、
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動の内容は泥の除去、家屋内の清掃などであったこ

（6）調査地域

とや、災害救助法が適用となったエリアが局地的で

1）札幌市

あったことなどから、被災地や周辺の市町村社会福

※当初のボランティアセンター設置の経緯と現

祉協議会等による災害ボランティアセンターの運営

状を下記の団体から聴き取り調査
①北海道社会福祉協議会

で対応ができた。

②日赤北海道支部

しかし、大規模・広域災害の場合、ひとつの自治

③ YMCA 北海道

体内に複数の災害ボランティアセンターの設置と運

2）長万部町
①ボランティアセンター

営が必要であると同時に、被災地住民からの多様な

②避難所

ボランティアニーズが寄せられることが想定され、

3）豊浦町
①エイペックス㈱社員寮

これまでの市町村社会福祉協議会を中心とした災害

②高岡避難所

③山村広場、東雲地区（仮設住宅）

ボランティアセンター機能だけでは、対応が困難に

④対策本部他

なる可能性があり、行政はもとより、今以上に幅広
い各種関係団体をはじめ、NPO やボランティア推

4）虻田町

進団体との連携・協働が必要であると考える。

①壱昌寺（避難所）

民間における災害ネットワークの中心となるべき

② FM レイクトピア（あぶたふれあいセンター

団体として、県のガイドラインには、災害時のボラ

内）地域内への情報発信

ンティア活動の核となる災害ボランティアセンター

③清水地区（仮設住宅）④対策本部他

を設置・運営する組織が現実的かつ機能的と考えら

5）伊達市
①伊達市役所災害対策本部

れるとあり、必然的に岩手県社会福祉協議会がその

②伊達ボランティアセンター

役割を担うことになる。ただし、ネットワークを構

③避難所数箇所

成する団体については、連絡会議等を開催したうえ
で充分な協議が必要であると考える。

（カルチャーセンター、武道館、みらい館）

今後、岩手県内で大規模・広域災害が発生するこ

④船岡運動公園仮設住宅建設現場

とを前提とし、それに備えた事前の体制として、民

6）壮瞥町

間レベルでの災害ボランティアネットワークの構築

①対策本部他

が急務であり、事前に緩やかな協定を結ぶことによ

7）室蘭市

り、災害時における円滑かつ迅速なボランティア支

①市営住宅改装一時入居（入浴施設無し）

援を行うことが可能になると考える。
6. 岩手県における大規模・広域災害発生時における

なお、ネットワーク化（協定書の締結）にあたっ

災害ボランティアネットワークの考え方について

ては、2003 年 3 月に県が策定した「災害ボランティ
アのネットワーク化にあたってのガイドライン」を

（1）基本方針
災害対策基本法第 8 条の施策における防災上の配

参考にして、事前に連絡会議等において、そのネッ

慮として「自主防災組織の育成、ボランティアによ

トワークのあり方や協定内容について、充分な協議

る防災活動の環境の整備その他国民の自発的な防災

を経てから実施することとする。

活動の促進」が規定されており、本県においても、
「岩

（2）ガイドラインの対象とするネットワーク

手県地域防災計画」が策定されており、その中には

災害ボランティアという個人、もしくは団体といっ

ボランティア活動計画が示されている。過去に災害

た人の集まりに関するものを中心とした「人のネッ

ボランティアセンターを設置し、被災地の復旧支援

トワーク」をその対象とする。

のため活動を実施したのは、1998 年の軽米町と

（3）ネットワークを構成する団体

2002 年の東山町の水害によるものであるが、両町

災害救援ボランティア団体、ボランティア活動推

の災害は、県内からボランティアが参集し住民生活

進団体、NPO 法人、福祉団体、職能団体、労働組

の復旧に物心の両方で復旧の大きな力となった。

合等が考えられるが、原則として次の団体をネット
ワーク構成の対象とする。

軽米町や東山町の水害では、主なボランティア活
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具体的なネットワーク化に向けての協議

1）既存のボランティア団体等で、一般の災害救

その他

援ボランティア活動を行っている団体
2）救急・救助、医療、介護、建物危険度判定、

8. 災害時における社会福祉協議会の福祉救援・

情報・通信等の専門分野の団体で、災害時に

ボランティア活動の役割

ボランティア活動の協力を約束する団体
3）災害ボランティアニーズ発生直後の初動期に、

（1）災害時の救援活動と社協活動についての基本的
な認識

まとまった集団での動員が期待できる組織（労

1）社協は災害救援活動と無関係ではない

働組合、学生など）で、災害時にボランティ

ここ数年の震災、噴火災害、風水害での被災住民

ア活動の協力を約束する団体

に対する支援活動に、各地の社協は取り組んだ。今

4）NPO 活動として支援が期待できる団体

日では、社協が災害救援活動に取り組むのは当然と

①保健、医療または福祉の増進を図る活動

の認識が浸透してきた。

高齢者、障害者の緊急支援、避難所生活サポー

しかし、一部では災害対策所管が行政の防災課で

ト、移送サービス、メンタルケア（心理的な
ケア、相談）

ある（福祉部局ではない）ことをもって、社協は災

②災害救援活動

害救援活動とは無関係であるという意識がある。し

災害ボランティア初動期のマンパワー、災害

かし、住民の生活がもっとも脅かされる災害時に何

時の人命救助、生活確保のための活動

もしなければ、住民や関係者からの社協に対する信
頼感は揺らぐことになり、むしろ災害時は究極の福

③情報化社会の発展を図る活動

祉活動を展開する場であると言える。

IT を活用した情報発信

これは、土砂崩れや河川決壊などの災害復旧の全

④文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
避難所での憩いのための活動、復興イベント、

てに社協が対応しなければならないということでは

コンサート

なく、災害に起因する「住民の生活不安」「住民の
福祉課題」に社協が対応していく責任を担っている
ということである。

7. 災害ボランティアのネットワーク化に向けた

住民の生活支援、住民相互が支え合うコミュニティ

連絡会議 の開催
日時／ 2003年10月28日
（火）午後1時30分〜3時30分

づくりを役割とする公共的な民間団体であり、災害

会場／「岩手県公会堂」

時への対応が期待されているのである。

参加団体／日本赤十字社岩手県支部、日本介護福祉

2）災害救援への取り組みは社協ネットワークで取

士会岩手県支部、岩手県手話サークル連絡協議会、

り組むべき社会的課題
今日では、災害救援活動に対する社会的な関心は

岩手県手話通訳問題研究会、いわて NPO サポー
トルーム、日本アマチュア無線連盟岩手県支部、

極めて高い。社協がこれまで各地の災害発生時に積

SeRV 東北、天理教ひのきしん隊、岩手県美容業

み重ねた実績から、災害救援という観点からも社協

生活衛生同業組合、岩手県ボランティア団体連絡

は大きな社会的な役割を担っていることを自覚する

協議会、岩手県社会福祉協議会ボランティア活動

必要がある。
災害救援活動は、個々の社協の力量だけではなく、

振興センター

社協ネットワークが機能発揮することで被災地住民

協議／「災害ボランティアのネットワーク化にあたっ

の支援活動が円滑に進めることができる。

てのガイドライン」について

3）社協にかわる組織は他にない

岩手県地域振興部地域企画室：

災害救援活動では、被災地において行政、ボラン

岩手県の災害対策（岩手県地域防災計画・ボラン
ティア活動計画）について

ティア・市民活動（NPO）、住民組織を始めとする

岩手県総務部総合防災室：

地元の諸機関・団体と、日頃からの信頼関係及び調

各団体における災害支援活動（アンケート記入内

整能力をもち、ボランティア活動の推進ノウハウが

容等）について

ある民間機関が、被災地における救援活動の一貫し
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（3）都道府県社会福祉協議会の役割

た方針を示し、ボランティアや外部の救援関係者の

1）岩手県社協の役割は極めて重要

受入れ・調整を行うことが必要となる。

2）必ず現地に県社協職員を派遣する

こうした役割を全体として果たし得る機能をもっ
ている民間組織は、社協をおいて他にはないと言え、

（4）災害時の救援活動及び日常的な取り組みのポイント

社協はこうした立場にあることを認識し、災害救援

1）初動期対応のスピードが全て

活動を社協固有の役割として位置づけ、取り組んで

2）協働型センターによる内外の救援団体（NPO 等）
との連携を図る

いく必要がある。

3）地元民間団体のネットワークをつくる

（2）災害時の救援活動において社協が果たす役割

4）情報発信力をつける

1）被災地の当該市町村社協に求められる役割

5）小地域でのきめ細かなサポート体制をつくる

被災地の当該社協は、場合によっては社協職員
自身が被災者でありながら、住民の生活に最も身

6）社協の役割について関係者の理解を得る

近な機関のひとつとして、住民の生活支援のため

7）行政との確認事項の必要性

に次のことが求められる。

8）社協ネットワークとして災害救援活動に習熟
した職員を育て合う

①日常の福祉サービスの速やかな再開
②福祉サービス利用者をはじめとする地域の要支

9. 平成 14 年度災害ボランティアコーディネーター

援者の安否確認
③ボランティアによる救援活動のコーディネート、

養成研修会を開催
本県には岩手山噴火、三陸津波等の広域的な災害

関係諸団体との連絡調整

発生の危険があり、災害発生時には災害救援のボラ

④避難所の運営・管理（社協の福祉センターが避

ンティアが参集することが想定されるため、その活

難所に指定されている場合もある）
日常の社協機能の回復だけでも労力を要するが、

動調整や関係団体と連携の中心となるコーディネー

これらの全てに一気に対応しなくてはならないため、

ターの役割は重要であり、県内において機能的に活

近隣社協や県社協等からの支援を上手に活用しながら、

動できる人員を確保するため、岩手山噴火対策防災

いかにこれらに対応するか対策を検討し、関係機関

訓練と併せて養成研修を実施した。

とも十分協議し想定訓練を行っておく必要がある。

主催／岩手県、
岩手県社会福祉協議会
協力機関／西根町、
西根町社会福祉協議会、
株式会社

2）外部の支援活動を受け入れ、活用できる素地

アニメックス
（防災コンサルタント企画会社）

を地元に被災地社協は、地元の関係者に外部からの
＜内容＞

支援の必要性を理解してもらい、地域住民、関係者

（1）事前研修

自身による自助的活動を十分に活かしながら、外部
の支援活動を機能的に受け入れる調整役となる必要

災害救援活動時のコーディネーターが果す役

がある。被災地には外部からの多くのボランティア、

割を、講義や図上訓練等で学習

NPO・NGO などの救援団体がかけつけることが多く、

（2）実地研修

これまでの災害を見ると、一般に被災地は外部の支

「平成 14 年度岩手山噴火対策防災訓練」へ参

援を固辞しがちであるが、ある程度長期にわたれば、

加し、災害ボランティアセンター運営等の訓

地元でのたすけあい活動には一定の限界があり、客

練を行なうことで、課題と対応策を学習
期日・会場・参加形態

観的にみれば外部からの支援が必要、有効である場

（1）事前研修

合が多い。

期

地元社協としては、地元の自助努力を支える視点

日：2002 年 12 月 5 日（木）〜 6 日
（金）
1泊2日

から、これら外部からの支援活動を有効に組み合わ
せ、地元住民による自助活動・たすけあい活動の力

研修会場：西根町民センター大ホール

の回復を図り、住民生活の支援に活かしていくこと

参加形態：1 泊 2 日の合宿制で避難所の疑似体
験を行う。

が重要である。

各自シュラフ等の寝具を持参。ただし、
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事前研修に限り日帰りでの参加可
（2）実地研修
期

日：2002 年 12 月 14 日
（土）〜 15 日（日）
1泊2日

研修会場：12 月 14 日
八幡平ライジングサンホテル
（℡ 095-78-2170）
12 月 15 日 西根町立西根第一中学校
宿泊会場：八幡平ライジングサンホテル
参加形態：1 泊 2 日の合宿制
参加対象及び定員／県内各市町村から下記の優
先順位により 1 〜 2 名を選出（定員 70 名）
①警察 OB、消防 OB、自衛隊 OB
②災害ボランティアコーディネートの経験者
③各種ボランティアコーディネートの経験者
④災害ボランティア経験者

（文責：岩手県社会福祉協議会ボランティア活動振興センター）
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12. 岩手県災害看護ネットワーク連絡協議会
2）有珠山噴火災害に対する支援活動

1. 取り組みの経緯と実績
「岩手県災害看護ネットワーク連絡協議会」は、

2000 年 3 月 31 日、有珠山が噴火した。噴火 3 日

岩手山噴火予兆情報を受け、1998 年 10 月 26 日に岩

後の 4 月 3 日に看護教員の有志 23 名が会合し、今

手県立大学看護学部教員有志らにより自然災害の防

後の支援活動方針及び調査について検討した。早速、

災と研究を目的とした勉強会が母体である。そこで、

ボランティア窓口に申込みをしたが、連絡がなく、

本協議会に至るまでの取り組みの経緯と実績につい

被災後 5 日目の 4 月 5 日に吉田千鶴子が直接被災地

て述べる（表 1、表 2）。

に出向いた。現地の保健・衛生に関する部署は猫の
手も借りたい状況になっており、「看護師」という

（1）岩手県立大学看護学部教員有志による

専門性から保健師と共に支援活動を行った。
「看護」

防災プロジェクトの発足
1998 年 2 月、岩手山が再び活発化したというな

が世界共通であることを立証したといえる。このと

かで本大学が開学した。本学は県民の期待にこたえ

きの被災地の状況や活動報告を受け、豊浦町を拠点

て設立に至ったものであるが、なかでも人々の健康

に 12 名の看護教員が交代で述べ 9 回、通算して 21

の担い手である看護学部に対するニーズは高かった。

日間の支援活動及び調査を実施した（表 4）。
現地における支援活動を通して得られた課題は次

岩手山噴火予兆情報を知ると直ちに看護学部教員有

の通りである。

志が一同に会し、防災活動に関する定期的な勉強会

①ボランティア受け入れ体制の整備

を開催したことは極めて自然なことであった。

②避難所における集団生活によるストレスと健康

すでに、既存の岩手大学、建設省、行政との共同

問題

防災検討による防災活動が施行されていたが、健康

③避難場所が頻繁に変更することによる環境適応

問題への関心はあまり高いとは言えなかった。そこ
で、岩手山周辺に位置する松尾村、西根町、滝沢村、

上の健康問題

雫石町の婦人会代表者と懇話会を持ち、地域住民が

④被災者でもある現地職員の疲労

抱える問題と地域特性を把握した。さらに詳細を知

⑤仮設住宅に生活する高齢者の孤独と健康問題

るために、生活上の不安、健康問題について調査を

自然災害でも災害の種類により被害の様相は多様
である。また、健康問題も異なっている。奇しくも

計画、実施した。
岩手山周辺住民との会合、そして総合政策部の首

2ヵ所で災害が発生し、実践を通して得た知見は多かっ

藤伸夫教授による科学研究補助金の獲得によって本

た。なかでも、ネットワーク構築の必要性を強く認

大学 4 学部の合同研究に拍車がかかった。総合大学

識したので、今後の課題とした。

の利点を生かした研究活動であったと評価できる。
（2）被災地域における健康支援活動から得た課題

2. 岩手県災害看護ネットワークの構築に向けて
災害看護ネットワークを構築するために、岩手山

1）軽米町豪雨に関わる健康指導支援活動
1999 年 10 月 28 日に軽米町が豪雨による被災情報

周辺の 6 市町村及び水害の被災地における防災体制

を得た。石井トクが現地視察を行い、看護学部有志

に関する情報収集及び聞き取り調査を行った。本調

による支援活動を計画し、保健師らとチームを組み、

査は 2001 年 7 月から 2002 年 6 月にかけて 11 回にわ

健康調査及び指導を実施した（表 3）。その結果、

たり実施した（表 5）。その結果、地域特性を配慮

次の課題が明らかになった。

した独自の防災体制を有しているが、他の市町村と
の連携システムがないことが判明した。

①高齢者は公的支援の恩恵を受けにくい。

そこで、被災地における健康支援ネットワークの

②在宅医療患者（透析を受けている患者等）、慢

あり方について問題を絞ることとし、同時に各市町

性疾患患者の治療中断

村で実施されている防災訓練や岩手県が主催する防

③学童の心身の健康問題における小・中学校での

災訓練に参画した（表 6）。

養護教員に対する啓発

ネットワーク作成の重要なポイントは「機能でき

④心的外傷体験のケアに対する支援体制の見直し

る」ことである。

⑤被災地の公職員に対するサポートの課題
⑥被災状況に対する情報収集、伝達のあり方
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である。災害救助看護活動は、1853 年に日本赤十

3. 日本災害看護学会開催と地域貢献

字社が実践した組織的な活動から始まる。1985 年、

（1）メインテーマから連携の重要性を発信
2001 年、本学の災害看護活動が評価され日本災

日本航空機事故に際して看護師の救護活動の実績は

害看護学会第 4 回大会会長に石井が推薦された。本

「あたりまえ」として語られることがなかった。救

学会は 1996 年 1 月 17 日の阪神大地震を契機に日本

援活動に従事した者自身の PTSD に注目する者も

看護科学学会が「災害看護研究特別委員会」を設置

なかった。救援活動での看護ケアの有効性を伝える

し、防災に関する調査研究を目的として活動してい

ことがクライシスマネジメントとして重要である。

たが、1999 年に日本災害看護学会として発展した

災害時の支援活動の対象は岩手県だけではなく、国

ものである。ちなみに、第 1 回は阪神・淡路大地震

内外を問わず国際的であるが、まずは岩手県のネッ

の被災地である兵庫県立看護大学で開催された。

トワークを確立し、モデルを示すことを目標とした。

日本災害看護学会第 4 回年次大会は 2002 年 9 月
（2）ネットワーク発足の経緯と実績

28 日に開催された。そのメインテーマは「災害看
護の実践−ネットワークの具体化−」である。会長

看護学部教員有志が準備会議を重ねた結果、2002

（石井）講演は、IT 時代における重要課題である倫

年 8 月 24 日、県内の保健所所属保健師 8 名、岩手県

理に注目し、「災害と倫理−ネットワークとプライ

看護協会会員 12 名、岩手県立大学看護学部教員有志

バシーの保護」とし、災害に関する倫理的諸問題に

12 名を役員として第 1 回の役員会を開催した。これ

言及した。会長講演において、①「災害ネットワー

までの経緯説明と趣旨・目的を説明し、役員の賛同

ク」の倫理モデルの提示、②「災害弱者」という定

を得て「岩手県災害看護ネットワーク連絡協議会」

義を「災害時に自力で生命を守ることができない、

が発足した。2003 年 1 月 11 日の準備会では、①岩手

あるいは心身の機能が低下しているため被災による

県防災・災害支援看護ネットワーク連絡協議会規約

侵襲が大きく、優先的に保護される存在」として「救

、
（案）
、②研修カリキュラム（案）
、③初期調査（案）

援優先者」と呼称することを提案した。これらのこ

④役員の役割分担、⑤設立総会（案）が審議、承認

とは、看護学部教員有志らが、被災地での支援活動

され、2003 年 8 月 9 日に設立総会と記念講演を行った。
2003 年から実施された災害看護研修会の内容は

から得た知見の結集である。

表 7 に示すとおりである。4 回の研修を修了した者

（2）「IPU 煎餅」の開発
岩手県の南部せんべいは地元産業の名産品の一つ

には修了証書を発行し、修了者は 42 名であった。4

である。我々はこれに着目し、従来の「カンパン」

回受講できなった研修参加者の為に 2004 年もほぼ

に代わるものとして南部せんべいを非常時の保存食

同一の内容で研修会を計画した。

として開発した。開発には被災の経験、心身の状況
5. 今後の課題

などを配慮し、①長期保存が可能、②携帯・保管に

1998 年から 2004 年までには幾多の災害が世界各

便利な小型サイズ、③美味、④外観、⑤栄養バラン

国で発生した。また近年の異常気象をみるかぎり、

スを条件とした。
「IPU 煎餅」は好評であり、閉会後も他県の会員か

いつどこにでも災害が発生する可能性は高い。1990

ら問い合わせがあった。1 年後、2 年経過後の品質評

年、国連は「国際防災 10 年」宣言をしたが、自然

価は合格であったが、今後も評価していく予定である。

災害は今や「人工災害」の様相を呈している。今後

学会を契機に看護学部教員が地域住民と触れ合う

我々にできることは、人為的災害を予防することで

機会を得ることが多くなったことは、防災対策の財

ある。まず、あらゆる災害のパターンを予測し、災

産となった。

害を最小限にくい止める対策を練ることである。
岩手県災害看護ネットワーク連絡協議会としては、
近県の専門職との連携を密にし、被災した場合は何

4. 岩手県災害看護ネットワーク連絡協議会の発足

を委託し支援してもらうのか、救援の際に我々に求

（1）「災害」における看護師の役割

められるスキルは何なのかを常に検討し、確認する

本協議会の目的と事業は、ネットワークの確立と

ことが今後の課題である。

災害時に必要な知識・技術の普及、支援活動の実践
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1998（Ｈ10）

●岩手山の火山災害に関する災害看護の取り組みとして、
下記2点を検討。
①災害時救護班の結成について、
②災害看護に関する研究活動について
●月1回の勉強会を計6回開催。

1999（Ｈ11）

●勉強会を継続していく中で、
以下2点の研究課題を設定。
①「慢性疾患を持つ人々の災害への対応に関する研究（以降は慢性疾患グループと略記）」、
②「被災者の心的外傷体験による精神障害に対する心のケア支援システムの研究（以降は心の
ケアグループと略記）」2グループに分かれて研究活動を本格化。

〜
2000（Ｈ12）

2001（Ｈ13）
2002（Ｈ14）

1999.11.17〜11.25 軽米町水害被害に関する支援活動
第3次訪問指導（健康相談）
を町保健師とともに実施。
（計4回）
2000.４.７〜８.30 有珠山噴火災害に関する支援活動
市町村保健師とともに訪問・健康相談活動に従事。
（計8回）

●防災の視点から、
災害に対する心構えや備えについてのパンフレット作成の必要性を認識。
資料･情報収集を通し作成活動の実践。各関係機関に配布。
●岩手県内における災害看護のネットワーク構築に向け、
関係諸機関との連携強化、
市町村における防災計画などに関する基礎調査を実施。
●災害支援ナースの育成に向けた研修カリキュラム試案の検討。

2003（Ｈ15）

●岩手県看護協会と連携し、
災害看護ネットワーク連絡協議会を設立。
●災害支援ナース育成に向けての研修会を計4回開催。

2004（Ｈ16）

●計5回の研修会の開催。
●岩手県内で発生した災害に関する被害状況や被災者の生活状況など災害看護に関する基礎調査を実施中。

細 越 幸 子：
「自然災害への備え」、
防災フォーラム、
岩手県立大学大学祭企画、
滝沢村.1998年11月
石 井 ト ク：
「岩手山防災について」岩手県岩手郡松尾村.2001年8月
石 井 ト ク：
「災害看護の理論と実践」、
いわて５大学学長会議シンポジウム
「地域防災と大学」、
岩手県立大学、
滝沢村.2001年12月
石 井 ト ク：
「災害弱者について」、
婦人消防等指導者研修会、
岩手県消防協会、
盛岡市.2002年2月
石 井 ト ク：
「防災と災害弱者」、
花巻消防、
花巻市.2002年3月
石 井 ト ク：
「災害看護」、
認定看護管理者教育課程セカンドレベル、
岩手県看護協会、
盛岡市.
三浦まゆみ：
「災害への備えについて」、
釜石保健所.2002年10月
石 井 ト ク：
「災害看護」、
認定看護管理者教育課程セカンドレベル、
岩手県看護協会、
盛岡市.2003年8月
細 越 幸 子：
「災害と看護」、
社会福祉施設看護担当職員研修、
盛岡市.2003年10月

1999年

11月12日

水害に関わる支援活動の打合わせ
看護学部教員17名

軽米町保健センター保健師、
岩手県各保健所からの支援保健師
とともに行う第3次訪問指導（健康相談）
に参画するための打合せ
を実施。

11月16日

第3次訪問指導（1回目）
：3名
三浦（ま）、
伊藤、
荒屋敷

健康調査個票をもとに、
役場から徒歩10分以内の商店街および周
辺住宅地を訪問。

11月17日

第3次訪問指導（2回目）
：5名
菊池、
吉田、
工藤(朋)、
石井(真)、
太田

健康調査個票に基づき、
住宅地を訪問。

11月24日

第3次訪問指導（3回目）
：4名
石井（ト）、
遠藤、
野口、
蛎崎

軽米町の小・中
これまで訪問していない地区の住宅を訪問。
また、
学校を訪問し、
校長・養護教諭と水害後の学童の健康問題につい
て話し合い。

11月25日

第3次訪問指導（4回目）
：5名
兼松、
福島、
上林、
工藤（宣）、
浅沼

住宅および避難所を訪問。
フォローが必要と思われるケースについ
てミーティングを実施。

12月１日

水害に関わる支援活動の反省会
看護学部教員17名

活動状況を報告し、
今後の支援活動のあり方について検討。

被災者の状況についての情報交換

軽米町の畠山保健係長から被災後の状況について説明を受けた。
水害による被害の特性を分析。

2000年

５月19日
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４月３日
４月７日
４月20日
５月３日・
７日

５月18日

５月21日・24日
６月５日
６月９日・12日
６月15日
６月16日・19日
６月26日
６月27日・30日

支援活動の打合せ：看護学部教員23名

有珠山噴火災害への支援活動の打合せ

活動拠点：豊浦町、伊達市の避難所6ヵ所

有珠山噴火災害への支援活動の打合せ、岩手県立大学

1名：吉田

看護学部としてボランティア登録、
衛生資材の運搬

支援活動の打合せ：看護学部教員12名

被災地の状況報告と今後の活動について検討

活動拠点：豊浦町避難所

・健康相談等の支援活動

2名：吉田、野口

・情報収集等

支援活動報告会

4月7日と5月３日〜7日の現地での活動についての報告会

看護学部教員35名、市町村保健師6名
活動拠点：豊浦町避難所

・健康相談等の支援活動

2名：細越、角川

・情報収集等

支援活動連絡会：看護学部教員6名

5月21〜24日の活動報告と次期訪問の計画

活動拠点：豊浦町避難所

・健康相談等の支援活動

1名：平野

・情報収集等

支援活動連絡会：看護学部教員6名

6月9〜12日の活動報告と次期訪問の計画

活動拠点：虻田町仮設住宅

・仮設住宅の居住状況調査

1名：浅沼

・健康相談

支援活動連絡会：看護学部教員7名

6月16〜19日の活動報告と次期訪問の計画

活動拠点：虻田町仮設住宅、豊浦町避難所 ・仮設住宅の居住状況調査
2名：柴田、高橋

・避難所の巡回訪問、
健康調査

支援活動連絡会：看護学部教員8名

6月27〜30日の活動報告と次期訪問の計画

現地行政機関との打合せ

北海道保健福祉部、
室蘭保健所、
虻田町健康福祉課への

2名：石井（ト）、吉田

活動報告と訪問調査の打合せ

７月17日

支援活動連絡会：看護学部教員4名

今後の支援活動について打合せ

８月８日

訪問調査打合せ：看護学部教員10名

虻田町避難住民への訪問調査について打合せ

７月３日
７月６日・
７日

８月10日・12日
８月17日
８月28日・30日

調査拠点：虻田町仮設住宅
4名：吉田、柴田、伊関、大室
訪問調査打合せ：看護学部教員8名
調査拠点：虻田町仮設住宅
3名：細越、野口、工藤

仮設住宅入居者に対する訪問調査（栄町、
高砂、
清水地区）
前回の調査報告と今後の訪問調査打合せ
仮設住宅入居者に対する訪問調査（月浦地区）
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200１年７月
200１年８月
200１年８月28日
200１年８月
200１年８月
200１年８月
200１年９月30日
2002年３月８日

雫石町総務課、
環境保健課
滝沢村総務課防災対策室
盛岡市総務部消防防災課
松尾村総務課
西根町総務課
玉山村
盛岡保健所保健福祉企画課
宮古市消防防災課

2002年５月30日
2002年６月５日
2002年６月28日

滝沢村総務課防災対策室
軽米町役場総務課
滝沢村在宅介護支援センター

細越、
野口
2001年11月18日（日） 岩手山噴火対策防災訓練（雫石町） 石井、
三浦、
吉田
2002年12月15日（日） 岩手山噴火対策防災訓練（西根町） 細越、
平野
岩手県総合防災訓練
（北上市）
2003年９月１日（月）
2003年12月14日（日） 岩手山噴火対策防災訓練（松尾村）

2004年１月17日（土） 1.17合同防災訓練（花巻市）

2003年８月９日

細越、
吉田
平野、
浅沼
三浦、
浅沼

遠藤（巴）、
蛎崎
遠藤（巴）、
蛎崎
福島、
高橋（有）
細越、
樋口
細越、
樋口
福島、
高橋（有）
福島、
高橋（有）
吉田
石井（ト）、
吉田
吉田
吉田

自主参加
健康相談窓口開設訓練
健康相談窓口開設訓練
「岩手県災害看護ネットワーク
連絡協議会」
として こどもの
相談窓口 を開設
「岩手県災害看護ネットワーク
連絡協議会」
として こどもの
相談窓口 を開設

記念講演「災害ネットワークはどうあればいいか〜国際的視点から〜」
中田晃（日本赤十字社組織推進部ボランティア課）
第1回研修会『岩手県における災害対策の実情と看護の課題』

９月20日（74人）

「岩手県における防災計画の概要」高橋勝則（岩手県総合防災室）
「台風6号による被災状況と災害時の保健活動について」佐々木順子（釜石市生活環境課）
「岩手県における災害看護の現状」村田千代（岩手県看護協会）
第2回研修会『警戒避難活動期の看護活動』

10月11日（68人）

「看護ニーズの査定」細越幸子（岩手県立大学看護学部）
「被災者・救護者の心のケア」小原真理子（日本赤十字武蔵野短期大学）
第3回研修会『救援期の看護活動』

11月８日（62人）

「救援時の看護活動〜地域における救援救護活動〜」横沢せい子（岩手県立大学看護学部）
「災害看護活動の知識と技術」野口恭子（岩手県立大学看護学部）
「救援期の看護活動〜復興期の看護活動の実践をとおして〜」日向安子（軽米町健康ふれあいセンター）
第4回研修会『災害支援ナースとしての役割とセルフケア』

12月13日（60人）

「災害支援ナースとボランティア活動のあり方」吉田千鶴子（岩手県立大学看護学部）
「災害看護活動の実際〜トリアージ〜」佐藤章子、
佐々木美香（岩手県立花巻厚生病院）
「災害時における病院管理」石井トク
（岩手県立大学看護学部）

（文責：岩手県災害看護ネットワーク連絡協議会会長
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石井トク）

13. 岩手県山岳協会
1998 年 7 月、国内の山小屋で上位に入る設備を持っ

高校生に登らせたいと願い、関係者への地図には岩

た水洗トイレ工事が 6 月の準備期間を終え始まった。

手山を入れて入山規制解除を待ったがついにその夢

工事は八合目避難小屋の屋根壁内装等の工事に併せ、

は叶わず、七時雨山や八幡平からその雄姿を望むし

ソーラーと風力発電の装置設備による水洗トイレ新

かなかった。

設工事となるはずであった。しかし、7 月の火山活

3 年間の入山禁止期間が過ぎ 2001 年には期間限

動による緊急下山指示が出され，登山者や工事関係

定という条件付ではあるものの、御神坂、柳沢、焼

者のすべての人があわただしく下山し、この年の岩

走り、上坊の 4 コースが入山可能となった。
そのため「岩手山の入山規制に係る関係者会議」

手山登山は禁止された。
岩手山八合目避難小屋は、岩手山測候所建物の解

が数多く開催され、岩手県山岳協会からも理事長や

体を山岳協会で請負って以来、完成後の夏季の登山

登山普及部長等の関係者が仕事を休みながら会議に

者が多い時期の土曜日曜に山岳協会加盟団体が交代

出席し、要望や監視業務に関する調整等を行った。
各関係者がそれぞれの役割分担の中、数多くの業

で御成清水の整備も含め管理してきた。
岩手山は山岳協会員のみならず、多くの県内登山

務の依頼があり、山岳協会内部での数度にわたる協

愛好者からも「ふるさとの山」
「御山」
「岩手県の最

議の末承認され業務委託契約を行うことになった。

高地点」「県名と同じ名前の山」等として愛されて

業務委託内容は、監視員 2 名を 2001 年 6 月 30 日か

きた山で、深田久弥の「日本百名山」として全国的

ら 2001 年 10 月 9 日までの 102 日間配置、緊急時に

にも名の知られた名山である。

おける下山誘導、緊急警備装置の通常点検、定時連
絡、八合目避難小屋の管理業務、登山者への啓発指

この岩手山の入山規制に関する協会のかかわりと

導等の責任も重く、危険を伴うものであった。

その影響を記する事としたい。

委託契約はしたものの監視員募集を各加盟団体，

山岳協会は岩手県体育協会の傘下にあるスポーツ
団体であり、
「山岳競技」では県民体育大会を開催し、

指導員、理事 OB 宛に展開するが、監視員業務の内

東北総合体育大会、国民体育大会では競技団体の中

容が文面からだけでは理解しがたく、実際の業務が

でも常に上位の得点を得ている。

できるのかと不安だったらしく、監視活動の初日は

1998 年は岩手県が国民体育大会の予選である東

希望者が無かった。しかし、岩手山に入れるという

北総合体育大会の開催地であり、2 年前から会場地

喜びから山開き前の八合目避難小屋への荷揚げの時

は岩手山の馬返しコースと決め、滝沢村や盛岡市と

には加盟団体から多くの人が集まり、初日の入山者

の協議を重ね準備を進めてきたが、岩手山の火山活

数を想定し理事長を筆頭に、副理事長や登山普及部

動により会場地の変更を余儀なくされることになっ

が、監視や避難小屋付近の整理、パトロールのため

た。4 月以降何度も県の東北総体事務局に呼ばれ、

にと前日から待機して 7 月 1 日を迎えた。

また協会内部の協議を重ね、予定していた「岩手山

入山解禁日は雨と強風のあいにくの天気であった

馬返し」コースと同程度以上の斜度のある雫石町の

が、各登山口の町村や百名山登山の完登を目指す人
など 900 人もの登山者があった。

「滝ノ上から烏帽子岳」コースへ変更することになっ
たが、急な申し出にもかかわらず雫石町関係者の御

監視員は八合目避難小屋に交代日の昼までに入り

協力と理解によって雨天であったが大会は無事終了

引継ぎ等を行うこととした（写真 1）。その日課は、

することができた。

朝 8 時 30 分の定期連絡、登山者に対する安全登山

しかし、安全のために替えたコースが大会一週間

の啓発、コース案内、防災通報装置の点検、登山道

後に「岩手県内陸北部の地震」により滝ノ上への道

パトロール、小屋及びトイレの掃除、宿泊者の対応

が土砂崩れにより閉ざされて行くこともできない状

等仕事は多く、食事の準備までもこなすことになる。

態になり、選手役員の宿舎にしていた網張温泉も被

監視業務は二人で行うこととしたが、一人は必ず日

害を受けることになろうとは思いもしなかった。

本体育協会認定の山岳スポーツ指導員があたり、期

さらに翌年の 1999 年は、全国高校総合体育大会

間は健康面を配慮し最長 1 週間までとした。定時連

が開催されることになっており、高体連関係者はぎ

絡は防災無線を利用したが、滝沢村役場から呼んでも

りぎりまで「岩手県の岩手山」へ全国の山を愛する

連絡が取れないからと心配し、協会理事がその日のうち
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土曜には加盟団体が当番で、柳沢の白樺商店に置か
せてもらっている荷揚げ品を八合目避難小屋に届け
監視員の業務を手伝ったり、差し入れをして監視員
の労をねぎらった。平成 14 年度の監視員業務は前
年の経験から、一週間では長いとのことから 4 日間
をめどとした。

に登って見ると、無線機と充電器がずれていて充電
できていなかったと言うこともあった。
防災無線は役場の業務でも利用されていると見回
りに行っている監視員と避難小屋にいる監視員との
連絡が出来ないことから、監視員間の連絡にはアマ
チュア無線を使用することもあった。限られた予算
の中では独自の業務無線を持つことは困難であった

7 月 1 日の岩手山入山解除から 10 月 14 日の体育

ろうが、盛岡、雫石、滝沢で組織している南岩手山

の日まで 106 日間にわたって各単位協会から土・日

遭難対策委員会の無線機の台数を何台か増やすこと

曜日の管理協力をしたほか、46 人がお盆休みや休

で対応することも出来たのではないだろうか。また、

暇を活用し雨の日も風の日も監視活動・山小屋管理

携帯電話の通話エリア拡大を要請すれば一般登山者

に努めた。入山者は登山者カードによると東側四ルー

の安全確保にも繋がるのではないだろうか。

トで二万人以上が登山、お盆期に天気が悪かったた
め昨年よりは 20％ほど減少したが、首都圏の登山

一週間の予定で監視員になったものの家庭の事情

者が多く見られた。

でやむなく下山しなくてはならず、急遽代理の者が
登り残りの期間を勤めるということが一度ならずあっ

平成 14 年度は国際山岳年であり、岩手山でも清

たが、何とか空白は作らずに業務を終えることが出

掃登山などを行ったが、岩手山のふもと西根町で行

来た。

われた日本山岳協会の自然保護委員総会は、全国か
ら 70 人の自然保護委員関係者が参加し開催された。

悪天候が続いたときの警報装置 7 個所のパトロー
ルには大変な苦労をした。全個所を一人で回ると 4、

自然保護のあり方についての研修であったが、参

5 時間かかるため方向を分けてパトロールするよう

加者からは入山規制に対する意見や質問があり、そ

にした。

の多くは規制しなければならないほどの火山活動な

監視員の食料は、米と味噌汁については山岳協会

のかということであった。同じ東北の磐梯山では火

で調達し他の用品類とともに荷上げし、他の食材は

山活動の活発化により入山規制されたものの、約 1ヵ

監視員一人一人が準備し八合目避難小屋へ入った。

月で解除されたこともあり、全国各地を歩いている
委員の方々に明確な回答をすることは出来なかった。

この荷揚げはほとんどが県山岳協会加盟団体のボッ
カによるもので、山岳協会ではこの荷揚げの際に一

2003 年も 7 月 1 日の岩手山の入山解除から 10 月

番重い荷物を上げた人を「ボッカ大将」と称し、つ

13 日の体育の日までの 105 日間にわたって、岩手

らい業務を互いに称えることとした。なかには 65

山登山者安全対策監視業務を行った。
2003 年は、登山者の事故が多く発生し特に 7 月 13

歳の男性が 53 ㎏を揚げたこともあった（写真 2）。
また、お盆や休日などは登山者が多いことから、
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日には登山中の男性が死亡する事故などもあり、他に

も登山中の事故の際には県の防災ヘリコプターの吊
り上げによる救助もあり、ヘリコプターでの救助時
の対応の仕方についても検討がなされた。また、春
からは翌年からの供用に向け、八合目にトイレの新
築工事も行われた。
また、この年は県で行う「岩手山西側調査」の協
力依頼があり、協会として一日も早く全期間全面解
禁を推進する立場から参加することになった（写真
3）。この調査は県総合防災室のほか盛岡気象台、雫
石町、松尾村、滝沢村の職員、岩手大学等のメンバー
とともに、岩手高原スキー場から県の防災ヘリコプ
ターに乗り姥倉山で降ろしてもらい、作業が終わる
頃に迎えに来てもらう形で行われた。作業内容は一

11 日の体育の日まで 103 日間にわたって、岩手山

定の距離ごとに鉄棒で穴をあけ、地下 30 ㎝の地温

登山者安全対策監視業務と協会事業として八合目避

を測定するのだが、姥倉山鞍部は以前から地熱が高

難小屋の常駐管理を実施した。また、平成 16 年度

く蒸気が上がっていたところもあったものの、調査

からは従来の八合目避難小屋での監視員 2 名体制を

時には 95℃に近いところや、歩くと明らかに地下

予算の都合から 1 名体制へと委託契約の規模を縮小

の空洞化がわかるところもあり、入山規制解除後の

せざるを得なかったが、協会理事会で「とても一人

登山道確保のためにどのようなコース取りをしたら

では責任を負えない」との声が多く、協会独自に人

いいか、登山道と噴気孔が近いところはどのような

員を配置することになった。
また、全山入山規制解除により今まで入山できな

対策を講じたら良いかを検討した。
当然作業は登山道だけでなく噴気孔近くの沢を下っ

かった網張温泉や松川からの登山者の安全確保のた

たり、巻尺、鉄棒、ハンマー、地温測定器などの道

め、噴気孔のある姥倉山から黒倉山、大地獄等一般

具を持ちながら笹藪の中を泳ぐようにして進み新た

登山者が立ち入っては危険そうな地点のある網張か

な噴気孔を見つけたりしながら地温の分布図を作成

らのコースも監視業務に加わり、八合目避難小屋詰

するためのデータ収集を行った。数回の調査の中に

めの監視員とは別に監視員一人が週末にその任に当

は、スキー場に集合してもヘリコプターが飛べず、

たった。全コースが解禁となったため登山者が増え、

休暇を取り消して仕事に戻ったことや、作業を終え

特に馬返しコースから網張や焼走りコースへの縦走

た後姥倉山で待っていたが迎えのヘリが近くまで来

者や、東京などの関東方面からのツアーが多く見ら

たもののガスがかかり降りられないこともあった。

れた。前年は、登山者の事故が多く発生し特に７月

やむをえず姥倉山から網張温泉まで歩くことになっ

には登山中の男性が死亡する事故などもあったが、

たが、入山規制が続き人が入っていないため登山道

監視業務終了後に登山中に病気により亡くなること

は笹や草が伸びており、鉈で刈り払いをしながら下

もあった。新築された八合目トイレも山岳協会員の

山し、網張温泉に着く頃には真っ暗になっていた。

掃除が行き届き、利用者から大変好評を得ている。

最終日の 10 月 13 日までの入り込みは 19,836 人で、

以上岩手県山岳協会の取り組みを記したが、山岳

前年比 2,793 人、12.3％減少、御神坂、柳沢、焼走り、

協会内部では監視業務を試行錯誤で対応してきたも

上坊の四登山道とも前年の入り込みを下回ったが、

のの、総括されている状態ではないので、来年度の

冷夏や悪天候が影響したものと見られ、登山者の下

対応もふくめ検討していくことになる。また、今ま

山カードの回収率は 91.8％で、前年比 2.1 ポイント

で行ってきた体制を維持しながら、行政と任意団体

減となった。

である山岳協会との「協働」を目指して行きたい。

2004 年は、いよいよ待ちに待った全山入山規制
解除となる記念すべき年になった。
2004 年 7 月 1 日の岩手山の入山規制解除から 10 月
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【岩手山登山者安全対策監視業務協力者及び団体名】
滝沢山岳協会、盛岡 RCC、翌檜山岳会、矢巾山好会、
都南山岳会、日本山岳会岩手支部、岩手アルペンロー
ズ山岳会、北上山岳会、JR 盛岡スキー山岳会、ツェ
ルト山岳会、ヒマラヤ同人苦楽無山童子、早池峰山
岳会、盛岡山岳会、盛岡山想会、玉山会福岡山好会、
矢巾山好会、巌鷲山岳会、翌檜山岳会。
藤沢克次、川向敏雄、諏訪木秀夫、畠山征敏、阿部
定志、山走一男、武田勝栄、武田直樹、瀬川幸夫、
北口睦男、立柳真示、矢羽々昭夫、大畑健智、小
松 涼、桑原清孝、桑原岳博、出堀宏明、高橋 繁、
熊野俊吉、中村桂悦、波岡 浩、谷藤桂子、阿部 勲、
蛇口良子、蛇口旭也、沼田克己、中村桂悦、阿部 勲、
太野隆夫、阿部陽子、西舘正治、今野長保、川口洋
八、四戸寛次郎、山口吉男、滝田 章、佐々木和雄、
佐々木和司、相良徹雄、中村桂悦、藤原利雄、藤
原

崇、阿部

勲、植田瑞穂、佐々木和雄、鎌田徳

三郎、川越鉄男、工藤洋司、吉田春彦、音石康一、
国本旗男、佐々木忠夫、大坊孝男、上野幸人、藤井
公博、佐藤俊一、安藤勝子、佐藤雅信、佐々木四士
美、高橋時夫、渋谷

僚、武田直樹、遠藤敏英、中

道政春、小笠原正雄、工藤裕志、村上伸男。

（文責：岩手県山岳協会理事長 吉田春彦）
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14. 岩手県農業共済組合連合会 〜岩手山火山活動と農業共済（NOSAI）
の対応〜
な考え方、②災害発生時の連絡・確認体制、③農家

1. はじめに
農業災害補償制度（NOSAI 制度）は、農家が栽

組合員への広報といった 3 つを柱に対策をまとめま

培する農作物や飼育する家畜などが、自然災害など

した。考え方の根底にあったのは、「プリペアフォ

の不慮の事故によって受ける損失を補てんし、農業

アザワースト」。常に最悪に備えよ。今、自分たち

生産力の発展に役立つことを目的に制度化された国

ができることは自分たちで考えて対策を立てておこ

の恒久的な災害対策のひとつです。相互扶助を基本

うというものでした。災害が発生してからどう対応

として、特別な災害対策予算などの必要もなく、約

するというのではなく、「こうした事態が発生した

束（加入契約）どおりに被害の程度に応じて、農家

場合はこうなりますよ」といったことを事前に、組

組合員は権利として共済金を受け取れることになっ

合広報紙等で岩手山周辺の農家組合員の方々に理解

ております。

していただく方策をとりました。

1947 年に制度化されて以来、50 年以上の歴史が

現場最前線を抱える盛岡地域農業共済組合（高橋

あり、幾多の冷害や風水害、病虫害、雪害、火災な

達雄組合長）と、それらを後方から支援するため岩

どの災害に対し、これまで本県全体で 2,335 億円（注：

手県農業共済組合連合会（小澤信吾会長）が、それ

任意共済を除く）余りの共済金を支払い、被災農家

ぞれ想定される範囲で対策をとってきました。以下、

組合員の経営安定に寄与してまいりましたが、今回

その対策を中心に記します。

の火山災害への対応は、本県 NOSAI の長い歴史の
3. 盛岡地域組合の対応

中でも始めてのことでもあり、まったくの白紙状態
からの検討となりました。

（1）災害対策打合会

注）任意共済：建物の被害、農機具の被害に対して共済金を支払う共済。

1998.7.8 周辺市町村の災害警戒本部設置を受けて、
管理職員を中心に岩手山災害対策打合会を開き、基

2. 火山災害に対する基本的な考え方

本的な事項について検討・確認を行いました。

1998 年 4 月 29 日に、盛岡地方気象台から岩手山

検討・確認事項

に関する「臨時火山情報第 1 号」が、6 月 24 日には

1. 災害警戒対策本部の設置

「第 2 号」が発表され、否応にも緊張感が高まって
きました。雫石町、滝沢村、西根町、松尾村、盛岡

2. 共済部長への対応マニュアルの配布

市にまたがる岩手山の周辺は、県内有数の酪農地帯

3. 市町村災害警戒本部との連絡体制

で火山災害に伴い、牛そのものへの被害のほか、放

4. 家畜避難先への家畜診療所獣医師の派遣

牧地・採草地が被害を受けることによる間接的な被

5. 指示命令系統の確認 職員の連絡・役割分担

害、また、火山灰の堆積が大雨・雪解けにより泥流

6. 家畜個体確認の方法

化し河川の下流地域での農作物等の埋没・流失など

7. 規制区域内の共済事故の確認方法・共済金の
早期支払い ･ ･ ･ など。

の被害が想定されました。
火山災害が発生した場合、どのように対応してい

（2）災害警戒対策本部の設置
1998.7.22

くか。火山災害の場合、冷害や水害、病虫害、風害

理事会において、岩手山火山災害警戒

などと違い、警戒区域などが設定され長期間に渡っ

対策本部（本部長 高橋組合長）を設置。農作物・

て立ち入りができなくなるなど、損害評価（被害調

家畜などが被害を受けた場合の共済事故としての取

査）、継続加入などの手続きに支障をきたすことが

取り扱いや事前対策、ハザードマップを参考に被害

十分想定されます。北海道有珠山や長崎県雲仙普賢

が予想される地域の各共済目的別（水稲・牛・ハウ

岳での火山災害に伴う NOSAI の対応事例はあるも

ス・住宅など）ごとに加入状況が報告されました。

のの、加入方式、農業形態、地形、災害の発生時期

被害を想定した地域は、岩手山半径 10 ㎞以内の集

の違いなど、一律的に適用することが難しい場面も

落で、雫石町、滝沢村、西根町、松尾村の 4 町村の

多く、組織自身で考えていかなければ課題が浮き彫

26 集落を対象としました。加入状況から見て、大規模

りとなりました。

な火山災害が発生し壊滅的な被害を受けた場合、水稲
共済で 7 億 3,000 万円、家畜共済で 7 億 7,000 万円余

そこで、NOSAI としては、①噴火災害を想定し

りの共済金の支払いとなることが分かりました（表 1）。

た NOSAI への加入（引受け）、損害評価の基本的
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（6）職員の意識啓発（講演会の開催）
2002.10.11

組合・連合会職員 50 人を対象に、組

水

稲

660戸

68,707ａ

73,220万円

合会議室を会場に岩手大学工学部の斎藤徳美教授か

家

畜

250戸

6,545頭

77,468万円

ら「生きている火山、岩手山−共生への 4 年間の取

1戸

120ａ

41万円

り組み」と題して講演をいただき、岩手山火山活動

171戸

591棟

7,381万円

畑作物
園芸施設

の経過と減災への取り組みについて認識を深めました。
（7）人とひととのつながり

158,111万円

合

計

1,082戸

建

物

650戸

1,350棟

1,118,500万円

NOSAI にとってのいちばんの財産・強みは、組

農機具

120戸

321台

77,968万円

合と地域・集落の「橋渡し役」として活躍していた

合

770戸

1,196,468万円

ただいている共済部長、総代、損害評価員会委員・

計

損害評価員の方々との人的・地域的・組織的な人と
警戒対策本部の設置に当たって、佐々木忠之副本

ひととのつながり、「ネットワーク」をもっている

部長（参事）は、
「大変な事態にならないことを祈っ

ことです。全体で 2,155 人（延べ）の方に委嘱。災

ているが、NOSAI としても事態が発生した場合に

害発生時には、こうした方々からの協力・応援は絶

即応できるよう体制を整えたいと思っています」と

対に不可欠なことから、地区の共済部長協議会へ、

コメントを出しました。

NOSAI としての対応策を巡回しながら説明しました。
（8）岩手山麓の畜産農家の声（組合広報紙より）

（3）警戒対策本部の役割

雫石町長山 小松郁人さん（46）： 乳牛 78 頭飼育

①被害発生時の迅速な情報収集、②適切・迅速な
損害評価、③共済金の早期支払い、④農家組合員へ

今、思っていることは、行政も牛の避難箇所や運

の理解・周知、⑤関係機関・団体との連携、連絡協

搬方法なども検討しているが、搾乳施設についても

調を目的に、各部課、支所、家畜診療所ごとに職員

考慮して欲しいと思うし、NOSAI には共済金とは

の災害発生時の役割を明確化し、指示命令系統の統

別に特例措置として見舞金の支払いなどがあればと

一化を図りました。また、公用車 49 台に業務用無線

考えている。確かにこの辺は被害予想地域の最先端

を装備しているため、これらを活用した情報収集シミュ

だが、今はどうすることもできないのが現状だ。実

レーション（中継基地の設定等）も行いました。

際に現実的なものとなった時点で最終決断を下すこ
とになるだろう。

（4）農家組合員への周知（表 2）

雫石町長山 松原久美さん（48）： 乳牛 78 頭飼育

火山災害が発生した場合の NOSAI の取り扱いにつ
いて、特に加入と損害評価を中心に各共済目的別に特

今回の NOSAI の対応は、牛を識別するためには

集を組み、区域内農家組合員 17,700 人に配布ました。

万全な措置と思う。この騒ぎになって心配なのは、
牛の管理面だ。牛を移動する場合、搾乳施設がなけ

（5）家畜識別票の取り付け（写真 1、2）
畜産農家が避難後、牛が放し飼いになるケースを

れば病気にもなるし、（採草地への被害は）粗飼料

想定し、被害の危険性の高い地域の家畜共済加入牛

の確保など、大きな問題になるだろう。岩手山のふ

約 1,700 頭に、7 月下旬から識別票（ネック・タック）

もとにある 15ha の牧草畑が心配だ。
雫石町長山 長坂ナヨさん（66）： 和牛 4 頭飼育

を一頭一頭に取り付けました。

家畜は経済動物です。ですから（家畜共済）保険
にも入っています。先日の地震（雫石町北部で震度
6 弱を記録）の時は、ちょうど牛舎にいましたが、
外に出るのがやっとでした。災害が発生して家畜を
避難させたり、事故にあった場合を考えると、先日
の識別票の取り付けは適切な措置と思います。（市
場出荷が近いことから）登記前の子牛に取り付けな
かったので、今後この辺を踏まえて検討してみては
どうでしょうか。
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組んできました。

4. 連合会の対応

まったくのゼロの状態から災害対策本部を立ち上

基本的な考え方として、組合の災害対策をいかに
スムーズに進めていくかといったことを視点として、

げ、立入制限区域内でのNOSAIへの加入・被害調査

その支援対策を中心に取りまとめました。

の取り扱い、農家組合員への周知・理解と、事前に

（1）災害対策本部の設置

可能な対策を取ってきました。実際の場面に遭遇し

1998.10.27

理事会において、連合会の火山災害対策の基本指

た場合は、様々な、そしてより困難な問題・課題が

針となる「岩手山火山災害に対する NOSAI 対策本

出てくるものと思われます。今後も、日ごろから組

部設置要領」を定めました。また、盛岡地域組合で

織としての体制の点検、マニュアルの整備・更新を

の対応を支援するため、中堅以上の職員全員に担当

怠ることなく、防災意識を啓発していくことが求め

を下表のように振り分け、災害が発生した場合の即

られます。
＊

応体制を敷きました。

＊

＊

今回の岩手山噴火の危機は、NOSAIにとって従来
総務課

災害対策基本法
農業災害補償法解釈

普及情報課

情報収集、広報活動支援

農産課

加入実務支援、事故確認実務支援

果樹園芸課

加入実務支援、事故確認実務支援

の対応をはるかに超えたものであり、その奥行は際
限なく深いものでした。災害警戒対策本部設置から6
年が経過する中で、NOSAIの事務処理も電算化への
移行が図られた結果、格段に進歩しパソコンのキー
ボタン一つで、データベース化された加入・過去の
事故情報（共済金受取情報）が個人、集落の単位で

建物農機具課 加入実務支援、事故確認実務支援
家畜課

瞬時に分かるようになりました。自らの命と生活を

加入実務支援、事故確認実務支援

守るための自助努力は当然必要ですが、地域の連携
により災害を軽減する「減災」の努力とともに、
NOSAI制度の趣旨を踏まえ、農家組合員の方々の理

（2）火山活動の現況把握
火山活動の情報を収集するため、月 1 回土曜日に

解を得ながら、NOSAIとして当然の責務、社会的な

岩手大学工学部食堂で開かれるＩＮＳ「岩手山火山

責任であるNOSAI加入率の向上により、火山災害に

防災検討会」に参加。難しい専門用語は分からずと

対する備え（補償）が十分に行われるよう、今後と

も、大まかな活動の現況把握に努めました。

も適切に対応していきたいと考えております。

5. おわりに − NOSAI としてできること−

引用資料
月刊 NOSAI

幸いにも 1998 年 4 月の噴火の危機から間もなく 6

組合広報紙

年が経過しようとしておりますが、無事何事もなく
過ぎ去ろうとしております。2000 年 3 月に総合的
な「岩手山火山防災ガイドライン」が取りまとめら
・防災機関（気象台、
れ、行政機関（国、県、市町村）
警察、消防、自衛隊など）、学識経験者、住民は、
連携してそれぞれの役割を遂行することにより、人
命や財産の保護といった地域の安全を守ることを対
策推進の基本理念として定められました。
NOSAI は災害時の農業経営の安定と農業生産力の
発展に役立つことが目的であり、災害による家畜、
施設園芸、住宅、畜舎といった資産（財産）価値の
減少、あるいは農作物・果樹・畑作物の減収にかか
る損失を補てんすることで、NOSAI としてもガイド
ラインの基本理念に沿う形で今回の噴火危機に取り
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・警戒区域は、住民の生命・身体を
保護する趣旨から発令されるもの

農作物共済
（水稲・麦）
畑作物関係
（大豆・ホップ）

・噴火による災害は共済金の支払い対象
となります。

ですから、通常の肥培管理はもち

・損害評価は、立入りが可能な場合は、

ろんのこと、作付けもできない状

通常の損害評価となりますが、不可能

況となることが想定され、加入は

な場合は、公的機関の資料等により収

できなくなります。

穫皆無を確認する方法で行います。

・避難勧告地域も警戒区域と同様な
趣旨から発令されるものですが、
立入りが可能で、通常の肥培管理
ができると判断された場合のみ、
加入ができます。
・噴火した場合でも常時立入りがで

・噴火等による事故（家畜の死亡・廃

き、通常の飼養管理ができる場合

用・病傷事故）は基本的には対象と

は、継続・追加（途中導入）・新

なります。

規に加入すること、または補償額

が死亡・廃用となった場合は、通常

の引き上げも可能です。
家畜共済
（牛・馬・豚）

・噴火や地震により牛舎が潰れ、家畜

・警戒区域・避難勧告地域が発令さ

の死廃事故として取り扱います。

れた地域では新規に加入すること

・立入禁止地域は、行政の命令または

はできませんが、継続して加入す

指導により通常の飼養管理ができな

ることはできます。ただし、共済

いため2号廃用（不慮の災厄により家

金額（補償額）の増額はできませ

畜を救うことのできない状態に陥っ

ん。

た場合）が適用となり、対象となり
ます。

＊表は 1998 年 7 月時点における組合区域内の共済目的（一部抜粋）を基に作成したものです。
共済金の支払いには、一定割合を超える損害（減収量・損害額）の発生が要件となります。

（文責：岩手県農業共済組合連合会企画部普及情報課）
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15. 全国労働者共済生活協同組合連合会岩手県本部
臣宛「地震災害等に対する国民的保障制度を検討す

1. 全労済とは

る審議会の設置に関する要請」を梶山官房長官を窓

全労済は正式名称を「全国労働者共済生活協同組

口として提出した。

合連合会」といい、消費生活協同組合法に基づき、
厚生労働省の許可を受けて設立された、共済事業を

3. 県民会議の発足

行う協同組合です。
協同組合は、生活をより良くしたいと願う人々が

県民会議は、1996 年 8 月 2 日兵庫県の発足からは

自主的に集まって事業を行い、その事業の利用を中

じまり 12 月 20 日沖縄県での発足まで 5 か月間で全

心にしながら、みんなで活動を進めていく、営利を

ての都道府県に設立し、岩手県においても 9 月 9 日

目的としない組織です。

に設立し、団体署名・個人署名の取り組みをして、
142,000 人の署名を集めることができました。

協同組合に参加したい人は、誰でも出資金を出し
て組合員になることができ、事業の利用や運営も、

岩手県民会議メンバー

この組合員によって行われます。
「一人は万人のために、万人は一人のために」と

〈代表世話人〉

いう言葉に象徴されるように、人と人との協同を原

斎藤

徳美

岩手大学工学部教授

点に組合員の生活を守り、豊かにすることを目的と

石橋

乙秀

弁護士

して活動する組織が協同組合です。

大志田

2. 阪神・淡路大震災から国民的運動展開

論

岩手日報社専務取締役

嘉倉

良男

岩手県生活協同組合連合会会長

杉澤

トク

岩手県地域婦人団体協議会会長

鈴木甚右ヱ門

岩手県漁業協同組合連合会会長

方を襲ったマグニチュード 7.2 の激震により犠牲者

千葉

和夫

岩手県労働者福祉協議会会長

6,432 人、家屋全半壊 25 万棟以上、避難所生活者

三好

京三

作家

1995 年 1 月 17 日、午前 5 時 46 分、阪神・淡路地

46,000 世帯、被害総額 10 兆円、ライフラインの壊

〈事務局長〉
菊池

滅的破壊を一瞬のうちにもたらした。
阪神・淡路大震災を機に全労済協会として、1995

豊吉

〈発足日〉

全労済岩手県本部
1996 年 9 月 9 日

年 9 月 19 日に「自然災害に対する国民的保障制度

主な活動

の提言」を発表し、自然災害に対する国民的保障制

・シンポジュウムセミナーフォーラム開催

度を確立をするため、国会に審議会の設置を求める

開催日

1996 年 11 月 28 日

国民的な運動を進めていくこととし、1996 年 7 月

講

中原

師

祥晧

（岩手日報論説委員長）

19 日「国民会議」を発足した。

「地震・津波等に対する公的保障制度

国民会議には、団体では全労済協会・兵庫県・社
会経済生産性本部・日本労働組合総連合・日生協が

を求める」

参加し、個人では、神戸市長・岸ユキ（俳優）・ア

・街頭署名活動の実施

グネスチャン（歌手）等が代表世話人に就任いたし
国民会議や県民会議の全国運動の展開が功を奏し

ました。

て、1997 年 7 月 17 日、全国知事会総会が開催されて、

国民会議として、各県に設置をした県民会議と連
動し、自然災害に対する国民的保障制度の確立のた

生活再建を中心とした「災害相互支援制度」が採択

め、国会に審議会の設置を求める署名運動の全国展

された。
また、1997 年 8 月 28 日、地震議連の総会が開催さ

開を行い、2,400 万人以上の署名を集約することが

れ、
「住宅再建に対する検討機関の設置を含めた生活

できました。

再建支援課題」について、秋の臨時国会で議員立法

この運動の全国展開にあたり、運動の広がりを図っ

として成立させるよう努力する旨の確認がされた。

ていくため、各県に「県民会議」の設置を呼びかけ
ていきました。
全国の署名を 1997 年 2 月 20 日に橋本内閣総理大
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大きな前進ではあったが、現実的に法的保障だけで

4. 被災者生活再建支援法の成立

はきわめて不十分なものであり、自助努力による、

全国的な運動により、被災者生活再建支援法が
1998 年 4 月 24 日参議院本会議、5 月 15 日衆議院本

災害時の備えが必要であり、阪神・淡路大震災の発

会議で可決成立した。

生により、国民的保障制度の実現を追求しつつも、

しかし内容については十分とはいえませんが、自

組合員の地震補償のニーズが高まり、2000 年 6 月

然災害に対して「生活再建支援金」が支給されるこ

に地震保障や自然災害保障の充実を図った「自然災

とになり、意義のある一歩を踏み出すことができた。

害共済」が誕生した。

5. 被災者生活支援制度の概要（図 1 参照）

7. 自然災害共済の概要
（1）支払い対象

2004 年 7 月 31 日までの被災者生活支援制度の支

1）台風、突風・旋風、暴風雨、豪雨・長雨、洪水、

援金の支給状況は、1999 年 6 月の広島県豪雨災害か
ら 2003 年 9 月の十勝沖地震まで既支給世帯数 2,950 件、

高波・津波、降雪、雪崩により住宅、家財に損

支援給金総額約 22 億 8,804 万円となっています。

害を受けた場合

現在 2004 年の台風の災害や新潟中越地震の災害
についても被害状況を調査中としています。
県民会議はその後、2000 年に「自然災害保障制
度の拡充を求める岩手県連絡会」名称変えて活動を
継続してきました。
主な活動
「有珠山噴火
被災者の生活再建を考えるセミナー」の開催
開催日

2000 年 7 月 31 日

会

場

岩手教育会館

内

容

※一部壊とは…建物または家財の損害額が20万円を超えた場合が対象となります。損害額と損害割合は建物・家財の
損害額ごとに認定します。
※風水害等共済金の額は、
火災共済と付帯される自然災害共済より支払われる風水害等共済金を合わせて損害の額を
限定します。
なお共済金の合計額が損害の額を超える場合は、
火災共済の共済金を優先してお支払いします。

大ホール

2）地震による火災、地震による損壊、噴火による

イ、講

損壊、津波による倒壊により住宅、家財に損害

演

を受けた場合

・「自然災害に備える自助努力の必要性」
・自然災害共済制度の概要
ロ、講

師

岩手大学工学部教授
主

催

斎藤徳美氏

自然災害保障制度の拡充を求める岩手
被災者の生活再建は、1 階に公助（支援法）、2 階

県連合会

に自助（預金・保険等）、3 階に共助（自然災害共
済等）が、整って生活再建が可能となります。

セミナー開催時に会場において、有珠山噴災害義

今後も公助保障拡大運動を展開していくことが重

援金を募り、義援金 84,915 円を北海道虻田町役場

要であり、現在はこの公助保障が不十分なため共助・

に送金しました。

自助の共済等の加入により、災害時に早期の生活再
建可能な備えが、必要ではないでしょうか。「岩手

6. 自然災害共済の誕生
阪神・淡路大震災の発生を機に、自然災害に対す

山噴火」ということを通して、私たちも身近に自然

る被災者への公的保障の成立をめざし、被災者生活

災害に対して、不安と家庭・職場での危機管理の意

再建支援法の成立実現してきたが、その保障内容は、

識の弱さを感じました。
今後は、今日までの研修を生かし、災害に対する

生活再建ができる保障ではなく、きわめて不十分な

危機管理を強化し、多くの方が早期に生活再建がで

ものであった。

きるよう私たちも努力していきたいと考えています。

公的保障が新たに誕生したことは、今後の運動に
376

（文責：全国労働者共済生活共同組合連合会岩手県本部総務課）
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16. 八幡平国立公園協会
1. 目

め、盛岡駅内「北東北観光センター」で外国人観光

的

国立公園八幡平の整備促進並びに健全な保全利用

客への案内業務を行う「ｉ」案内所に対し運営経費

を期するため、国、県、関係市町村に協力すること

の一部を負担するなど国際観光モデル事業の推進を

を目的とし、概ね次の事業を行う。

図った。さらに当国立公園内の山開きや諸行事の支
援を行い観光客の受け入れ態勢の充実を図った。

1）関係県その他との連絡調整
2）施設の保全と自然景観の保護育成

4. 平成 11 年度の事業概要

3）宣伝と啓蒙の強化

観光客リクリエーション客入り込み数は、県の観

4）北東北国際観光テーマ地区の整備促進

光統計によると県全体では、3,824 万人回と前年度

5）その他必要事項等

比 1.7％の増加、盛岡・八幡平地区は、長期化する
岩手山の火山活動と長引く景気の低迷等の要因によ

2. 構成市町村（7 市町村）

り 1,242 万人回で 0.9％の減少という結果になった。

盛岡市、雫石町、松尾村、西根町、安代町、

当協会では、岩手山・八幡平特別キャンペーン事

滝沢村、玉山村

業（岩手山・八幡平周辺自然探訪ラリー事業、外国
人向けパンフレット作製事業等）及び、観光専門ガ

3. 平成 10 年度の事業概要
観光客リクリエーション客入り込み数は、県の観

イドによるトレッキング案内や観光写真展などの夏

光統計によると県全体では、3,761 万人回と前年比

の特別キャンペーンをいわて銀河プラザにおいて盛

6.0％の減少、盛岡・八幡平地区は、岩手山の火山

岡地方振興局の支援を得て実施した。
また、

活動、岩手山南西地震及び経済不況等の要因により

岩手県観光連盟（現

岩手県観光協会）

と協力し、当国立公園の豊富に湧出する温泉をは

1,253 万人回で 6.3％の減少という結果になった。
当協会では、観光客の減少に歯止めをかけるため、

じめとする多様な自然観光資源を生かした岩手山

岩手山・八幡平特別観光キャンペーン事業（八幡平

山麓サマーフェスティバルでは郷土芸能の披露、キャ

山賊まつり（松尾村）
、岩手雪まつり（雫石町）
、岩

ンプファイヤーなどを実施し、積極的に誘客活動

手山焼走り国際交流村開村 5 周年記念祭（ 焼走り

を図った。

西根町）などのイベン

さらに、当協会における広域観光の展開方法を探

ト）を盛岡地方振興局の支援を得て実施し、豊富に

り、四季型・周遊型観光を目指した事業や推進態勢

湧出する温泉をはじめとする多様な自然観光資源を

の在り方などについて調査・検討した報告書を作成

生かし、地元開催イベントでのキャンペーン、ホー

した。

THANKU フェスティバル

ムページの開設などや受け入れ態勢の整備、各地の

ほかに、各地の観光と物産展での紹介宣伝や新聞、

観光と物産展における紹介宣伝など積極的に誘客活

旅行雑誌等マスコミ媒体を活用した広報宣伝の展開、

動を行うとともに新聞、旅行雑誌等マスコミを活用

そして、きれいな観光地を保全するための美化清掃

した広報宣伝の展開を図った。

活動などを支援した。

また、岩手山・八幡平とその周辺観光の魅力を

なお、本年は、国際観光モデル地区から北東北観

PR するため、首都圏から観光モニターを公募し招

光テーマ地区への移行を受け、更なる外国人観光客

待会を実施した（1 回目ペア 18 組 36 名参加、2 回

の受け入れ態勢の整備を図った。

目ペア 10 組 20 名参加）。そのほか、初めて修学旅
5. 平成 12 年度の事業概要

行生が当協会エリアまで来訪できることになり、そ
の情報を関係機関に提供するとともに、札幌市にお

観光客のリクリエーション客入り込み数は県の観

いて修学旅行誘致説明会を実施した。ほか、観光地

光統計によると県全体では、3,907 万人回と前年度

の汚染防止を防止するため美化活動を支援した。

比 2.2％の増加、盛岡・八幡平地区は、岩手山の火

なお、1987 年に盛岡・八幡平地区が国際観光モデ

山活動と長引く景気の低迷等の要因により 1,131 万

ル地区に指定され、さらには国際化の進展等により、

人回で 8.9％の大幅な減少という結果になった。当

当地区を訪れる外国人観光客も多くなっているた

協会では、観光客の減少に歯止めをかけ、観光客の
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地域の魅力等の宣伝を行った。

増加を図るため、第 1 回岩手山・八幡平フォトコン

また、 盛岡観光協会（現 盛岡観光コンベンショ

テストや各地域でのキャンペーン、共同温泉優待事
業などの岩手山・八幡平特別事業を盛岡地方振興局

ン協会）、

岩手県観光協会などと共同で台北トラ

の支援を得て実施した。また、国際観光時代の到来

ベルフェア 2001 に参加し、近年増加している台湾

に合わせ、インターネットによる情報発信や外国人

観光客の誘客促進を図った。

向けパンフレット「コンパス」の配布、さらに、

さらに、一体的広域観光推進事業において、情報

CD-ROM の作製を行い、当地域の宣伝をするともに、

管理グループ、人材育成グループ、共同キャンペー

盛岡観光協会（現 盛岡観光コンベンション協会）
、

ン推進グループ、国際観光推進グループ、修学旅行

岩手県観光連盟（現

岩手県観光協会）などと共

誘致グループという 5 つのワーキンググループを結

同で台北トラベルフェア 2000 に参加する一方、台

成し、戦略性・実効性の高い広域観光推進の事業展

湾の旅行エージェント、マスコミ関係者を招待し

開について検討した。
ほかに、各地の観光と物産展での紹介宣伝や新聞、

PR するなど、台湾観光客の誘客促進を図った。
さらに、昨年度から実施している一体的広域観光

旅行雑誌等マスコミ媒体を活用した広報宣伝の展開、

推進事業において、ワーキンググループを結成し、

そして、本年度においても「八幡平山賊まつり」や

専門家の指導のもと、戦略性のある広域観光推進の

「盛岡駅周辺イルミネーション事業」などの地元で
の行事や、きれいな観光地を保全するための美化清

事業計画を策定した。
ほかに、各地の観光と物産展での紹介宣伝や新聞、

掃活動などを支援した。

旅行雑誌等マスコミ媒体を活用した広報宣伝の展開、
7. 平成 14 年度の事業概要

そして、
「八幡平山賊まつり」や「わいわい手つなぎ

観光レクリエーション客入り込み状況は、岩手県

フェスタ 2000」などの地元での行事や、きれいな観

の観光統計によると県全体では、3,871 万人回と前

光地を保全するための美化清掃活動などを支援した。

年比 1.3％の減、盛岡・八幡平地区は 1,105 万人回で
前年比 4.6％の減であった。

6. 平成 13 年度の事業概要

当協会では、2 年目となる岩手山東側 4 登山コー

観光レクリエーション客入り込み状況は、岩手県
の観光統計によると県全体では、3,925 万人回と前

スの入山規制緩和を受けて、平成 13 年度に引き続き、

年比 0.5％の増、盛岡・八幡平地区は 1,159 万人回で

登山ルートガイドマップや観光ダイジェスト版チラ

前年比 2.5％の増であった。

シの作製及び配布を行い、岩手山及びその周辺地域
への誘致活動を展開した。

当協会では、岩手山入山規制一部緩和を契機とし

さらに、岩手山・八幡平フォトコンテストの実施、

て、岩手山登山ルートガイドマップの作製、観光事
業者向けチラシの作製・配布や観光事業者向け研修

修学旅行誘致対策事業、新幹線八戸延伸に係るキャ

会の開催及び岩手山麓フォークジャンボリー実行委

ンペーン事業などを盛岡地方振興局等の支援を得な

員会に参画するなど県内外を問わず広く宣伝活動を

がら展開し、客誘客宣伝活動を実施した。
また、当協会地域が北東北国際観光テーマ地区に

行い、岩手山及びその周辺地域への観光客の誘致活

選定されていることや、近年台湾からの訪日観光客

動を展開した。
さらに、岩手山・八幡平フォトコンテストの実施、

数が増加していることから、主に台湾からの誘客を

修学旅行誘致対策事業、新幹線八戸延伸に係るキャ

主眼においた外国人観光客誘致活動に努めた。主な

ンペーン事業などを展開し、様々なターゲットに対

事業として、インターネットによる情報発信や、外

しての誘客宣伝事業を盛岡地方振興局等の支援を得

国人向けパンフレット「コンパス」及び CD-ROM

ながら実施した。

の配布、 盛岡観光協会（現 盛岡観光コンベンショ
ン協会）、

また、国際観光時代の到来に合わせ、インターネッ

岩手県観光協会などと共同で台北トラ

コ

ベルフェアー 2002 への出展を行った。さらに、各

ンパス 及び CD-ROM の配布、インバウンドエージェ

地の観光と物産展での紹介宣伝や新聞、旅行雑誌等

ントに対する宣伝活動等を昨年に引き続き行い、当

マスコミ媒体を活用した広報宣伝の展開、そして、

トによる情報発信や、外国人向けパンフレット
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レッキング体験など、旅の目的が多様化してきた。

本年度においても「八幡平山賊まつり」や「盛岡駅
周辺イルミネーション事業」などの地元での行事や、

一方で、国土交通省が打ち出した「ビジット・ジャ

きれいな観光地を保全するための美化清掃活動など

パン・キャンペーン」において、訪日外国人観光客

を支援した。

数を現在の約 500 万人から 2010 年までに約 2 倍の
約 1,000 万人にするため様々な取り組みが行われて
いる。

8. 平成 15 年度の事業概要

そのため当協会としても国際観光推進のための基

観光レクリエーション客入り込み状況は、岩手県

盤整備や宣伝活動が必要不可欠である。

の観光統計によると県全体では、3,812 万人回と前

また、当協会は、国立公園八幡平の豊富な自然景

年比 1.5％の減、盛岡・八幡平地区は 1,116 万人回で

観や温泉資源、さらには、日本の原風景を思わせる

前年比 1.0％の増であった。
当協会では、3 年目となる岩手山東側 4 登山コー

ような景観等を数多く有しており、それらを活かし

スの入山規制緩和を受けて、14 年度に引き続き、

た観光宣伝及びエリア内に長期滞在をしてもらうた

登山ルートガイドマップや岩手山登山ダイジェスト

めの近隣国立公園協会などとの広域ルートづくりが

版チラシの作製及び配布を行い、岩手山及びその周

必要不可欠になっている。
さらに、当協会エリアが北東北国際観光テーマ地

辺地域への誘致活動を展開した。
さらに、修学旅行誘致対策事業を実施したほか岩

区の周遊ルートに指定されていることから、外国人

手山・八幡平自然景観事業、新幹線八戸延伸に係る

観光客の誘致及び受入態勢の整備、デジタル社会に

キャンペーン事業及び「新しい旅プラン」作成事業

対応した観光情報の提供が求められるところである。

などを展開し、様々なターゲットに対して誘客宣伝

本年 7 月 1 日には、待望であった岩手山登山コー

事業を盛岡地方振興局等の支援を得ながら実施した。

スが全面的に入山規制解除になることから、これま

また、当協会エリアが北東北国際観光テーマ地区

で以上の登山客や観光客の当地域への来訪が見込ま

に選定されていることや、台湾など東アジアからの

れるため、岩手県や関係機関と連携しながら積極的

訪日観光客が増加していることから、主に台湾から

な誘致活動を展開するものとする。

の誘客を主眼においた外国人観光客誘致活動に努めた。
（文責：八幡平国立公園協会）

主な事業として、インターネットによる情報発信
や、外国人向けパンフレット「コンパス」の配布、
盛岡観光コンベンション協会、 岩手県観光協会、
陸中海岸国立公園協会などと共同で台北トラベルフェ
ア 2003 への出展を行い当協会地域の宣伝活動に努
めた。
さらに、一体的広域観光推進ワーキンググループ
において、官民一体となった観光客の誘客につなが
る PR 活動などの事業を展開した。
ほかに、各地の観光と物産展での紹介宣伝や新聞、
旅行雑誌等マスコミ媒体を活用した広報宣伝の展開、
そして、昨年に引き続き「八幡平山賊まつり」や「盛
岡駅周辺イルミネーション事業」など地元での行事
や、きれいな観光地を保全するための美化清掃活動
などを支援した。
9. 平成 16 年度の事業概要
従来の旅行の主流であった名所・旧跡めぐり的な
観光から、味覚や体験、グリーン・ツーリズムやト
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17. 岩手山南麓エリア協議会
当協議会は、雫石町の岩手山山麓から国道 46 号

27 日に平成 11 年度岩手山南麓エリア協議会通常総

線までの観光施設により形成される、観光客を誘客

会を開催し、岩手大学工学部の斎藤徳美教授にお越

することを目的とした協議会です。

しいただき岩手山の火山活動の現況と今後の安全対
策を踏まえた観光振興について講演を伺い、平成

発足当初の目的は、エリア内の各施設が個々に設
置した誘導看板を観光客にわかり易く、統一的な案

11 年度の事業計画を下記のとおり積極的な実施、

内にする事と、合同パンフレットを制作して誘客宣

参加を目指して誘客活動を展開することとして議決

伝をする事でした。協議会としての宣伝等と平成の

しました。
（1）旅行記者クラブを招致し当エリアを題材にした

好景気によりエリアへの観光客の入れ込みは順調に

フォーラムの実施

推移して平成 4 年度がピークとなります。1993 年 2

（2）雫石町観光協会とのいわて銀河プラザを活用し

月に雫石スキー場にて開催された、アルペンスキー

た誘客キャンペーンの実施

世界選手権盛岡雫石大会により岩手山南麓エリアの

（3）岩手県観光連盟や岩手県観光協会などが実施す

知名度が高まりましたが、バブル経済による好景気

るキャンペーンへの積極的参加

に陰りが見え始め、以降は観光客入れ込みの減少が

（4）岩手山南麓エリア新パンフレットの製作

始まりました。
1998 年に岩手山の火山活動がいよいよ活発化し

（5）報道機関のご協力による積極的な PR 活動

て 7 月 1 日には岩手山入山禁止措置がとられ、地域

（6）岩手雪まつり会場での誘客活動の強化実施
さらに、平成 11 年度には行政からの支援も本格

的に危険なエリアというイメージが広がり、風評被
害を感じ始めた 9 月 3 日の夕刻に震度 6 弱の岩手県

化して補助金による次の事業を実施しました。

内陸北部地震が南麓エリアを襲いました。この地震

（7）緊急地域雇用特別交付金を活用したイベント
国からの委託事業として実施したイベントには 3

により、素晴らしい紅葉の名所である葛根田渓谷へ

つの基本的な考えがありました。

の道路が通行禁止になり、また岩手高原スキー場が

①エリア内全体の誘客につながりさらに雇用の創

火山活動の危険性を考慮するという理由で営業休止

出につながるイベントの計画

をするなどの大きな被害が取り沙汰され、観光客の

②スキー人口を増やすことを目的に底辺の拡大に

減少となる決定的な要因となりました。以来協議会

つながる内容とする

としての活動を岩手山の火山活動による危険地帯と
いう風評に負けない誘客活動の強化へと意識変換を

③エリア内に泊まった宿泊客を対象に実施する

しました。協議会会員で対策の検討を繰り返し行い、

基本的な考えを基に 19 名のスキーインストラクター

南麓エリアとしての問題だけではなく雫石町全体と

を雇用、初心者を対象としたスキー教室を網張、雫

しての対策のため、また岩手山周辺地域全体を考え

石スキー場にて開催、また自然観察と歩くスキー教

た観光対策のため雫石町、岩手県をはじめとする関

室を小岩井農場で開催し 1999 年 12 月から 2000 年 3

係機関に支援の依頼をさせていただきました。雫石

月までに延べ 143 名の雇用を創出しました（写真 1）
。

町に対しては、町長はじめ町幹部と誘客対策などを
話し合う懇談の場を設けていただき、雫石町内の全
宿泊施設を対象にした地場特産品のプレゼントを行
なうなど、町独自の誘客活動を展開していただきま
した。更には全国に元気な岩手をアピールし、観光
客を岩手山周辺に誘客する目的で岩手県が主催した
「岩手山麓スノーフェスティバル」も当エリアで開
催されるなど、行政と一体なるイベントを実施いた
しました。様々な対策企画を検討実施いたしました
が、平成 10 年度に岩手山南麓エリアを訪れた観光
客は 2,168 千人で、前年を大幅に下回り平成 4 年度
以降最低の入れ込み数となりました。1999 年 5 月
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（1）平成 12 年度地域活性化事業費を活用した「グリー

（8）地域活性化事業調整費を活用したイベント
岩手県と雫石町からの補助金で実施した宿泊客の

ンツーリズムモニターツアー」の実施

誘客で、従来からの固定客に使用するのではなく、

（2）インターネットを活用した情報の発信強化

新たな誘客につながる販路の拡大を目指した仙台市、

以上の 2 つの基本事業を中心に誘客宣伝活動を実

秋田市などでのキャンペーンを実施し、「ペアで 1

施したが、平成 12 年度岩手山南麓エリアの観光客

万円の宿泊割引券」を 350 組にプレゼントする「1

の総入込みは前年対比 94％となり減少傾向に歯止

万円のエリア内宿泊ご優待券プレゼント」と、エリ

めがかからない状況でした。原因は岩手山火山活動

ア会員の全施設がそれぞれの工夫を凝らしお客様を

関連の風評はあるが、大きくは冬期間の観光客の減

もてなす「一期一会キャンペーン」を実施しました

少する傾向が強くあり、特にスキー客の減少が著し

（写真 2）。また岩手雪まつり会場内にて、エリアの

く見られました。スキー客の減少は当エリアだけの

PR と物産展示コーナーを付帯したブースを開設し、

傾向ではなく、景気低迷と暖冬による全国的な傾向

ステージを使ったクイズ大会を毎日開催して正解者

で、スキー場の利用だけではなく民宿、ペンション

にエリアの共通利用券をプレゼントするなどの誘客

などの宿泊客にも影響しています。しかしながらエ

イベントを実施しました。

リア全体的には平成 11 年度からの誘客活動の強化
により、県外からの宿泊者は前年と比較して 22％
の増員が計られています。昨今の自然志向や環境と
の共生を意図したグリーンツーリズムの消費者ニー
ズの高まりを背景に、魅力ある雫石型グリーンツー
リズムの体制確立を図ることを目的として、地域活
性化事業費を活用した特別事業「グリーンツーリズ
ムモニターツアー」を企画し、地元雫石町の農業・
農村や自然環境、歴史文化等を直接体験してもらう
場の提供をしました。その結果、募集人数 295 人に
対して 4,727 人の応募があり大反響となりました（写
真 3）
。小岩井農場での酪農体験や農家での農業体験、
郷土芸能観賞および体験や自然散策といった夏期コー

平成 11 年度の様々な誘客強化事業にともなう結果と

スと、親子スキー教室やスノーシュートレッキング、

しては、南麓エリアを訪れた観光客の入込数が前年対

小岩井雪まつりの雪像づくり体験などの冬期コース、

比 89.5％と厳しい状況でした。これは岩手山の火山活

それぞれのコースに参加された評価は概ね好評で、

動関連の風評被害、長引く景気の低迷そして西暦

受け入れ体制の整備や各種ノウハウ開発への第一歩

2000 年を迎えるにあたり発生した Y2K 問題などがあっ

を築くことができました。またモニターツアーの紹

たことと、1998 年 9 月 3 日に発生した岩手県内陸北部
地震からちょうど 1 年後の 1999 年 9 月 3 日に、国の指
定天然記念物「玄武洞」が崩落したこともあり、危険
なエリアという風評を弱めることができず観光客の動きに
影響を及ぼしたことも大きな要因と考えられました。この
ような状況の中、岩手山南麓エリア協議会として新たな
事業に取り組み、観光客の増員という結果にはなってい
ないが、会員の意識改革という意味で価値のある平成
11 年度でありました。
平成 12 年度は、会員の連帯感をより一層強めな
がら「自然・動物・温泉・人とのふれあい」をスロー
ガンに、以下の誘客宣伝事業を実施しました。
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当エリアでは、JR 東日本㈱盛岡支社の協力を得て、

介キャンペーン活動を宮城、秋田、青森のマスコミ
に取り上げていただき、雫石町および岩手県南麓エ

首都圏の JR 主要駅にて配布されるパンフレット「旅

リアの知名度の拡大に大きな効果があり、岩手山南

学文庫」にて、宮沢賢治が歩いた岩手山南麓エリア

麓エリアの安全性を県内外に発信できました。

として紹介をいただき、地域的に大きなイメージアッ
プを計ることができました。地元雫石町が持つ「自

岩手山火山活動関連の風評の第 1 原因だった岩手
山登山禁止の規制が、当協議会をはじめとする関係

然・歴史・文化」の観光資源を最大限に活用して、

団体等から出ていた規制緩和の呼びかけにより、

人とのふれあいを大切にする体験型観光の振興を目

2001 年 7 月より比較的安全性の高い雫石町側から

的とする、「グリーンツーリズム事業」の推進を継

の登山が解禁となりました。登山ブームという好時

続し、新たなる顧客の獲得を図って来ました。

期でもありたくさんの登山客が岩手山にそして周辺

2004 年 7 月には、6 年振りに岩手山登山の規制が

の温泉などの宿泊施設を賑やかにしてくれました。

全面解除となりました。また 11 月には当エリア内

平成 13 年度は、岩手山登山の規制が緩和された

に網張ビジターセンターがオープンするなど更なる

ことと滝ノ上温泉の営業が再開されたことにより、

追い風を感じています。1998 年以来、火山活動や

当エリアの観光客総入込数が前年比 99.5％となり岩

地震という自然から与えられた試練に協議会会員の

手山火山活動の風評による観光客減少に底を打つ傾

皆さんがさまざまな努力をしましたが、残念ながら

向が見られました。しかしながら長引く景気低迷や

廃業したペンション、民宿や営業休止をする施設も

天候不順によるスキー客の減少など観光事業を取り

ありました。景気の低迷が続く現状はまだまだ心配

巻く環境は依然厳しく、回復傾向に向けた新たな需

されますが、インターネットによる情報発信の時代

要の掘り起こしに努めることが課題となりました。

に合わせて、エリア内の情報提供の充実と各会員の

こうした中で、平成 12 年度から当エリアの核事

連帯を一段と強くして岩手山南麓エリアをすばらし

業となった「グリーンツーリズムモニターツアー」

い観光エリアにして行きたいと思います。最後にな

の内容に岩手山登山の体験プログラムを組み込むな

りますが、岩手山火山活動にともなう風評被害対策

どの充実がなされ、全 10 コースの募集予定人数

に対し、雫石町また岩手県関係機関には緊急地域雇

300 名に対して 877 名のご応募をいただき前年以上

用特別交付金や地域活性化事業調整費の交付にたい

の大きな反響を得ることができました（写真 4）。

へんなご高配を賜わりました。そして岩手県内をは

岩手山南麓エリアのシンボルである岩手山が「危な

じめとする各地の報道各社の皆さま、JR 東日本㈱

い」という風評が登山規制の緩和という形で弱まっ

盛岡支社などたくさんの関係各位のご支援、ご協力

たことで、当協議会の事業がマスコミや旅行会社も

を賜わりましたことに深く感謝申し上げ、岩手山南

注目し始めてくれました。

麓エリア協議会の「1998 年岩手山噴火危機対応」
にともなう事業報告といたします。

平成 14 年度は東北新幹線開業 20 周年、秋田新幹
線開業 5 周年、12 月には八戸新幹線の開業と続き、
北東北の観光がブームとなりました。

（文責：岩手山南麓エリア協議会会長
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今泉芳幸）

第5部 岩手山の火山活動
第1章 岩手山の噴火史
岩手火山群の最下位を占める松川安山岩は逆帯磁して

1. 岩手山の地質時代の噴火史
岩手山は 3 期にわたる時期に活動した 25 個以上の

いる噴出物と正帯磁している噴出物からなり、これ以降

安山岩〜玄武岩質火山が累重した火山群である。岩

の岩手火山群の噴出物はいずれも正帯磁している。こ

手火山群は 100 〜 70 万年前の渋民溶結凝灰岩を直接

れらのことから岩手火山群は松山逆帯磁期とブリューヌ

の基盤岩とすることからこの堆積後に火山活動が始まっ

正帯磁期の境界からそれ以降に生成したと推定される。

たことがわかる（図 1）。渋民溶結凝灰岩は逆帯磁し、

松山・ブリューヌ磁極境界の年代は約 78 万年前とされ

阿蘇4火山灰
洞爺火山灰
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ていることから、岩手火山群は約 70 万年前以降に形成

も8 回の水蒸気噴火（火山灰噴出量は 0.01

程度以下）

されたと考えられる。

を繰り返し、黒倉山から姥倉山間では広域の噴気活動
が発生している。

約 30 〜 27 万年前から岩手火山第 2 火山群中の大
型成層火山である西岩手山が成長し、松内火山灰と外

薬師岳火山の噴火は爆発的なスコリア噴出（準プリニー

山火山灰中の多数のスコリアを爆発的に噴出した。西

式）とブルカノ式噴火が多く、マグマ水蒸気噴火および

岩手山の山頂火口は中央部、西部、東部の 3ヵ所に存

水蒸気噴火による火砕サージもある。この時期の規模の

在した可能性があり、渋民火山灰下部（加賀内スコリ

大きい噴火として巣子スコリア（0.097

ア噴出期）は東部火口から噴出したと推定される。西

ア（0.081

）、刈屋スコリア（0.085

）、生出スコリ
）がある。

大地獄谷中央火口丘には 1919（大正 8）年火口とそ

岩手山では 4 回の山体崩壊（五百森、青山町、雫石、
大石渡・小岩井岩屑なだれ）が発生している。この時

の北西の北火口がある。火口周辺には最大層厚 8 ｍ程

期には西岩手山西方の網張火山列の 6 つの火口から

度の水蒸気噴火堆積物が平坦な地形をつくる。この堆

溶岩を流出している。

積物はやや規模の大きい 4 回以上の噴火の火山灰である。
火口の南側には火砕サージ堆積物が分布する。

西岩手山活動末期の約 4.5 万年前にはデイサイト質
の雪浦軽石、篠ヶ森火砕流、安山岩質の金沢火砕流

西岩手山と東岩手山は約 6,000 年前以降 4 回の活動

を噴出し、この時期の生出黒色火山灰には軽石層が多

期があり、同じ時期に連動して活動している（土井、1999；

い。西岩手カルデラの成因は確定していないが、これら

図１）。活動期と活動期の間は休止期にあたり、降灰が

の爆発的噴火で山頂部が消失した可能性がある。西

少ないかまたは無く、厚目の黒土層が生成した時期に

岩手カルデラ生成後、カルデラ内に西から順に大地獄谷、

相当する。14C 年代測定値によると、第 1 〜 3 活動期は

御苗代、御釜の各中央火口丘が形成され、御苗代中

縄文時代、第 4 活動期は平安時代（十和田ａ火山灰

央火口丘からの溶岩は焼切沢を流下した。

の降灰以降）から現在までの有史時代である。活動期
には黒倉山〜姥倉山間の尾根付近で噴気が活発化し

約 3.5 〜 3 万年前から東岩手第 3 火山群の活動で、

て裸地が広がった（土井・斎藤、2004）
。

岩手火山列の東部が噴火地点となる。東岩手第 1 外
輪山の形成と約 3 万年前の山体崩壊（山子沢岩屑な

3. 第４活動期（有史時代）の火山活動

だれ）、東岩手第 2 外輪山の形成と約 6,000 年前（14C

（1）有史時代の火山活動

年代測定年代）の山体崩壊（平笠岩屑なだれ）が生

の概要

じた。この馬蹄型カルデラ内に円錐形の薬師岳火山が
成長した。山頂の薬師火口内には妙高岳中央火口丘と

十和田ａ火山灰が降灰し

御室火口が生じた。生出黒色火山灰の噴出がはじまる

た 915 年（平安時代）以

約 6.5 万年前以降、マグマ噴火地点は次第に東側に移

降の岩手山の火山活動は、

動して、1732 年焼走り溶岩噴出が最も東側になっている。

東 岩 手 山 で 9 1 5 年 から

岩手火山群は約 19 万年間に 7 回の山体崩壊をおこし、

1686 年の間に 2 回の山頂

その数は日本の成層火山で最も多い。しかし、山体崩

噴火（尻志田スコリアと大

壊の発生頻度は低く、その発生時期を地質学的に予想

川開拓スコリア）と1 回の

することは難しい。山体崩壊の発生を予測するには高

山体崩壊（一本木原岩屑

密度の火山観測が有効であろう。

なだれ）がある（図 2）
。
その後 1686（江戸時代・
貞享３）-87 年の山頂噴火

2. 岩手山の縄文時代の噴火史
岩手山の縄文時代以降の噴火は東岩手山と西岩手

（刈屋スコリア）
、1732（江

山の 2ヵ所で起こっている。東岩手山は約 6,000 年前以
降、薬師火口と山腹からマグマ噴火（マグマ噴出量は
0.1

程度以下）を繰り返している。西岩手山は大地

獄谷中央火口丘の火口から約 7,400 年前以降少なくと
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戸時代・享保 16 年 12 月−17）年の山腹噴火（焼走
り溶岩）、西岩手山大地獄谷の 2 回の水蒸気噴火（こ
のうち新期は1919（大正 8）年噴火）がある（土井、2000）
。
東岩手山の活発な噴気活動は、1934-35（昭和 9−10）
年活動、1959（昭和 34）年から始まり1974（昭和 49）
年まで続いた活動がある。後者の活動では 1960 年と
。以上の火山
1969 〜 1972 年の活動が強かった（表 1）
活動のうち 4イベントで前兆地震活動があり、1686 年噴
火と1732 年噴火では有感地震活動である。
（2）915年から1686年間の東岩手山と西岩手山の噴火
（事象：4-1）
この噴火は火山灰調査から復元される。古記録など
は発見されていない。火山灰調査（土井、2000）から
推定される噴火の経過は次の通りである。
1）尻志田スコリア噴火
①長い休止期（第 3/4 休止期）のあと薬師岳火山
の山頂（薬師）火口から玄武岩質スコリアを複数回噴
2）大川開拓スコリア噴火

出し、玉山村、滝沢村、盛岡市方面に降灰した（図

①休止期のあと薬師岳火山の山頂（薬師）火口

3）
。ブルカノ式〜準プリニー式噴火と考えられる。
②スコリア噴出の間に灰色の細粒火山灰を噴出した。

から玄武岩質スコリアを複数回噴出し、東麓の滝沢村、
玉山村に降灰した。ブルカノ式〜準プリニー式噴火と

マグマ水蒸気噴火と考えられる。
③火山泥流が東麓の滝沢村砂込川を流下した。

考えられる。
②本スコリア層は次の一本木原岩屑なだれで削剥

これらの後火山活動は休止した。

されているため実態が明らかでない。
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（3）1686（貞享3）
−87年刈屋スコリア噴火（事象：4−2）

3）一本木原岩屑なだれの発生

この噴火は火山灰調査と史料および絵図から復元さ

①薬師岳火山山頂から山頂東斜面の一部が崩壊
して発生、東麓の滝沢村自衛隊演習場を流下し、山

。
れる。推定された噴火の経過は次の通りである（図 2、4）

頂から約 8 ㎞地点まで達して停止した。一本木原岩

①一本木原岩屑なだれ堆積物の上位に土壌が生成
する期間を経ないで噴火がはじまった。

屑なだれ堆積物は降下スコリア粒を主体として降下ス

②前兆地震活動のあと最初に御室火口から火砕サー

コリア層のブロックや溶岩片を含んでいる。
②一本木原岩屑なだれ堆積物には樹幹片が含まれ、

ジが噴出した。比高が低い薬師火口南東壁から岩手山

森林が破壊されたことがうかがえる。また、崩壊後に

南東麓（滝沢村柳沢）方向に流下した（「火砕サージ

は火山泥流が発生した。

堆積物 1」）。薄い火砕サージは雫石町御神坂方面、
西根町国際交流村方面にも広がった。マグマ水蒸気噴

③一本木原岩屑なだれ堆積物中には本質マグマ

火と考えられる。

片が確認されないことから、山体崩壊は強い地震動

③噴火が本格化し、10フォールユニット以上の激しい

によって崩壊が発生する雲仙型である可能性がある。

玄武岩質スコリアの噴出を繰り返し、玉山村、滝沢村、

4）水蒸気噴火と広域噴気活動

盛岡市、花巻市方面に降灰した（「刈屋スコリア」）。

①長い休止期のあと西岩手山の大地獄谷の火口

準プリニー式噴火と考えられる。

から水蒸気噴火し、火口周辺に薄く降灰した。水蒸
気噴火のあと東岩手山の山頂噴火があった（伊藤、

④火山泥流が発生して東麓の大堀沢（砂込川上流）
を流下して砂込川から北上川に入り、もうひとつは北麓

1999）。
②黒倉山から姥倉山間の尾根付近では 915 年以

平笠地区を流下して松川に入った。砂込川沿いの滝沢

降に噴気活動が発生した。噴気活動は時代とともに

村一本木（旧角掛）地区の 5 軒が被災し、橋梁、馬

活発化して裸地が拡大し、東岩手山でマグマ噴火が

なども流出した。融雪型火山泥流と考えられる。
⑤噴火後期には火山弾、スコリア、高温酸化した赤

発生していた時期（420±50yBP 頃）に最大となっ

色岩片を放出した。ブルカノ式噴火と考えられる。

た（土井・斎藤、2004）。これは東岩手山の火山活

⑥噴火末期には岩片を放出し、火口周辺に火砕サー

動と連動した活動と考えられる。

ジが流走した（「火砕サージ堆積物 2」）。水蒸気噴火
と考えられる。
⑦玉山村生出地区は降灰により農地が荒廃し、放棄
された。
⑧史料『岩鷲山御山御炎焼書留』によると、噴火
調査の命をうけて盛岡城下を出発した調査隊が東麓国
見峠に到着した時「焼灰一尺二寸斗り成が降り御天は
稲妻甚だしくて火柱二本立一本は北の方へさる一本は
国見峠に火移り天上には青雲白雲赤雲雷雹以ての外な」
はく

る状態であり、翌朝長込と言う坂に達して見ると「旭も
見えず朧月より闇く山の端へ眺下り見申所土水火交りさ
んざんに流たりける麁朶の葉に火は付小木大木根より押
そ

だ

出夫々又硫黄に火付き焼来る」。噴煙柱が国見峠側に
移り、翌朝には火の付いた雑木が火山泥流とともに流
下したことは高温の火砕流が発生した可能性を示唆する。
⑨岩手山麓では地震、鳴動が感じられた。
伊藤（1998）はこの噴火は遅くとも1686 年 3 月 26日
の午後には始まっており、年内には終わったとしている。
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（4）1732（享保16−17）年焼走り溶岩噴出（事象：4−3）

1/3、4

1732 年 1 月岩手山北東山腹に開いた噴火割れ目から

火煙りを確認。岩手山山腹で地震頻発し、
平笠村住民は一時、退散

焼走り溶岩が噴出した。溶岩流の長さは約 3.4 ㎞、最大
8/6

幅は約 1.1 ㎞である（図 5）。溶岩は玄武岩質安山岩

この頃まで、御山近処へ行けば煙立見
ゆる

（SiO253wt.%）のアア溶岩である。溶岩末端の層厚は約

②焼走り溶岩の噴火口は 5 個のスコリア丘で、北東−

9.5m、最大層厚は 10m 以上と推定される。焼走り溶岩
の噴出時期は桜井（1899，1903）が『大沢村旧書記』

南西（山頂火口から N57 〜 61ﾟ E）方向に等高線と直

の記述により1719（享保 4）年としたが、細井ほか（1993）

交にほぼ直線的に配列し、スコリア丘の低所側が馬蹄

は盛岡藩『雑書』の記述により1732 年とした。

型に開いてそれぞれから溶岩を流出した（図 5）。ストロ
ンボリ式噴火と考えられる。
③スコリア丘はいずれの火口壁でも南東側が北西側よ
り2 〜 3 ｍ高く、スコリアの赤色酸化の程度が強く、溶
結度も強い。このことは噴出物が南東側に多く落下した
ことを示し、噴火時の風向きが冬期間に多い北〜西風
であったことを示唆する。
④溶岩噴出後期の享保 17 年 1 月3、4日、噴火割れ
目の北東延長上に位置する旧平笠部落で火山性地震を
53 回感じて部落民が避難した。この地震の震源は、避
難するほど大きい震度であることから、東岩手山のしかも
噴火地点付近であった可能性が高い。
（5）1919（大正8）年水蒸気噴火（事象：4−4）
西岩手山の大地獄谷は、明治期には噴気していた
記録があり、1919（大正 8）年に水蒸気噴火した後、
噴気活動を継続している。
① 1919（大正 8）年 7 月 14日、松尾鉱山の鉱山医
が大地獄谷から立ち上る白煙をはじめて確認した。翌 7
月 15 日、大地獄谷に登山し、火口に近い名称不明の
沼付近で樹木に降灰していることを確認した。7 月初め
に「ゴー」という音のしたことがあったと言い、この時期
に噴火した可能性がある。
②噴火口は大地獄谷中央火口丘の南側のもので、噴
火直後の直径は約 5 間（１間は約 1.8 ｍ）で周辺にき裂
を伴い、強い音響を伴って水蒸気とガスを噴出した。9
月には崩壊により火口の直径が 30 間に拡大し、火口湖

①焼走り溶岩噴出の経緯は次の通りである（伊藤、

中の熱水から水蒸気を上げていた。
③火口周辺には拳大の石が飛散し、厚さ1 〜 5 寸（１

1993）。

寸は約 3.03 ㎝）の変質粘土からなる火山灰の堆積があっ

享保 16 年
火山性地震頻発

た。火山灰は南西の網張温泉方向に約 4 ㎞まで降灰し、

12/23

岩鷲山振動・山鳴り（1732 年 1 月20日）

御苗代湖西側の火口縁も降灰で白くなった。噴出物に

12/25

振動、山腹より溶岩流流出を開始

マグマ物質は確認されず、水蒸気噴火と考えられる。

12/27-29
12/30

④噴火後にも山麓で鳴動が聞こえた。

溶岩流出継続

噴火止まず
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地調査では、「大地獄谷（大正 8 年爆発）の噴気勢

（6）昭和時代の噴気活動（事象：4−5〜4−7）
桜井（1903）は東岩手山の御室火口では硫気ガス

力は昨年頃より著しく衰え、初めの爆発孔には冷水を湛

が噴出して近づくことができないと記し、また土地の人の

えたるも尚所々に硫気孔」がある状態であったが、同年

話として、明治時代末年頃まで御室火口から時々噴気

9 月 23 日薬師火口から著しい白色噴煙が確認された後

していたと記している。昭和時代に入り、薬師火口の噴

の 9 月 25 日の現地調査では「大地獄谷に於ける噴気

気活動は 1934-35（昭和 9-10）年（事象 4-5）と1959-

増大し新噴気孔多数現はれた」状態になった（中田、

74（昭和 34-49）年にあった。1975（昭和 50）年 1 月

1935）。これは東岩手山と西岩手山が連動して活動し

からは噴気の勢力が急激に弱まり現在に至っている。昭

たことを示している。

和期はこのほか大地獄谷、黒倉山などの西岩手山で噴

4−7）
2）1959−74（昭和34−49）年噴気活動（事象：4−6、
①諏訪・朝倉（1968）は終戦の頃からの岩手山の活

気活動が続いている。

「昭和 33 年、岩手山付近
動経緯を次のようにまとめた。

1）1934−35（昭和9−10）年噴気活動（事象：4−5）
① 1934 年 7 月、薬師火口南東縁に砂礫の変色した

での地震群発を発端にして、翌 34 年には噴気活動の活

部分が現れ、8 月初旬同地点の 2・3 坪位熱くなり、 9

発化も認められた。終戦前後の昭和 19-22 年には 90℃

月初旬砂礫の変色、昇温区域が約 20 坪位に拡大した

前後だった地温も、当然このころに上昇した。そして、

（中田、1935）。この時期に妙高岳中央火口丘中腹に

昭和 35 年ごろからは、現在と同程度の高温を保持して

噴気点を生じた。9 月 3日午後 4 時頃遠雷の如き地鳴り

きたようである。噴煙量も、少なくとも、昭和 37 年以降は、

を 2 回聞き、岩手山神社奥宮の宮守はやや不安を感じ

現在（昭和 43 年）まで、ほとんど変化していないらしい。
」

て即日下山した。

この記述から、1958（昭和 33）年の岩手山付近の群
発地震を発端として始まった噴気活動の活発化は、1960

② 1934 年 9 月 23 日午前 2 時頃、「ドーン」という著

（昭和 35）年にピークに達したことがわかる。

しい爆音を伴った微震があり、翌朝までに 3 回同様な地
震があった。9 月 23 日午前 11 頃遠望すると、薬師火

② 1960 年 9 月、噴気活動が活発化していた妙高岳

口南東縁と見られる辺りから著しい白色噴煙が確認され

の噴気が野口ほか（1961）により詳細に調査された。

た。9 月25日現地調査すると同地点は噴気地が拡大し、

噴気は妙高岳南東山腹と御室火口内で活発で、妙高

妙高岳南東山腹は大きな変化がなく、爆発の跡は確認

岳南東山腹の地中温度は 360℃を越え、御室火口内で

されなかった（中田、1935）。すなわち 9 月23日午前の

は 236℃であった。薬師火口の噴気は水蒸気と火山ガス

著しい爆音は水蒸気爆発の爆発音ではない。

を噴出し、火山ガス組成は 1960 年 9 月の測定で二酸
化炭酸、硫化水素、亜硫酸、塩酸などからなり、塩素

③ 1934 年 7 月より後に行われた同年 9 月 15 日の現
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を多く含むのが特徴である。144 〜 205℃を示す噴気孔

（4）東岩手山は玄武岩質マグマにしては爆発的な噴

には塩化アンモニウムが昇華物として多量に成長していた。

火をおこし、火砕サージも何回か発生している。また、

③盛岡地方気象台が 1962（昭和 37）年から1980（昭

噴火初期に浅層地下水ないし表層水と接触して爆発的

和 55）年まで毎日行った薬師岳山頂の噴気量の遠望

なマグマ水蒸気噴火を起こしやすい。1686 年噴火初期

観測結果によると、1967（昭和 42）年、1969（昭和 44）

の火砕サージがその例である。
（5）東岩手山薬師岳火山の東麓と北麓には縄文時

年から 1971（昭和 46）年にも噴気が活発化した時期

代以降の火山泥流堆積物が多数分布している（土井

があった可能性がある（土井、2000）。

ほか、2001）。特に砂込川流域は火山泥流が高頻度で
流下している。積雪期には 1686 年噴火時のような融雪

4. 岩手山の火山活動と三陸沖地震との相関
岩手山と秋田駒ヶ岳、秋田焼山の火山活動は、火

型火山泥流の発生も考慮し、河川水の異常が検知され

山周辺で発生する内陸地震とともに、三陸沖の大〜巨

た場合などには河川周辺から早期に避難することが望ま

大地震の発生前後 5 年以内に発生する傾向がある（図

れる。

6）。最近では 1996 年 12 月 28 日（平成 6 年）三陸は

（6）岩手山の火山活動は三陸沖大〜巨大地震、内

るか沖地震（M7.5）の後、1997 年秋田焼山の水蒸気

陸地震、秋田駒ケ岳・秋田焼山噴火の発生とも相関し

噴火，1998 年岩手山の火山活動の活発化と岩手県内

ている。これらのいずれかの現象が発生した際には岩

陸北部の地震（M6.2）、1999 年岩手山の噴気活動の

手山の次の活動につながる可能性を想定して事前の準

活発化が相次いで発生した。現在のところこれらの相

備が望ましい。

関のメカニズムは不明であるが、三陸沖大〜巨大地震
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が発生した場合や岩手山周辺火山の火山活動が活発
化した場合などには、岩手山の火山活動に備えて事前
の準備が望まれる。
5. まとめと将来の噴火に備えて
岩手火山群の形成は約 70 万年前から始まり、3 期に
わたる火山活動により形成された。縄文時代（約 6,000
年前）以降の噴火史では 1998 年以降の活動様式と共
通点を見出すことができる。そこで将来の噴火に備えて
次のようにまとめておく。
（1）岩手火山群を特徴付ける噴火は過去 7 回発生し
た山体崩壊である。山体崩壊は大規模ではあるが低頻
度の現象であるため、発生時期を地質学的に予測する
ことは難しい。山体崩壊の発生予測には高密度の火山
観測が有効であろう。
（2）約 6,000 年前以降、西岩手山は大地獄谷火口
からの水蒸気噴火と広域の噴気活動、東岩手山は山
頂火口と山腹からのマグマ噴火をおこなっている。これ
らの火山活動は連動しているので、将来においてもこれ
らに地域に注意をはらうことが望ましい。
（3）1998 年火山活動時のみならず、過去の噴火およ
び噴気の活発化前には火山性（有感）地震が発生し
ている。将来の火山活動時には地殻変動情報と合わせ
て緊急の解析がなされ、住民避難に結びつく情報提供

（文責：岩手県総合防災室

が望まれる。
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土井宣夫）

第2章 平成期の火山活動
1. 岩手山の地震と地殻変動 −1995年〜2003年の通覧−
『火山の癖というものは、なかなか学問ではわかる

真に納まるほど岩手山と盛岡市は接近している。明

ことではないのです。われわれはこれからよほどしっ

治 22 年に市制を敷いたときの人口はわずか 3 万人

かりやらなければならんのです。』

であった盛岡市は、現在では 30 万人に近い都市へ

（宮沢賢治：「グスコーブドリの伝記」
、1932）

と変貌した。活火山に接近してこれほど人口の多い
都市があるのも我国では珍しい。
明治時代にわが国の火山調査に精力的に活躍した

1. はじめに
焼走り溶岩流を作った最も新しい岩手山の噴火

地震学者の大森房吉（1902）は、次のようにヒトと

は 18 世紀の出来事であった。それからおよそ 3 世

火山の関係を述べている。「比較的人家に接近した

紀が過ぎた。この間、ヒトは平穏な状態が無限に

大活火山に観測所を設立し、不断の観測を実施する

続くかの幻想を抱き、岩手山で地熱利用など火山

ことが重要である」と。防災の立場から活火山とヒ

の恵みを追求してきた。マグマと隣り合わせに居

トの関係を捉えた言葉だ。18 世紀の焼走りの噴火

るにもかかわらず、噴火のリスクに無防備のまま

を最後に本格的な噴火がないまま経過した岩手山は、

であった。不意打ち的な噴火に出くわした時、住

20 世紀に小活火山として認定され、気象庁の「常

民や行政がパニックに陥った例は多い。最近の事

時観測火山」の扱いの中に入らず、防備のないまま

例では、今から 16 年前の 1989 年 7 月に伊東市の沖

今日に至っている。東北地方では福島県の吾妻山、

合 3 ㎞の海中に起きた「伊東沖海底噴火」が挙げら

安達太良山、磐梯山のみが「常時観測火山」の対象

れる。前触れもないマグマ水蒸気爆発に地元の県

となり、気象庁で監視観測が継続されている。近年、

や市の行政、そして住民は一時どう対処してよい

岩手山の調査が進むと、この火山では過去に何度も

か分からない状態に陥った。噴火への備えが全く

山体崩壊を伴うような大噴火が起き、そのうち一回

無い状況下での噴火遭遇であった。噴火間隔がヒ

の噴火では岩屑なだれの土砂が盛岡市まで押し寄せ

トの一生よりはるかに長い火山では、ヒトの噴火

ていることが明らかになった（土井、2000）。過去

体験の蓄積が乏しい。また、行政の「もしも」へ

2 世紀の間、岩手山は表面的には驚くほど静かな状

の備えも手薄である。つい最近まで岩手山を取り

態で推移しているが、少し歴史をさかのぼると大活

巻く環境はこれに似たものがあった。

火山であった。

東北大学は噴火予知の基礎研究の一環として

静穏期の長い活火山では、地下深部から地表に向

1981 年から岩手山で観測を開始した。以来、静穏

けて忍び寄ってくるマグマの運動に伴う噴火の前兆

期の長い活火山では不断の高精度の観測が予知研究

的現象は微弱である。従って、小さな前兆現象を逃

に大切であるとの観測理念の下で長期間にわたって

すことなく捕まえて予知研究に資するためには、多

岩手山の活動記録を蓄積してきた。この考え方は今

項目の高感度・高精度の観測を不断に行うことが求

回の噴火危機への対応に際し正しかったことが証明

められる。東北大学は、第 4 次火山噴火予知計画（1989

された。多くの新しい火山学的知見が得られた。ま

〜 1993 年）の中で、東北地方の活火山の中でも岩

た、そのデータが無防備な岩手山の火山防災に役立っ

手山や吾妻山など都市に近い活火山で 300 ｍ深のボー

た。これまで地震と地殻変動データを基にした岩手

リング孔を用いた新しい観測点の設置に取りかかっ

山の火山活動に伴う地下のマグマの動きを時間を追っ

た。地下深部に埋めた地震計などのセンサーは、自

て述べてみたい。見えない地下のマグマの挙動の本

動車の振動など起因する人工的雑音や雨・風など自

質を損なわない程度に簡略化して述べたことを前もっ

然の出す雑音の影響を軽減し、マグマ活動に伴うご

てお断りしておきたい。観測やデータ解析は筆者が

く微小な変動を検知する上で効果を発揮する。

現役の時代に同僚や大学院生と協同して行ったもの
である。

3. 岩手山の火山観測
わが国の活火山の観測では、火山の傍に観測所を
設け、職員が常駐する場合が多い（例えば、有珠山、

2. 活火山と都市
開運橋の側から撮った岩手山の風景を写真でよく

雲仙岳など）。しかし、活動度が低く静穏期の長い

見かける。雄大な岩手山と県都の盛岡市が一枚の写

岩手山のようなケースでは 1 つの火山に職員を常駐
391

させることはできない。東北大学ではすべての観測
データを大学までテレメータする方式を採用してい
る。山中に設置した観測点からは電話回線で各種デ
ジタル信号を盛岡市内まで伝送し、そこで信号を束
ねて NTT の光ケーブルを利用し大学まで送り、一
括処理する方式を採用している。これは宮沢賢治が
70 年前にイーハトーヴ火山局で描いたものの現代
版である。火山から遠く離れた観測では活動の様子
が直接見えないとの懸念の声も聞こえるがその心配
はない。木を見て森を見ずの喩えではないが、近く
にいると木ばかり見て森全体を見ていないという場
合もある。

（1）地震
（2）地殻変動
（3）GPS
（4）地磁気
（5）重力
（6）空振

21
7
21
4
20
1

（1）定常観測
（2）臨時観測
（3）繰返し観測

6
29
23

広帯域、
強震
短周期、
傾斜計、
体積歪計
連続観測、
繰返し観測
繰返し観測

孔井式、
横坑式

（1998年11月1日現在）

岩手山では、高感度・高精度の観測を行うために
、相ノ沢（ANS）
、
1993 〜 1994 年にかけて焼走（YKB）
玄武洞（GNB）の観測点に 300m 深のボーリング孔
を掘削し、その孔底の硬い岩盤に地震計、傾斜計、
体積歪（ひずみ）計、温度計を設置した。これらの
観測点の効果は今回の岩手山の前兆的活動を微弱な
レベルで検出するなど、その後の火山活動評価にお
いて絶大なものがあった。1998 年 4 月に地震活動
が顕在化し噴火が起こるかもしれないと専門家が予
想した 2 年半前に最初の前兆活動を捕らえ、その情
報をもとに仙台管区気象台が早い段階から監視観測
点の設置を行ったことにも反映されている。これに
よって火山観測情報が活動の早い段階から的確に発
信され、地元が「不意を突かれる」ことがなかった。
朝日新聞は、「早い警告、揺れる地元」のタイトル
で岩手山の噴火危機への対応を次のように報じた。「過
去の日本の火山噴火で気象庁は噴火後に注意や警報
を出してきた。今回は小さな噴火もまだない。これ
ほど早い段階で警告が出たのは日本の火山観測史上
では極めて珍しい」
（1998 年 6 月 30 日）
。 この背景
には上述したように事前の周到な観測体制の構築と
東北大学と仙台管区気象台の間での緊密な情報交換
があった。しかし、「観測史上では極めて珍しい」
という内容を正しく理解しているヒトは地元では少

関、周辺自治体、民間の方々のご理解とご協力によ

ない。

る所が大きいことは言うまでもない。この場をお借

1998 年 11 月 1 日現在での東北大学の観測項目を

りして関係各位に感謝の意を表したい。

表 1 に、また、観測点配置を図 1 に示す。このよう
な多項目の稠密観測網の構築ができたのは、岩手山

4. 静穏期の地震活動：1981 年〜 1995 年

での長年にわたる観測実績と前兆現象を早期に捉え

今回の地震・地殻活動の始まるはるか前の活動状

て長いリードタイムを確保したことあげられる。ま

況がどうであったかを知ることから始めよう。火山

た、センサーを設置する土地等の提供などは関係機

の癖を知ることは予知・予測をする上で重要である。
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東北大学は、1981 年から順次、岩手山周辺に恒久
的な観測点に加えて臨時観測点を設置し観測を始め
た。これらの観測データに加えて、周辺の微小地震
観測データを加味して決めた岩手山の山体内外に発
生した地震の震央分布を図 2 に示す。

当然符合するものである。この図には参考のため
1998 年〜 2002 年の地震活動の様子も合わせて示し
てある。静かな時期と活動期に歴然とした違いが
あることが分かる。図 3 に示されるように、静穏な
時期のデータを長年にわたって蓄積し火山の癖を知っ
ておくことが火山活動の異常な出現を的確に把握
する上で大切である。何事においても癖を見抜く
ことは一見簡単なように思えるが、いざ実施して
みると難しいことが多い。火山活動のように長期
間のデータを必要とする場合は尚更である。異常
が発生した後に急いで観測を開始しても短時間のデー
タから癖が見抜けずに活動の全体像を正確に捉え
ることは難しい。時折、
「観測データが少なくて･ ･ ･」
との表現が識者のコメントの中に散見されるが、
大森（1902）が述べた「不断の観測」の大切を含
味する必要がある。
この 14 年間に岩手山の山体内に震源が求められ
たものはわずか 30 個に満たない。単純平均では 1
年間に 2 個の発生となる。臨時の地震観測でもこの
ように発生頻度が低いことが確かめられている（鈴
木・ほか、1970、気象庁、1970、引間、1992）
。一方、
図 2 の左端には地震が集中して発生している地域が
ある。これは滝ノ上での地熱開発の進んだ所に対応
する。地下からの水蒸気の採取や地下への水の還元
に伴って起きた誘発地震であり、人工的な要因が関
係した地震活動といえる。図 3 に地震発生の時空間
的特徴を示す。岩手山の山頂から大地獄〜犬倉山に
かけての地域では 1981 年〜 1998 年までの期間に地
震が大変少なく白い部分が目立つ。一方、滝ノ上地
域では地熱開発に伴って 1978 年から定常的に地震
が発生している。これらの特徴は上述の震央分布と
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観測を開始した。このように異常活動が顕在化する

5. 前兆的微動・地震活動：1995 年〜 1997 年
焼走、相ノ沢 , 玄武洞の観測点が稼動して 7ヵ月

遥か前から監視観測が行われたのは「常時観測火山」

後に、岩手山はこれらの観測点の検知能力を試すか

以外の火山ではわが国で始めてのことである。

のように微かな異常信号を発信してきた。地下深部

前兆現象を捉えてから我々は活動推移を注意深く

からの信号は 3ヵ所の観測点で見事に記録された（図

観測し、データを詳細に分析してきた。1995 〜

4）。1995 年 9 月 15 日金曜日（敬老の日）の 00 時

1996 年の活動の一部を図 5 に示す。図 5（a）は

18 分から 01 時 04 分までの約 45 分間にわたって雑

1995 年の最初の火山性微動出現から 1 年間に発生

音レベルの 2 〜 3 倍という微小な火山性微動と地震

した微動の継続時間と大きさを示している。継続時

の信号が捉えられた（植木・ほか、1996、植木・ほ

間が 2 分〜 10 分の比較的小ぶり微動が間歇的に発

か、1997）。休日の夜中の出来事であり、この信号

生し、ごく小規模なマグマの動き示唆する現象が継

を実際に知ったのは翌 16 日の午前中のことであった。

続していることが分かる。1996 年 6 月に群発的に

信号は岩手山山頂（薬師岳）の直下の深さ 8 ㎞辺り

小振幅の微動が起きた後、活動の様子に変化が起き

から発せられていることを突き止めるのにそれほど

た。図 5（b）に示したように、それまで起きなかっ

時間を要しなかった。観測開始以来始めての火山性

た地震が 7 月から岩手山山頂直下の浅い所で群発し

微動は、静穏を破るかすかな震えであった。一般に

始めた。微動から地震への発生様式の変化は、深い

火山微動は地下でのマグマの動きに伴って発生する

所のマグマが徐々に浅い所に移動し地震を引き起こ

と考えられている。火山性微動の情報は岩手山の地

しつつマグマの移動先を探していることを示唆する。

下深部でマグマが微かにうごめき始めたことを知ら

図 6（A）〜（D）には 1995 年 9 月から地震活動が

せる。「微かな有効情報を如何に早くキャッチするか」
は火山に限らずあらゆる分野で行動の指針である。
地震活動が顕在化する 1998 年 4 月に先立つ 2 年半
まえに前兆活動を確実に捉えたことは、その後の観
測対応を考える上で大きな意義があった。この前兆
現象の出現はすぐに東北地域の火山監視観測を担う
仙台管区気象台に通報された。気象台は岩手山に監
視観測点を持っていない。微動が 45 分も長く継続
したことを重視した仙台管区気象台は、1ヵ月後の
10 月から馬返しの登山道入り口近傍で臨時の機動

顕著になった 1998 年 5 月までを 4 期間にわけて、
それぞれの期間に発生した地震の位置を示した（田
中・ほか、1999）。（A）は最初の微動出現から 6ヵ
月の期間（図 5 の（a）に対応）、（B）はその後 1 年
半の期間である。山頂（△印）のごく近傍に地震の
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集中が見られる。この期間に臨時観測点が 4 点増設

たように記憶している。ヒトが長い眠りから目覚め、

される。（C）は 1997 年 12 月 29 日〜 1998 年 3 月 19

地元が火山防災へ本格的に取り組むようになるには

日の期間である。それまで山頂近傍に集中していた

さらに 5ヵ月の時間を要した。有感地震発生という

地震が、暮れも押し迫った 12 月 29 日に突如として

警鐘が不可欠であった。

経度 141 度を超えて西岩手山の方に移動し鬼ヶ城カ
ルデラ内で起きる様子を示す。変わりに東岩手山の

6. 前兆的地殻変動と火山観測情報

地震活動は急激に低下する。地殻変動データから岩

マグマの動きを知るためには地震のデータのみで

手山の山体が南北に 10 ㎝ほど押し広げた時期（図

は不十分である。マグマの移動や膨張・収縮に伴う

7 参照）に当たる（D）の期間には、西岩手山での

地殻の傾斜やひずみを知ることが欠かせない。この

地震活動はさらに活発化し黒倉山や姥倉山の方向に

ためボーリング孔底には地震計のほかに傾斜計や体

震源が帯状に拡大した。これはマグマ貫入が割れ目

積ひずみ計を併設した。3 種類のデータを総合的に

を拡大しながら西方に移動していることを示唆する。
12 月 29 日を境に西岩手山で噴火が起きる可能性が
高まってきた。後に岩手山火山防災マップを作成す
る段になった際、西岩手山のマップを先行して緊急
に作成した背景には、図 6 に示したように山頂（薬
師岳）の浅部に起きていた地震が、1997 年 12 月 29
日からは西方に移動・拡大した事実を検出していた
ことが挙げられる。
東北大学は、岩手山の詳細な活動状況を火山噴火
予知連絡会に毎回報告し、火山の専門家の評価を受
けると共に、情報の共有化を図ってきた。予知連絡
会で議論された概要は盛岡地方気象台を通して地元
の新聞等で報道されてきたが、地元の行政・防災担
当者や学識経験者からの特段の反応はなかった。
火山防災は専門の研究者、地域の防災担当機関や
報道機関など地域社会の相互作用の中で創造され育
てられなければ有効に機能しない。地元には現状の
火山活動に詳しい専門家がいない。そこで、多少押
し売り的ではあったが、火山防災との関連性が強い
岩手大学ＩＮＳ「地盤と防災研究会」（会長：斎藤
徳美工学部教授）の中で岩手山の問題を議論し、情
報の共有化を図ることを企画した。1997 年 11 月 29
日の「地盤と防災研究会」第 7 回研究交流会で「岩
手山を考える：最近の活動と火山防災」という演題
で地元研究者、防災関係者、報道関係者、並びに、
一般市民向けに講演を行い、黄色の要注意信号が灯

分析することによって地下の見えない所でのマグマ

り噴火の危機が徐々に高まりつつこと、ハザードマッ

の動きが捉えられる。これに加えて地表には地盤の

プ等が不備であること、各種の火山防災の緊急整備

伸張や収縮を連続的に観測する GPS も設置した（表

の必要なことなどについて述べた。しかし、この段

1、図 1 参照）。図 7（a）には GPS による岩手高原

階では盛岡市から眺める岩手山の表情には表面的に

スキー場（IKG）の地盤の変位を示した。1998 年 2

何の変化もない。遠くで研究している専門家の妄語

月中旬から 9 月にかけて地盤が 4 ㎝ほど南と東方向

と受け止められたかもしれない。特に反応は無かっ

に伸びている様子が分かる。また、図 7（b）、（c）
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には山の北側と南側の観測点での変位ベクトル（矢

玄武洞で急激な膨張（A′点）が観測された 4 日後

印）を 2 つの期間に分けて示した。活動の初期の期

の 3 月 16 日に定例の「岩手山火山噴火警戒避難対

間（b）では山の北側の観測点は北方に、南側の観

策検討委員会」が盛岡市で開催された。委員会の最

測点は南方に変位し、全体として山体が南北に膨張

後に緊急報告として現実に岩手山が動き始めたこと

したことを示している。その後の期間（c）では膨

を説明した。砂防関係の専門家からは地下のマグマ

張の方向は北東と南東方向に変わった（植木・ほか、

の動きに対して特段に反応は無かった。委員会を所

1999、植木・ほか、2000、Miura et al.，2000）
。

轄する県砂防課から防災担当の消防防災課に情報が

変動の開始時期の様子を体積歪計の記録でもう少

流れたかどうかも定かでない。

し詳細に見てみる。 図 8 には焼走（YKB）
、相ノ沢

翌 17 日午前中には仙台管区気象台に地殻変動の

（ANS）、玄武洞（GNB）の体積歪の変化を地震の

異常データを通知した。気象台はこの情報を検討し

発生とともに示した。東側の焼走観測点では 2 月
15 日から山体が膨張をはじめた（図中の A 点）。一
方、西側の玄武洞ではそれより遅れて 3 月 12 日か
ら膨張が開始した（図中 A′点）。その後、2 回明
瞭なステップ状の変化が認められる。ステップ的地
殻変動に僅か遅れて地震が起こりはじめる。また、
マグニチュード（M）も時間とともに大きくなる。
これらの変化はマグマが新たな割れ目を作りつつ西

第1号

3月17日
18：10

傾斜計、体積歪計、
地震増加

第2号

3月20日
14：00

傾斜計、体積歪計、
大きめの地震

第3号

3月27日
14：00

傾斜計、体積歪計、
地震増加

第4号

4月03日
14：00

傾斜計、体積歪計、
地震増加

第5号

4月13日
14：00

傾斜計、体積歪計

第6号

4月24日
15：00

傾斜計、体積歪計

臨時火山情報
第1号

4月29日
16：50

M2.7等地震多数、
傾斜計、体積歪計

方に移動していることを示している。3 月 12 日に

火山観測情報第 1 号をその日の夕刻に発表した。岩
手山の火山活動について公式に注意喚起が出された
記念すべき日である（表 2 参照）。地元の新聞は小
さな記事で報道したが、社会がそれに注目するには
至らなかった。その後、気象台は 4 月 29 日の臨時
火山情報まで合計 6 回火山観測情報を出した。その
根拠となるデータはいずれもボーリング孔底の傾斜
計、体積歪計の異常な急変であった（表 2）。火山
情報の発表経過については西出（1999）に詳しく述
べられているのでそれを参照されたい。図 8 に示す
ように 4 月 29 日には M2.7 の有感地震を含む群発地
震が多発し急激な体積膨張（図中の B 点）が観測
された。これを受けて臨時火山情報 1 号が出された。
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この情報は地元では大々的に報道され衆目を集めた。
ここに至って地域住民、行政、報道機関は見えない
マグマの動きを実感し、岩手山の異常を正面から受
け止るようになった。専門家が前兆的異常活動を検
出してから 975 日が経過し地元で異常が社会的に認
知されることとなった。
火山防災対策への取り組みが始動し、行政側に警
戒対策本部等が順次設置された。しかし、自治体に
とっては初めての火山防災対応であり住民の安全確
保のためのマニュアルは無かった。また、ハザード
マップも未整備のため噴火被害がどこまで及ぶかと
いった情報も皆無であった。
7. 地震・地殻活動のクライマックス：1998 年
4 月 29 日の有感・群発地震を契機にして、その後、
規模の大きな M2 〜 M3 クラスの有感地震が多発す
る様になった。震源も黒倉山・姥倉山から犬倉山・
三ツ石山と西方に拡大した（Tanaka et al.，2002a）
。
図 9 に明らかなように拡大はある時期に急激に起き
る。この時期は地殻変動データから推定される開口

大とそれに続く地震の発生が見られる。このプロセ
スは深部から山頂直下の浅部へマグマが貫入し、そ
のマグマが次には西方の黒倉山から犬倉山の方へ移
動し、低周波と高周波の地震を誘発したことを示し
ている（佐藤・浜口、1999、佐藤、2001）。ここに
示した 4 つの期間（A 〜 D）は表 2 の火山観測情報
の発表の時期と対応する。それぞれの火山観測情報
が地下で進行しているマグマ活動にどのように対応
していたかが理解される。
西方への開口割れ目の拡大は、近くにあった既存
の活断層を刺激して予想もしていなかった M6.2 の
割れ目が西岩手山の下にできる時期と実によく対応

大きな構造性地震（岩手県内部北部の地震）を 9 月

している（図 10）。2 月 14 日〜 3 月 19 日に山頂か

3 日に起こした。この地震で動いた断層のサイズは

ら鬼ヶ城にかけての地下で割れ目が開口する（図中

10 × 10

の A）。その後 3 月 19 〜 20 日にかけて割れ目は黒

石町篠崎付近に全長約 800m の地震断層が地表に出

倉山・姥倉山の方に広がる（図中の B）。この割れ

現した。震源域近傍での最大加速度は 864 ガルの強

目が出来上がるとすぐに低周波地震が発生し、その

震動であった（中原 ･ ほか、1999）。また、雫石町

後に高周波地震が続発する。全く同じパターンの繰

長山では震度 6 弱の揺れで、家屋や道路に損傷が出

り返しが 3 月 25 日〜 4 月 23 日（図中の D）と 4 月

た（越谷・ほか、1998）。地域住民や行政に新たな

23 〜 29 日（図中の E）の期間に起き、割れ目の拡

緊張感を生み出す事件であった。
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と推定された（海野・ほか、1998）。雫

この M6.2 の地震発生の直後から犬倉山より西方

様子が見て取れる。どの深さで地震が起きているか

で起きていた火山性地震は急激に活動を弱めた。逆

を知ることは噴火の予知情報として大変重要である。

に、鬼ヶ城近傍では地震活動がやや活発化した（図

少し横道に逸れ、多少後知恵的なことを述べる。

9 参照）。岩手山でのマグマ貫入・移動によって火

岩手山の火山防災マップの作成作業に取りかかった

山体の外側で誘発された地震（M6.2）が、逆に岩

のは、地震活動がクライマックスに差し掛った 7 月

手山の火山体内で起きていた火山性地震の発生に影

上旬のことであった。関係者の大変な努力で、西岩

響を与えた。地球の内部で起きる現象には、このよ

手山の暫定防災マップの公表に続き、10 月上旬に

うに複雑な相互関係で成り立っていることがあるこ

岩手山火山防災マップが完成・公表された（斎藤、

とを我々に教えてくれた。地震の予知が一筋縄では

1999）。わずか 3ヵ月というスピードでこのような

いかない原因の 1 つは、地殻内のこのような複雑な

防災マップを完成させた例は我が国では経験がない。

相互依存のダイナミクスへの理解がまだ不十分であ

しかし、火山活動の変化はヒトが予想した以上に早

ることに由来する。

く推移した。図 9 をみても分るように防災マップが

人工地震による 3 次元 P 波速度構造（Tanaka et

完成し、住民に配布された 10 月には、地震活動は

al.，2002b）を用いて決めた精密震源分布を図 11 に

すでにそのクライマックスを過ぎ、地下のマグマの

示す。通常の地下構造モデルで決められた震源分布

動きも一段落した後であった。ここに何か教訓めい

はばらつきが大きく、分布の輪郭がぼやけている。

たことが隠されているように思えてならない。

しかし、精密震源分布では地震の集中している所や
地震の起きていない空白の所などがはっきりとして

8. 1999 年以降の活動の推移
この頃から地下浅部へのマグマ貫入に伴う 2 次的
な影響が地表面で徐々に顕在化するようになった。
黒倉山〜姥倉山にかけての南北斜面で熱異常に伴う
植生の枯死や裸地化が徐々に進行した。また、黒倉
山の崖面や大地獄での噴気量も増大した。1998 年
以降、地震・地殻変動ともに多少の消長を繰り返し
つつ継続した。1998 年 1 月から 2002 年 12 月までの
地震発生の推移を図 12 に示す。1999 年 5 月 22 日
M3.8 の地震や 2000 年 9 月 17 日 M3.8 の地震で雫石
町長山震度 4 など間歇的に大ぶりの地震が起きた。
しかし、2000 年 12 月には大きい地震の数も減少し
M2 を超えるような地震は起きなくなり活動の低下
が見え始めた。2000 年以降の地震はその規模が小
ぶりとなり、また活動も時間を追って低下傾向を示
すようになってきた。火山噴火予知連絡会は 2002
年 10 月 15 日の定例会で火山活動が実質的に終息に
向かっているとの判断を下した。幸いにも噴火に至

きた。地震活動は東岩手山のグループ、鬼ヶ城から

ることなく今回の活動は終末を迎えようとしている。

犬倉山に帯状に伸びたグループ、滝ノ上地域のグルー
プの 3 つの地域に大別される。また、それらの間に

9. 深い低周波の地震

ある地震の起きない隙間も明瞭になった。地震の発

これまでに述べてきた地震は、特に断らない限り

生する深さは、東山麓の低周波地震を除き海抜 3 ㎞

深さ 6 ㎞より浅い所に起きた高周波地震である。今

（地表からは 4 〜 5 ㎞）より浅い。山頂直下で地震

回の地震活動で特徴的なことは、1995 年 9 月の火

の発生域の最上部は地表から 1 ㎞とやや深いが、大

山性微動に伴う深さ 8 ㎞前後のやや深い地震のほか

地獄ではほとんど地表面近くまで地震が起きている

に、さらに深いマントルの最上部（深さ 30 ㎞）で
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これらのモホ面近傍の低周波地震は、山頂直下
に発生しているのではなく、山頂から 10 ㎞ほど南
側に離れた小岩井牧場と北東側に離れた西根町大
更の地下 30 ㎞の 2ヵ所に集中している（図 14）。
詳しい波形解析の結果、この深い低周波地震はマ
グマが地下深部で割れ目を伝わって移動（上昇）
しているプロセスを反映したものであることが分かっ
た（Nakamichi et al., 2002b）。地表とモホ面で深
さが 30 ㎞も違うにもかかわらず深い地震と浅い地
震の活動がわずかな時間差を置いて相互に関連し
て発生していることは、地下から地表の火口に向
けてのマグマの通り道 ｢火道」が存在していること
多数の地震が発生したことである（Nakamichi

et

al.，2002a）。これらは波形の特徴から深部低周波地
震、簡単に、低周波地震、またはモホ面の地震と呼
ばれることがある。このような低周波地震は、従来
1 年間に数個程度が散発的に発生していることは知
られていた（田中・ほか、1999）。しかし、1998 年
の数は 194 個と急増した。モホ面の地震の発生の様
子を浅い地震と比較するため積算分布図を図 13 に
示す。4 月下旬の深い地震の急増に数日遅れて浅い
地震が活発するという興味ある関係も見て取れるが、
全体としては並行して起きていることが明らかであ
る。

を示唆する。火道の形状が教科書に描かれている
ように単純な円筒状のものか、あるいは、枝状の
複雑な形状をしたものかその実態はまだ分かって
いない。
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地殻変動データから推定された開口割れ目（矩形：

10 ㎝ほど膨張した。
（1997 年 12 月〜 1998 年 8 月）

A 〜 I）を図 15 に示す。開口割れ目の形状からマグ

（3）割れ目が西方に伸張したことに刺激されて、

マが上昇したと思われる火道の位置と形状をある程

既存の地震断層が急激にすべり M6.2 の構造性地震

度まではイメージすることはできる。しかし、現実

が引き起こされた。（1998 年 9 月 3 日）

の複雑な火道の姿からはほど遠いと思われる。火山

（4）M6.2 の地震に伴う断層運動が、岩手山の地

の癖を知るためには、火道の正体を解き明かす研究

下のひずみの状態に変化をもたらし、西部の三ツ石

をしっかとやらねばならない。

山近傍の地震活動は低下、東部の鬼ヶ城近くでは逆
に地震が活発化した。（1998 年 9 月〜 1998 年 12 月）
（5）1999 年以降、地震・地殻変動は消長を繰り
返しつつ活動が継続したが、2000 年 12 月に活動は
一旦低下し、その後は、余効的と思われる活動が続
いたがこれも時間の経過とともに減衰して今日に至っ
た。（1999 年 1 月〜 2003 年）
（6）東岩手山で噴火するか、それとも、西岩手山
で噴火するかの分かれ目の時刻は 1997 年 12 月下旬
であった。
（7）深さ 300 ｍにボーリングの孔底に埋設した高
感度・高精度の孔井式地震計、傾斜計、及び体積歪
計データによるマグマ動態の理解への効果は絶大な
ものがあった。地下深部で起きた極めて微小な前兆
的異常現象を活動が本格化する 2 年半前に検出する
ことができた。この情報を基に気象庁は監視観測を
強化し、火山観測情報の的確な発信につながった。
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浜口博之）

2. 1998年火山活動及び岩手県内陸北部の地震に伴う地殻変動
いたが、現在では GPS により、ほぼリアルタイム

1. はじめに
地殻変動は火山現象を理解するための最も基本的

で水平・上下の地殻変動を把握することができる。

な情報のひとつである。そのため、世界の多くの火

国土地理院は、連続的に GPS 観測を行う固定型

山で地殻変動が精力的に観測されている。わが国も

の装置を全国に展開しており、その数は 1,200 点に

100 を超える活火山を抱えており、精密な測量を実

達している。それらの観測点の中には火山の周りに

施して地殻変動を明らかにする使命を帯びる国土地

設置されているものもあるが、火山活動に伴う地殻

理院は、火山活動に伴う数々の地殻変動を明らかに

変動が実際に観測されており、それらの情報は火山

してきた。最近では、人工衛星など新しい技術を用

噴火予知連絡会に報告され、火山活動の推移を判断

いた高精度の測量技術を取り入れながら、火山に関

する際の重要な情報として利用されている。GPS

する計測を続けている。

連続観測点の配備は 1996 年には開始されていたので、

地殻変動は、地下のマグマの動きを知るために特

1998 年に始まった岩手山の活動に伴う地殻変動は、

に有効である。多くの火山では、地下の 5-10 ㎞程

GPS によって正確に測定され、この活動を理解す

度の深さにマグマ溜りがあると考えられている。さ

るための貴重なデータを提供した。また、衛星や航

らに地下深く、約数 10 ㎞の深さで生成されたマグ

空機に搭載したレーダを用いて、地殻変動の分布の

マが上昇し、マグマ溜りに一旦とどまった後、何ら

様子を面的に計測したり、レーザーを使って距離を

かのきっかけにより、地表近くまで上昇して、噴火

自動的に測定する APS（自動測距装置）を利用し

などの様々な火山現象を引き起こすと理解されてい

て多数の点の位置の変動をリアルタイムで計測した

る。マグマが移動する場合は、マグマの出入りによっ

りするなど、それぞれに優れた特徴を有する新しい

てマグマ溜りの圧力が変化したり、マグマの新たな

測定手法も投入され、岩手山の活動をよりよく理解

通路となる割れ目が地殻内に形成されたりするので、

することに貢献した。岩手山の活動はこれらの新し

その影響が地表に及ぶ。その結果、山体の膨張・収

い観測手法を実際に運用する機会を与えてくれ、こ

縮などの地殻変動が発生し、地点間の距離が変化し

れらの長所・短所についても有用な情報を得ること

たり、土地の隆起や沈降が発生する。我々は精密な

ができた。この間の経験は、その後の有珠山（2000

測量を実施することによって、マグマの移動に伴う

年）、三宅島（2000 年）、箱根山（2001 年）、浅間山

地殻変動を知ることができる。火山性の地殻変動の

（2004 年）などの観測に有効に生かされている。

特徴は、比較的狭い領域に、極めて大きな変動が発
生することであり、その大きさが数 10 ｍ以上の大

2. GPS 連続観測

きさに達することも珍しくない。観測の精度が向上

ここで、岩手山の活動の観測でも大いに活躍した

するに従い、火山から数 10 ㎞離れた遠方で発生し

GPS 観測について、簡単に紹介しておく。GPS は

ている微小な地殻変動も計測できるようになってき

地上約 20,000 ㎞の軌道を周回している米国の人工

た。地殻変動の空間的な分布の様子を詳しく解析す

衛星（NAVSTAR/GPS）が発射する電波を地上で

ることにより、地殻変動を起こしたマグマなど変動

受信して、受信点の位置を高精度に計測する技術で

の発生源の深さや形状を詳細に知ることができる。

ある。この技術は、カーナビ等にも広く利用されて

最近の 10 年間で本格的な利用が急速に広まった

いるが、地殻変動計測は、高精度を目的としている

GPS（汎地球測位システム）は、カーナビなどにも

ので、そのために製作された特別の受信機を装備し

広く利用されている人工衛星を利用する精密位置計

た GPS 観測局で電波を受信し、衛星からの距離に

測技術であり、注意深い計測によって観測点の位置

関する情報を解析して受信点の位置を計算する。観

を mm の精度で測定できる。観測を連続的に行えば、

測精度は年々向上しており、現在では 10 ㎜より良

観測点の位置の変化を経時的に追跡することも可能

い精度で位置の測定ができる。

である。GPS の利用が始まって、測量に要する時

我が国は、複数のプレートが複雑に押し合う世界

間が飛躍的に短縮されたことは、火山監視への応用

でも有数の変動地域に属しており、多くの地震や火

において特筆されるべき重要な進歩である。以前は、

山噴火が発生している。これらのメカニズムを理解

測量により地殻変動を計測するのに数ヵ月も要して

するためには、日本列島で進行している地殻変動を
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正確に計測することが極めて重要であり、国土地理

が観測された（多田・他、1998; 植木・他、1999）
。5

院は、連続的に GPS 観測を行う約 1,200 基の固定型観

月からは岩手山の西側を中心とした隆起が観測され（例

測点を全国に展開して観測を継続している。観測点

えば、土井・他、1999）
、火山活動に対する緊張感が

の外観は、約 5 ｍの金属製のタワーであり、タワーの

高まった。9 月 3 日には岩手山の西南西約 11 ㎞を震

先端にアンテナが取り付けられている。タワー内部

源とする地震（マグニチュード 6.2）が発生し、雫石

には GPS 受信装置と通信装置が格納されている。受

町長山で震度 6 弱を観測した（以下では、この地震

信された情報は、茨城県つくば市の国土地理院構内

を M6.2 の地震と呼ぶ）。その後も葛根田付近の隆起

にある中央解析局へ転送され、各点の位置を計測す

を特徴とする、余効的な地殻変動が続き、葛根田は

るための測位計算がなされている。解析は 24 時間分

観測開始の 1998 年 9 月中旬から 1999 年半ばまでに

のデータを利用して毎日実施されており、各観測点

約 7 ㎝隆起した。その後は、一転して同じ場所を中

の毎日の位置が計算される。地殻変動がある場合には、

心とする収縮に転じ、2004 年 11 月までに葛根田は約

日々変化する位置を追跡することによって、緯度・

10 ㎝沈降した。収縮は現在も緩やかに続いている。
国土地理院では、岩手山の火山活動の活発化を受

経度・高さの変化として変動を知ることができる。
タワーを支える地下の基盤部は一辺が 2 ｍの立方

けて、岩手山周辺に臨時の GPS 観測点（2 周波受信

体のコンクリートで構成されている。アンテナを積

機）を 4 点増設するとともに、自動測距・測角装置

雪等から保護するために、頂部に合成樹脂製のレドー

（APS）や太陽電池と風力発電を電源としデータ通

ムが設けられており、過酷な環境にも耐える構造と

信に衛星携帯電話を用いた携帯型 GPS 観測システ

なっている。アンテナ架台本体は、高さ 5 ｍのステ

ム（田中、1999）を初めて導入して観測体制を強化

ンレス性の柱状構造体であり、一般地域では 60 ｍ /s、

した。また、地殻変動を面的に把握する技術として

沖縄等の強風が発生しやすい地域では 90 ｍ /s、の

注目されている合成開口レーダ（SAR）の干渉処

強風にも十分耐えられる強度を有している。

理を適用し、岩手山の西部の隆起を検出した（例え
ば、国土地理院、1999）。ここでは、GPS を含めて
これらの地殻変動観測結果を説明するために作成さ

3. 1998 年に始まった岩手山の活動
岩手山（標高 2,038 ｍ）は、東北地方の脊梁山脈

れた火山力源モデルと断層モデルを紹介し、1998

から東西に並ぶ岩手火山群の東端に位置し、玄武岩 -

年からの活動において地下で起こったと考えられる

安山岩質からなる成層火山である。岩手山は、その

出来事について解説する。

活動史から、20 万年前から 3 万年前までに活動し
た西岩手山と、3 万年前以降に活動を開始した東岩

4. GPS 観測に現れた岩手山の地殻変動

手山に分類される（中川 ･ 外狩、1999）。岩手山の

図 1 は、岩手山周辺に国土地理院が展開した地殻

西側及び西北西側には葛根田と松川の地熱地帯が広

変動観測点の配置図である。GPS 観測値は、1998

がっており、国内有数の地熱発電所がある。岩手山

年の 2 月頃から、雫石点（950165）で南向き、岩手

では有史以降、何回かの噴火が記録されており、

松尾点（960543）で北向きの変動が現れた。同じこ

1732 年に北東山麓に焼走り溶岩流を噴出した山腹

ろから岩手山の浅部における地震活動も活発した（田

割れ目噴火が有名である。しかし、その後は 260 年

中・他、1999）
。しかし、雫石、岩手松尾観測点とも、

以上にわたって本格的な噴火活動がなかった。1998

岩手山から 10 ㎞以上離れているため、山体付近の

年に比較的浅部の地震活動が始まるまで、岩手山の

詳細な地殻変動の解明には至らなかった。そこで国

火山活動が近い将来に発生するかもしれないという

土地理院は、岩手山周辺に臨時 GPS 観測点を設置

認識は、国土地理院でも薄かった。

することにし、M 寄木（989011）
、M 西山（989012）
、

岩手山周辺では 1995 年から山体直下のやや深部

M 田沢湖（989013）の 3 点で 5 月下旬から観測を開

（8 〜 10 ㎞）を震源とする低周波地震および微動が観

始した。また M 葛根田（989014）では 9 月下旬か

測されていたが（中道・浜口、1996）、1998 年の 2 月

ら観測が開始された。これらの 4 点は、2 周波の受

中旬から山体直下の浅部の地震が増加した（田中・他、

信機が用いられ、通常の電子基準点とともに一括し

1999）。同時に、岩手山が南北に膨張する地殻変動

て測位解析処理が行われた。
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図 2 および図 3 に、2000 年 7 月までの岩手山周辺
の GPS 観測基線の時間変化を示す。図 2 の時系列は、
岩手山の約 50 ㎞南西に位置する西仙北（950189）
を基準とした南北、東西、上下、基線長の各成分を
示したものである。観測期間の長い雫石（950165）
の南北成分を見ると、1998 年の初めから始まった
南向きの変動が 4 月末まで、徐々に加速しているよ
うに見える。その後は、M6.2 の地震の発生（1998
年 9 月 3 日）まで、南への変動が継続した。
東西成分では 4 月末以降から東向きへの変動が始まっ
ている。M 西山（989012）では、観測を開始した 5 月
下旬からM6.2 の地震発生までに南東に約 4 ㎝変位した。
M 寄木（989011）とM 田沢湖（989013）では、同じ
期間にそれぞれ北東約 1.5 ㎝、南西約 2 ㎝の変位が
さらに詳細な地殻変動場を把握するため、国土地

観測された。上下変動は、M 西山で約 6 ㎝、M 田沢

理院では、電力と通信の確保が難しい山間部に 1 周

湖で約 2 ㎝の隆起が観測された。

波型の受信機を用いた携帯型 GPS 観測システムを
設置した。設置箇所は、網張（40129）
、姥倉山（40137）
、
東八幡平（40140）、岩手高原（40143）の 4 点で、
1998 年 10 月上旬から観測を開始した。

404

図 4 に、M6.2 の地震の前 3 か月の地殻変動のベ

5. 干渉 SAR で観測された岩手山の地殻変動

クトル図を示す。矢印は、6/1 から 6/10 までの平

図 5 は、JERS-1（ふよう 1 号）に搭載された L バ

均値と 8/21 から 8/30 までの平均値の差を、西仙北

ンド（波長約 24 ㎝）SAR の干渉技術を用いた地殻

（950189）を固定して示したものである。この期間

変動を表している。干渉 SAR による地殻変動検出

の地殻変動は、岩手山の西側を中心とした放射状の

の原理については、多くの論文（例えば、藤原・飛

パターンを示しており、岩手山西側地下で何らかの

田、1999）に説明されているように、周回軌道上か

原因によってゆっくりと圧力が増加し地殻変動が発

ら時期を変えて同じ場所を撮影した複数の観測の差

生したと考えられる。

をとり、地殻変動を面的に計測する手法である。位

M6.2 の地震の発生に伴う地殻変動は、M 田沢湖

相の差をとることから、光学実験との類似で干渉

で最大 4 ㎝の変位が観測された。この地震による変

SAR と呼ばれている。

動は、例えば図 2（c）の矢印で示した箇所で現れ

図 5 の干渉図は色の 1 周期が 11.8 ㎝の人工衛星方

ている観測値のとびである。地震波形を用いた研究

向の変動を表している。変動の期間は図の下に書き

（例えば、菊地・山中、1998）から、この地震のメ

込まれている。衛星の方向は、人工衛星が北から南

カニズムは、東西圧縮の逆断層であることが示され

に飛ぶ場合（南行軌道）と南から北に飛ぶ場合（北

ている。GPS によって観測された変位もこのメカ

行軌道）で異なる（図 7）。図 5a、d、e、f は南行軌

ニズムに調和的であった。

道の衛星を用いた干渉図であり、図 5b、c は北行軌
道の衛星を用いた干渉図である。
図 5a から、1998 年 4 月 30 日までは人工衛星の視
線方向に有意な変動がなかったことがわかる。4 月
から 7 月（図 5b、d、e）にかけては、岩手山の西
側を中心に人工衛星に近づく方向の変動が見られる。
この期間は、GPS によって岩手山の西側から放射
状に広がる変動が観測された時期である。また水準
測量からも岩手山西側の葛根田周辺の隆起が観測さ
れており、干渉 SAR の結果と調和的である（土井・
他、1999）。図 5c と f は、M6.2 の地震を含む期間の
干渉図である。この 2 つの干渉図は衛星の視線方向
が異なるため、変動のパターンが違って見えるのは
興味深い。図 5f は、岩手山の西側の火山性変動を
含んでいるが、干渉縞が密になっている場所は、地
震にともなう地殻変動である。
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干渉 SAR から得られる変動は、衛星への視線方

にすることができる。図 7 は、図 5c と f を組み合わ

向の 1 次元の量である。北行軌道衛星と南行軌道衛

せることによって得られた 2 次元変動である。図 5f

星の視線方向は異なるので、この 2 つの視線方向を

は岩手山の西側の火山性地殻変動を含んでいるので、

含む面が定義できる（図 6 の衛星視線方向面）。同

図 5e の変動分を差し引いて、近似的に火山性地殻

じ変動を北行軌道の衛星と南行軌道の衛星から観測

変動を取り除いた。

することによって、衛星視線方向面内干渉縞が密に
なっている場所は、地震にともなう地殻変動である。
同じ変動を北行軌道の衛星と南行軌道の衛星から
観測することによって、衛星視線方向面内の 2 次元
変動を求めることができる。Fujiwara et al.（2000）
は、この変動ベクトル自体は 2 次元であるが、地表
面上の非常に空間的に密な点で変動ベクトルを得る
ことによって、3 次元空間内での変動に制約条件を
与えることができると述べている。そこで彼らは、
この地表面という 2 次元面上での 2 次元変動を 2.5
次元変動と名付けている。
図 5c と f は、主に M6.2 の地震にともなう変動を
異なる軌道の衛星からとらえたものであり、2 つの
干渉図から M6.2 の地震に伴う 2 次元変動を明らか
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図 7a と b は、衛星視線方向面内の変動を、それぞ

図 7c は、図 7 の a と b 内に示してある 1 から 6 ま

れ準上下成分（正確には、水平面から 83 度）と東西

での衛星視線方向面内での変動を、矢印で表したも

成分に分けて書いた変動図である。準上下成分（図 7a）

のである。2 つの平行する不連続線は、断面 4 にお

から、N39°48′E140°55′付近で最大約 40 ㎝の隆

いて A と B で示した 2ヵ所において明瞭に認めるこ

起があったことがわかる。東西成分（図 7b）からは、

とができ、これらの不連続を境にして、東側では西

ほぼ同じ位置が約 35 ㎝東へ動いたことがわかる。こ

向き、西側では東向きの変動があったことがわかる。

れらの変動の大きい場所の北にある灰色の領域は、

これはこの地震のメカニズムが東西圧縮の逆断層型

葛根田川の沢を挟む急傾斜地であり、画像の相関が

であったことに調和的であり、2 つの不連続線がと

悪く、変動を求められなかった領域である。東西成

もに地震断層であることを支持するものである。

分の変動の大きい場所の南東側には、変位の急変す
る線を 2 本見いだすことができる。この 2 つの線は、

6. 圧力源と地震断層による地殻変動モデル

ほぼ N60°E の走行を示し、約 1.5 ㎞離れて平行に存

前節までに述べたように岩手山周辺では、GPS と

在する。東側の線は、地表調査によって確認されて

干渉 SAR によって、時空間的に稠密な地殻変動が明

いる篠崎地震断層（越谷・他、1998）に一致する。

らかになっている。GPS 観測からは、岩手山の地殻

西側の線では、地表調査による断層は確認されてい

変動は 1998 年 2 月から始まっているが、干渉 SAR

ないが、変位の不連続の大きさは東側より大きく、

で有意な変動が観測されたのは 1998 年 4 月下旬以降

葛根田川の北側にまで続いているように見えること

である。衛星の視線方向からわかるように、GPS で

から、地震断層だと考えることができる。

観測された南北方向の変位は、干渉 SAR ではほとん
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ど検出できないため、1998 年の 2 月から 4 月下旬ま

地殻変動の理論値は、均質半無限弾性体を仮定した

では、南北方向の変位のみが卓越する地殻変動が起こっ

Okada（1992）による解析解を用いた。しかし、岩

ていたと考えられる。4 月下旬から M6.2 の地震発生

手山周辺では、観測点の標高差が大きく、理論的な

までの地殻変動は、岩手山の西側を中心とする放射

地殻変動は、均質半無限弾性体を仮定したものとの

状の水平変位と隆起が特徴的である。1998 年 4 月 29

差が大きいと考えられる。そこで本研究では、

日には、顕著な群発地震活動が発生し、東北大学に

Williams et al.（1998）によって提案された観測点標

より岩手山の周囲に埋設されている傾斜計や体積歪

高を変動源の深さに加えて、近似的に地形の効果を

計の記録も急変している（佐藤・浜口、1999）
。そこ

とりいれる方法を用いた。パラメータの推定は、線

で本稿では、4 月 29 日以前と以降の地殻変動源をそ

形近似の最小二乗法（Gauss-Newton 法）を用いた。

れぞれ、開口割れ目（ダイク）と等方的な増圧（茂

1998 年 4 月 29 日以前の開口割れ目の推定に用いた
データは、図 5a 示した干渉 SAR と 1999 年 1 月 1 日

木モデル）と仮定して、パラメータの推定を行った。
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から 4 月 29 日までの 3 観測点での GPS の変位である。

1998 年 9 月 3 日の M6.2 の地震に伴う地表での地

推定の結果、岩手山山頂の約 3 ㎞南西でほぼ東西走

震断層は、ほぼ平行に 2 枚存在する。そこで地震断

行で垂直な割れ目が広がったことがわかった。4 月

層を主断層と副断層の 2 枚の平面と仮定し、主断層

29 日から 9 月 2 日までの推定に用いたデータは、図

の上端を西側の変位の不連続線（図 8a の左の矢印）

5b、e に示した、視線方向の異なる 2 つの干渉 SAR

とし、副断層を篠崎断層（図 8a の右の矢印）から

である。推定された茂木モデルの位置は、岩手山山

低角に延ばして地下で主断層に接するようにとった。

頂の西 13 ㎞の深さ 7.9 ㎞である。推定された体積変

これは篠崎断層が主断層から枝分かれしたと考えた

化量は、2,600 万 であるが、ここで用いた SAR デー

ためである。断層の傾斜角、走行、長さ、幅は試行

タは 7 月までの変動なので、9 月 2 日までの体積変

錯誤的に残差が小さくなるように決め、主断層と副

化量はさらに大きいと考えられる。そこで GPS によっ

断層をともに 2 ㎞× 2 ㎞の正方形の小領域に分割し、

て観測されている SAR データ期間の変動量と 9 月

それぞれの小領域の中でのすべりの縦ずれ成分と横

2 日までの変動量の平均的な比が 1.28 であることを

ずれ成分を推定した。その際、この地震のメカニズ

用いて、9 月 2 日までの変動量を 3,300 万

ムは逆断層型である（例えば、菊地・山中、1998）

と推定

した。茂木モデルの推定された位置は、葛根田、松

ので、縦ずれ成分は負にならないような拘束条件を

川の地熱地帯に近い。こうした高地殻熱流量の熱源

用いた。この推定に用いたデータは、図 8 の a と b

と茂木モデルで表される増圧したマグマだまりの関

に示した干渉 SAR と GPS（7 観測点）、そして光波

連性については今後の研究課題である。

測距（9 測線）である。図 8 の a は、図 5 の f から、
上で求めた茂木モデル分の火山性地殻変動を差し引
いて地震のみの変動に補正したものである。図 8 の
b は図 5 の c に示したものと色の付け方を変えてい
るが、同じ変動を表している。
図 9 に推定されたすべり分布を余震分布（海野・他、
1998）とともに示す。すべり量の大きい領域は、震
央の南東の浅い領域に存在する。この領域でのすべ
り量は 1.5 ｍに達しており、ほとんど余震が発生して
いない。逆に余震が多く発生しているのは、地震の
時にすべりが小さかった領域となっている。この地
震は、マグニチュードが小さい割には地表地震断層
が出現する日本国内では例外的な地震であった。また、
すべりの大きい領域が、浅部（深さ 2 ㎞）に存在する
地震も珍しい。この様な特殊性は、地熱地帯で地下
が高温のため、脆性的な破壊を起こす地震発生層が
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薄いために生じているのかもしれない。この地震の

震や火山活動によって励起された応力変化が、次

モーメントマグニチュード（Mw）は 6.0 であり、

の地震を誘発するかどうかを評価する基準として、

地震波形も用いた推定結果（例えば、菊地・山中、

Δ CFF（クーロンの破壊関数の変化量）がよく用

1998）よりやや大きめであった。ここで推定した地

いられている（例えば、橋本、1997）。このΔ CFF

殻変動モデルのパラメータをまとめて、表 1 に示す。

が正の値を示せば、次の地震の発生を加速する応力
変化が生じたことを示し、負の値であれば、次の地
震は発生しにくくなることを表す。

7. 火山活動の地震誘発の可能性
岩手県内陸北部の地震（M6.2）は、従来から知

図 10 は、前節で求めた火山性の変動源である茂

られていた活断層である西根断層の北端部で発生し

木モデルの増圧に伴うΔ CFF の空間分布を示した

た地震であり、マグマ活動が直接周囲の岩盤を破壊

ものである。CFF を計算した地震のすべり方向は、

した火山性地震ではない。しかし、この地震は岩手

図 10d に示した震源球の赤い節面である。摩擦係数

山の火山活動が活発化し、火山性の地殻変動が起こっ

は 0.4 を仮定した。ひし形で示した震源の位置では、

た場所で発生していることから、両者の間に何らか

CFF が 0.33MPa 増加したことがわかる。この応力

の因果関係があると考えることができる。近年、地

変化は、この地震の応力降下量（菊地・山中、1998）
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の 7％にあたる。すなわち、西根断層北端には、

国土地理院（1999）人工衛星の合成開口レーダによって捉
えた岩手山の地殻変動．地震予知連絡会会報，61, 86-90.

1998 年までに地震発生に必要な応力の 93% が蓄積

越谷 信・大石雅之・野田 賢・奥寺勇樹・加藤貴史・滝

されていたが、岩手山の火山活動がさらに 7% の応

口真一・三田地喜之・嶋守真紀・斎藤徳美・矢内桂三・

力を増加させたため、地震を誘発したと言うことが

平野信一・澤 祥・福留高明・佐藤比呂志・大槻憲四郎・

できる（Nishimura et al., 2000）。

長濱裕幸・中村教博・土井宣夫・東郷正美・粟田泰夫・
吉岡敏和（1998）1998 年 9 月 3 日岩手県内陸北部の地
震に伴う地震断層．活断層研究，17, 9-20.
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月刊地球，21, 264-268.

でメカニズムが異なり、前者は開口割れ目、後者は

Nakamichi, H. (2000) Deep magmatic activity inferred from

茂木モデルでよく説明することが出来た。またクー

low frequency earthquakes and fine S wave velocity

ロンの破壊関数を計算することにより、茂木モデル
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3. 表面現象の推移
は確認されず、大地獄谷の東に近接する御苗代湖周

1. はじめに
岩手山の浅所にマグマが貫入した（佐藤・浜口、2001；

辺でも表面現象は確認されていない。

植木・三浦、2002）1998 年の表面現象は、同年 5 月

噴気活動が活発化した地域は、1998 年に有感地震

御苗代湖の湖面の結氷に変色が生じ、6 月御苗代湖

を含む活発な地震活動があり、1999 年にマグニチュー

底から上昇した火山ガスによるとみられる波紋が水面に

ド（M）4.0 を含む有感地震がしばしば発生した。11

広がるのが観察され、大地獄谷北火口の噴気では 6 月

月 12 日には 振り切れ微動

と9 月などに数日、通常より噴気が高く上昇し、硫黄塔

地震を含む火山性地震が観測されている（仙台管区

とその周辺が真黄色を呈し極く小規模な泥の飛散があっ

気象台・盛岡地方気象台、2002）。また噴気地域を

たほか、姥倉山南斜面で青笹の中から高さ3 〜 4 ｍの

はさむ南北山麓間の距離は伸長し（東北大学大学院

噴気が上がるなど、ごく小規模な現象が確認されたにと

理学研究科地震・噴火予知研究観測センター、2003；

どまっている。

国土地理院、2003）、黒倉山山頂付近では南への移

が発生し、その後も単色

しかし、マグマ貫入から約１年を経た 1999 年 3 月から

動をともなう局所的な地殻変動が観測されている（国土

は、大地獄谷北火口とその西側の小沢（以下西小沢

地理院、2003）。このように西岩手山の表面現象は地

と略）と犬倉山−姥倉山間登山道沿いに植物の枯死が

震活動と地殻変動をともなう現象である。

現れ、黒倉山〜姥倉山間の稜線と南北両斜面に植物
の枯死、新噴気の発生と噴気量の増加などの表面現

2. 噴気活動の推移

象があらわれた（土井ほか、1999）。2000 年 6 〜 7 月

西岩手山の表面現象は、噴気地点と枯死域の拡大

には姥倉山南北両斜面、大松倉火口北東外縁、三ツ

状況ならびに噴気量の変化にもとづいて 4 つの時期に

石山山頂の南東斜面と北方三ツ沼の東側に新たな笹枯

区分される（図 2、図 3）。
（1）
「表面現象出現期」（1999 年 3 〜 4 月）

れが確認された（図 1）。大地獄谷から三ツ沼まで直線
距離で約 7.3 ㎞である。これらの地域のなかで常時噴

西小沢と犬倉山−姥倉山登山道沿いに植物の枯死域

気している場所は大地獄谷から姥倉山稜線にいたる東

があらわれ、大地獄谷主噴気孔で昇華硫黄粉の付着

西約 2.0 ㎞、南北約 0.5 ㎞の地域であり、これに間歇

域が拡大し，大松倉火口西壁に地熱による早い融雪が

的に噴気した場所を加えると東西約 2.3 ㎞，南北約

あらわれた。これらの現象は東西約 5.5 ㎞にわたる地域

0.75 ㎞の地域となる。このような広域の長期にわたる噴

で一斉にあらわれた。

気活動は世界的にも例がない現象とされている。なお、

1999 年 6 月、西小沢では雪解けとともに残雪下に枯

東岩手山山頂の薬師火口縁と火口内の数ヵ所に噴気

死した笹と立木が見えはじめ、枯死の範囲は最終的に

があるが、2004 年 7 月現在、噴気温度と地温の上昇

長さ 250 〜 300 ｍ、幅約 50 ｍに達した。西小沢では
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が時々淡黄色を呈するようになった。硫黄粉の降灰は
2001 年 11 月まで観察された。なお、噴気に昇華硫黄
粉が混入する現象は、一般には噴気が高温化した場
合と噴気孔周辺の地下水がなくなり乾燥化した場合に
生じる。
西小沢では、1999 年 8 月、枯死域中の白色化した１
地点から熱水の湧出が、別の 1 地点からは弱い噴気（西
小沢 1 号）が確認された。同年 11 月、西小沢の枯死
域は黒倉山断崖（西小沢からの比高は 250 ｍ以上）
南部の下部に拡大し、断崖上部の広い範囲にも新たに
生じた。これらの枯死は積雪の無い時期に生じているこ
とから、地温の上昇が原因と考えられる。2000 年 3 月、
地温の上昇による融雪範囲は拡大し、西小沢の前記の
白色化した 2ヵ所は強い噴気（西小沢 1、2 号）となり、
断崖下部に広がった枯死域に新たに 3ヵ所以上の広い
融雪地が出現したほか、直径 1 ｍ以下の融雪孔が多
数生じた。また、断崖上部の枯死域から間欠的に噴気
が上がるようになった。そのひとつが西小沢 3 号である。
黒倉山山頂（図 4）では、1999 年 5 月 29日、ランク
3 の噴気が発生して以降、8 月14日ランク4、9 月1日ラ
ンク5、震幅の大きい火山性微動が発生した 11 月 12日
の翌 13 日早朝にランク7 が発生し、噴気は強くなる一
1998 年 10 月まで植物の枯死はなく、2ヵ所の低温の湧

方であった。2000 年 1 月 19 〜 23日、黒倉山山頂の噴

水に白色の硫黄沈殿物があるのみであった。同様に大

気は無風状態で高さ200 ｍ以上（ランク7）まで上昇し、

地獄谷南地点と網張登山道の姥倉山登り口南の 2 地

千切れて雲状になった噴気は約 400 ｍの高さまで達した。

点にも残雪下に枯死が確認されているが、これらの 2 地

この時、大地獄谷、黒倉山〜姥倉山間の稜線と南北両

点にはその後も噴気を生じていない。

斜面の噴気も強く、最大規模の噴気状態となった（図 5）
。

1999 年 3 月、黒倉山〜姥倉山間の稜線北斜面の東

黒倉山〜姥倉山間の稜線北斜面では、1999 年 5 月

寄りに生じた融雪孔から弱い噴気が上がっているのが確

枯死面積が拡大し、黒姥北 1 号は高さ10m 程の噴気

認された。これが北斜面で最も活発な黒姥北 1 号（盛

を上げるようになった。また、北斜面には東西方向に配

岡地方気象台命名）の噴気である。同年 4 月、北斜

列する 3 列の枯死帯が生じた。1999 年 7 月から 8 月、

面に噴気によると見られる小さな融雪孔が直線的に多数

枯死帯とその周辺の青笹の中から多数の噴気が生じて

生じた。
（2）
「急速な笹枯れ・噴気地拡大期」
（1999 年 5 月〜 2000 年 2 月頃）
1999 年 5 月からは噴気量が増加するとともに噴気地
点が増え、笹枯れが急速に拡大した。12 月以降の冬
期間は積雪のため詳細は不明な点が多いが、翌 2000
年 2 月頃までがこの期間にあたると考えられる。1999 年
11 月 12 日には振り切れ微動が発生した。大地獄谷主
噴気孔では、1999 年 4 月頃から噴気孔の風下側 20 ｍ
付近まで昇華硫黄粉の降灰で淡黄色を呈するようになり、
噴気上昇高度も200 ｍ以上となり、11 月から噴気自体
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頂と東崖だけでなく、断崖北側の松尾村側（焼切沢
西側の長い断崖部）からも発生した。現在のところラン
ク8.5 が最大の噴気である。2000 年 2 月 29 日黒倉山
東崖下部から噴気が上がるのが確認され、8 月 16 日に
は東崖下部から大きく噴気した。8 月 12 日の機上観察
により東崖下部の植生が褐色化していることが確認され、
9 月7日には枯死していることが確認された。
黒倉山西斜面では裸地縁辺の笹枯れとハイ松の枯死
が緩やかに進み、同北西部に数ヵ所の噴気が生じ、 円
形裸地 の南隣に噴気が確認された。
2000 年 11 月 29 日、黒倉山山頂から同北西斜面の
枯死面積は急速に拡大した。枯死帯から上がる噴気

樹林帯中の小沢に沿って連続した延長約 600 ｍの「水

の数は、1999 年 7 月 6 日 10ヵ所以上、7 月 9 日 25ヵ所

蒸気のカーテン」が上がり、この先端はそれまでになく

以上、7 月 19日39ヵ所、8 月 26日84ヵ所以上に増加し

低所におよんだ（図 7）。この小沢に沿っては弱い噴気

た。同年 11 月 4 日、枯死帯全体から一斉に噴気が上

が数ヵ所存在し、その上方延長にある黒倉山西斜面裸

がり、高さ10m 以上の「水蒸気のカーテン」を形成した。

地北西縁にも数ヵ所の噴気が存在していたが、11 月 29

さらに同日、複数の噴気孔から同時に上昇した噴気は

日の噴気はこれらの噴気地点を連ねて黒倉山山頂に達

径数 10m の「水蒸気の柱」を形成した（図 6）。黒

するとともに、低所にまでおんだものである。同日、この

倉山と姥倉山の分岐点の噴気温度は、1998 年 9 月か

噴気に引き続いて、姥倉山北斜面の新地点や断層 F3

ら 1999 年 8 月の連続観測で、96.1℃から 96.9℃（10

の西方延長上でも「水蒸気のカーテン」があがった。

日間移動平均値）に上昇した（鍵山ほか、1999）
。

前述のとおりこの日の噴気地点を含めると表面現象の範
囲は広いものとなる。
2000 年 1 月 19 日、姥倉山の稜線上にある 姥倉山
分岐

地点から姥倉山山頂の間で強い噴気があがるの

が観察された。2000 年以降、東西性断層 F6、F7、
F8（後述）などに沿い姥倉山山頂に向かう笹枯れが緩
やかにすすんだ。
2000 年 6 月、雪解けがすすむと姥倉山山頂の南北
両斜面に直径数ｍの斑点状の笹枯れが広い範囲に多
数確認された。同年 7 月、大松倉火口の北東外側斜
面に長さ約 200 ｍ、幅 20 〜 30 ｍの細長い笹枯れが、
北側斜面に長さ 10 ｍほどのＹ字型の笹枯れがそれぞ
（3）「噴気地拡大速度低下および間欠的広域噴気活
動期」（2000 年 2 月頃〜 2001 年 7 月頃）
この時期は 2000 年 2 月頃〜 2001 年 7 月頃までで、
表面現象は主にそれまで拡大してきた地域内にあらわれ
て周辺への拡大速度は低下した。この期間は噴気量が
多い状態が続き、周辺地域でも噴気が間欠的に発生し
た。2000 年 3 月 7 日岩手山西側で最大規模の火山性
地震（M4.3）が発生した。
黒倉山山頂の噴気は強い状態で推移し、2000 年 4
月 25 日、ランク8 の噴気が発生した。この時噴気は山
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れ確認された。また、前述のとおり、三ツ石山山頂の

3. 西岩手山の表面現象の特徴
（1） 噴気量の増加とき裂温度の上昇

南東斜面の広い範囲と山頂北の三ツ沼の東側に新たな
笹枯れが確認された。これらの笹枯れは夏場には緑が

1999 年以降の噴気と枯死状況の推移は、蒸気量の

ほとんど戻り、2001 年以降は確認されていない。

増加と減少および蒸気の上昇通路であるき裂（断層）

（4）
「噴気地拡大速度低下期」

周辺岩石の温度上昇により説明される。図 2と図 3 で

（2001 年 7 月頃〜 2004 年 7 月現在）

明らかなとおり、火山ガスと蒸気が地表に到達したこと

噴気量が次第に減少して周辺地域での間欠的な噴

により表面現象が一斉に発生し、蒸気量の急激な増加

気もなくなり、多くの地域で枯死域の拡大は停止した。

により枯死の急速な拡大が生じたと考えられる。蒸気量

ただし、姥倉山稜線と同南斜面の枯死域は、前者が

が多い状態が維持された 2000 年 2 月頃〜 2001 年 7 月

西方の姥倉山山頂方向に、後者が下方に向って緩や

頃は、き裂周辺の岩石の温度がさらに上昇することで

かに広がった。

周辺地域でも噴気が間歇的に生じるようになったと考え

黒倉山山頂と姥倉山北斜面の噴気は次第に弱まり、

られる。噴気量が減少し始めた 2001 年 7 月頃以降は、

特に黒姥北 1 号の低下が目立った。

き裂周辺の岩石温度がそれまでの噴気活動で上昇して

姥倉山南北両斜面では、2001 年 11 月から東西性断

いるため、一部地域で枯死域が緩やかに拡大する状態

層間をつなぐ北西−南東系の噴気孔の配列が目立つよう

が維持されたと考えられる。マグマ貫入から約 1 年遅

になったが、それも次第に弱まった。2004 年 6 月には西

れて噴気活動が顕在化したことは、地下の熱水貯留層

岩手山全域で植生の回復が明瞭に確認された。

から地表に通じるき裂周辺岩石の温度上昇に時間を要

図 8 は黒倉山〜姥倉山稜線に 1999 年に設置した 5

したためと推定される。
（2） 噴気活動の同期性と熱水貯留層の分布

台の地温計の連続測定結果である。地温は深さ20 〜
50 ㎝で測定している。地温計 CH-1 〜 4 は噴気地に設

大地獄谷、西小沢、黒倉山山頂、黒姥北 1 号を含

置しているため沸騰温度に近い 95 〜 97℃を示すが、

む姥倉山北斜面の噴気は同時に強くなることがある。強

最も西側の姥倉山分岐西方の熱泥地に設置した CH-5

い噴気の継続時間は 1、2 分間から 6 時間以上におよ

は 1999 年に 82℃前後であったが、時間とともに上昇し

ぶことがある。1、2 分間と短い場合、例えば大地獄谷

て 2004 年 5 月には 90℃に達した。これは噴気地域が

噴気→西小沢噴気→黒倉山山頂噴気の順に活発化し

西方に拡大して CH-5 地点の温度が上昇したことを意

たが、活発化する範囲は限られている。噴気の強い時

味しており、笹枯れが時間とともに西方に拡大した事実

間が長い場合、大地獄谷から姥倉山稜線と北斜面まで

と調和している。

の西岩手山のほぼ全域で噴気が活発化することが多い。
1999 年 5 月〜 2004 年 7 月間の大地獄谷、黒倉山山頂、
姥倉山北斜面の噴気活動の変化パターンは相互に類似
して（土井ほか、2002）おり、長期にわたる同期性も
存在している。これは 3 地域の地下に想定される地熱
流体の供給源（熱水貯留層）が同一ないし一連である
ことを示している（土井ほか、2000）。
黒倉山東崖とその南部の西小沢において、断崖の下
部（高度約 1,320 〜 1,370 ｍ付近）と断崖の上部（高
度約 1,420 ｍ以上）に枯死が分離して生じ、噴気も下
部と上部に分離して発生している。また、断崖下部にあ
る西小沢 2 号噴気では、複数ある噴気点が同一高度に
分布していることから、同一層から噴気していると見られ
る。これは西小沢 1 号噴気でも同様である。これらの事
実は熱水貯留層が山体をつくる火山噴出物の成層構造
に規制されて異なる高度に分布していることを示唆する。
黒倉山〜姥倉山間の稜線と南北両斜面では、噴気
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は高度 1,400 ｍ付近〜 1,480 ｍ間に分布し、この高度

1999 年 4 月には残雪下に枯死が広がっているのが確認

に最高位の熱水貯留層が存在している可能性がある。

された。西小沢の残雪は 1999 年 6 月まで長く存在して

噴気孔は主に東西性断層の分布に規制されて分布、

いたことから、この枯死が地温の上昇によるものでないこ

配列している（後述）ことは、異なる高度に複数存在

とは明らかである。西小沢における植物の枯死は、上

する横型の熱水貯留層が東西性断層による縦型通路に

昇した火山ガスが残雪下に蓄積されて高濃度となったた

よって連結していること示唆している。

めに生じたと考えられる。西小沢に火山ガスが上昇した

（3） 地震活動と噴気活動の相関

ことは、枯死域の中に 2ヵ所の顕著な枯死点が生じたこ

黒姥北 1 号と姥倉山北斜面の噴気は、2000 年 3 月

とからも推定される。同年 8 月、2ヵ所の顕著な枯死点

7日噴気地域に近い南側で発生した最大規模の火山性

は熱水湧出地と噴気地に変わり、2000 年 2 月には熱水

地震（M4.2）を境に活動がいったん低下したが、約 1ヵ

湧出地も噴気地に変わった。また西小沢の地温上昇が

月後から再び活発になった。

確認された後、雪のない 1999 年 11 月断崖上部に新た

黒倉山山頂噴気は 2002 年 1 月 15 日の地震活動の

に生じた枯死域に噴気が出現したことは、断崖上部の

活発化とともに強くなった。また、同噴気は 2004 年 1 月

枯死が地温上昇で生じたことを示している。

5日東岩手山のやや深部の火山性微動と地震活動が活

こうした経緯から、西小沢のき裂を上昇した火山性流
体は、初期には低温のき裂内で蒸気が凝縮してこれか

発化した 4日後から 10 数日間活発化した事例がある。
（4） 降雨後の噴気活動の活発化

ら分離した火山ガスのみが地表に到達したと考えられる

1999 年 5 月 29日から 1999 年内においては、西岩手

（図 9（1））。火山性流体の上昇が継続してき裂温度

山に降雨があるといったん噴気が弱まり、1日後などに噴

が上昇すると蒸気の凝縮が地表付近で生じるようになっ

気が一時的に強くなる傾向が認められた。

て重い熱水も地表に湧出すようになり（図 9（2））、つ
いには蒸気が地表に到達して噴気が生じたと推定され
る（図 9（3））。マグマの浅所貫入後約 1 年おくれて

4. 表面現象の発生のプロセス
ここで西小沢にあらわれた表面現象の経緯を検討する。

表面現象があらわれた理由もこのプロセスを経たためと

西 小 沢では 1 9 9 8 年 1 0 月植 物の枯 死はないが、

考えられる。
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2000 年 6 〜 7 月に確認された姥倉山南北両斜面の斑

が配列して枯死が生じ、表層すべりが発生していること

点状笹枯れと大松倉山や三ツ石山に生じた幅広い笹枯

。
が多い（後述）
（2） 断層の開口と噴気配列

れも積雪下で濃集した火山ガスによる枯死と推定される。
このモデルにしたがうと、マグマ貫入にともない岩手火

黒倉山と姥倉山稜線では、地表に達した開口き裂か

山群から大気中に放散された火山ガス量は、1998 年に

ら噴気している事例がそれぞれ 2ヵ所で確認された。こ

御苗代湖ないし大地獄谷〜姥倉山稜線周辺地域で増

れらのき裂はいずれも東西性で、開口幅は黒倉山のき

加し、1999 年にはこれに姥倉山山頂の南北両斜面〜

裂が 10 〜 12 ㎜、姥倉山稜線のき裂が約 5 ㎜で、黒

大松倉山〜三ツ石山を含む広い地域で増加したあと、

倉山側の開口幅が大きい。

2000 年秋までには減少したと推定される。

噴気と枯死帯は東西方向に直線的に配列するものが
多く（図 11、図 12）、西小沢では姥倉山断層に沿って
3 つの噴気地と2 つの熱水湧出口（2001 年 9 月現在 1

5. 表面現象を規制する断層群
（1） 断層分布

つは湧出を停止）が生じている。

黒倉山〜姥倉山間の稜線部とその南北両斜面には、

図 13と図 14 は 2003 年における姥倉山稜線の深さ

東西系、南北系、北西−南東系の 3 系統の断層が分

30 ㎝の地温分布図である。姥倉山稜線の裸地は 40℃

布する。東西性断層は断層 F0 〜 F10と命名した少な

以上の温度を示している（図 13）。裸地西部に位置し

くとも11 本がある（図 10）。断層 F5、F7、F10 は南

1999 年以降に噴気が活発化して枯死が広がった

落ちの実在正断層、F9 は北落ちの実在正断層で、他

倉山分岐

は笹枯れや噴気孔の配列から推定した断層である。な

方向に細長く伸びる80℃以上の高温帯が数列平行に分

お、F5 〜 F9 の断層群を姥倉山断層（群）、F10 を姥

布し、高温帯には噴気孔が東西方向に配列している。

倉山南断層と呼ぶ。姥倉山断層は、姥倉山稜線部か

このことは直線的に伸びる通路を蒸気が上昇して高温

ら黒倉山南腹を通り西小沢に達する東西約 1.4 ㎞の断

帯と噴気孔を形成していることを示している。このうち 2

層である。これらは断層変位地形が明瞭な火山性活断

列は変位地形から断層（F7、F9）に一致することが

層である。南北性断層は黒倉山〜姥倉山間に 8 本ほ

明らかなことから、東西性の高温帯はいずれも断層に

ど確認または推定される。北西−南東性断層は東西性

相当すると考えられる。

断層に交差して分布する短い断層で、いずれにも噴気

姥

付近の地温分布（図 14）をみると、東西

西岩手山にみられる噴気様式には、噴気地、噴気
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東西性断層はマグマ貫入による地殻変動の一部として
開口し、蒸気の上昇通路となって噴気活動を活発化さ
せる一因になったと考えられる。
（3） 断層に沿って発生する表層すべり
東西性断層 F1 〜 F4 や F1とF3 に交差する北西−
南東性断層に沿う噴気列では、噴気列に極く近い斜面
上方に比高数 10 ㎝以下の滑落崖が噴気列に平行に生
じている。噴気列の下方には、土砂の盛り上がりにより
生じたふくらみ（バルジ）と浅い谷地形をともなう小起伏
の微地形が多数認められる（図 15）。これらの地形的
特徴は規模は小さいが典型的な地すべり地形であり、
噴気列を頂点として斜面下方に表層すべりが発生して
いることを示す。表層すべりの模式図を図 16 に示す。
断層 F1 に交差する北西−南東性断層に沿っては、厚
さ 0.5 ｍの表層土が滑落して下位の基盤岩（火山岩）
が露出し、滑落した跡地は噴気地となっている。噴気
列から発生する表層すべりは、噴気活動による植物の
枯死で樹根の支えを失った表層土が滑動することで生
じるものと推定される。
（4） 過去の噴気活動との相関
西岩手山の植生は、噴気をともなう高温の裸地（A 帯）
から外側にむかって笹帯（B 帯）、笹が多く低樹木をと
もなう帯（C 帯）、高樹木が多く笹地をまだらにともなう
帯（D 帯）、高樹木帯（E 帯）が順に分布している。
笹帯は融雪が早い高地温地域で、1999 年以降に噴気
があらわれて枯死が進行した地域ともほぼ一致している
（土井・斎藤、2004）。このことから笹帯は過去の噴気
凹地、噴気孔がある。噴気孔は直径数 10 ㎝から 1 ｍ

活動で裸地化または植生破壊が生じた地域に、噴気活

で深さが 1 ｍ程の円筒状の穴から噴気するもので、黒

動の低下とともに笹が進入して成立した植生帯と考えら

倉山〜姥倉山間で 330ヵ所確認されている。噴気孔周

れる。同様に笹帯周辺の植生帯はさらに古い「噴気

辺にはまったく噴出物が認められないことから、噴気孔

地域の化石」と考えられ、1999 年以降の噴気活動は、

を充填していた土砂は熱水とともに開口した断層内に流

過去の噴気活動域に再び生じた現象といえる。図 17

出したことを示唆している。姥倉山稜線の開口き裂から

は黒倉山〜姥倉山間の稜線に見られる過去の噴気活

噴気する地点のき裂断面の観察では、き裂から実際に

動で生じた裸地からの移動土砂の 14Ｃ年代と植生帯分

灰色粘土が流出していることが認められた（土井ほか、

布にもとづいて、この地域の噴気活動史を総括したもの

2002）。

である。岩手山の第 3、4 活動期（P.384 参照）に噴

東西性断層に沿う噴気孔、高温帯、および枯死帯の

気活動も活発化し、平成期の噴気活動は第 4 活動期

配列は、開口した東西性断層の一部分が蒸気の上昇

の活動の一部であることを示している。

通路であることを示している。GPS 観測によると、噴気
地域をはさむ南北山麓間の距離はマグマが貫入した

6. 大地獄谷の噴気活動

1998 年から 2000 年の間に約 12 ㎝伸長（東北大学大

大地獄谷の噴気はマグマ水の寄与が大きく、火山ガ

学院理学研究科地震・噴火予知研究観測センター、2003）

ス組成もマグマ性で硫黄塔を形成しており、西小沢以

しており、東西性断層が開口したと考えて矛盾ない。

西の噴気が天水起源でガス組成に乏しいことと異なって
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いる（平林ほか、1999）。大地獄谷は約 7,400yBP 以

黒倉山〜姥倉山間の稜線の噴気の推移と類似した推

降少なくとも８回の水蒸気噴火を起こし、断層に規制さ

移を示している（土井ほか、2002；P.473 参照）。

れた火道の構造（パイプ）を通した噴気流体の上昇が

大地獄谷主噴気孔の蒸気温度は、1998 年 9 月以降

想定される。長浜ほか（2001）によれば、西岩手カル

上昇し、2000 年 9 月に最高温度の 149℃に達したあと

デラ内では地下の火山体の破砕が進んでいる。1999

低下している。火山ガスは 1999 年 5 月から 2000 年 9

年以降の大地獄谷噴気は、噴気流体の性状が異なる

月の期間に、より高温の組成を示している（平林ほか、
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2005）。蒸気温度と火山ガス組成が高温化した時期は
噴気量が多い期間（図 3）と一致しており、蒸気温度
の上昇が噴気量の増加につながったことを示している。
また 1999 年 4 月頃〜 2001 年 11 月間の昇華硫黄粉の
放出（前述）は、蒸気温度が上昇した時期に生じて
いる。
なお、大地獄谷では 1998 年の観察以来、毎年 5 〜
6 月には主噴気孔から泥硫黄を噴出し、主噴気孔より高
度が低い他の噴気孔には熱水がたまって硫黄混じりの
泥水を噴出する。これは融雪により浅層地下水層の水
位が上昇して噴気孔が熱水で満たされることを示唆する。
大地獄谷の火山ガスは水のほか塩化水素、二酸化
硫黄、硫化水素、二酸化炭素、水素等を含んでいる（平
林ほか、1999）。このうち塩化水素と二酸化硫黄は硫
黄塔を形成する主噴気孔から空中高く吹き上げられて
風の影響を受けながら拡散している。これに対して硫化
水素などは大地獄谷北火口内の全域からも湧出して拡
散している。そこで北火口から噴出（湧出）して拡散
する火山ガスが周辺の登山道（七滝ルートとお花畑ルー
ト）でどの程度の濃度になるかを 2 点の定点で観測した
（図 18）。尾根側（定点 1）で観測した硫化水素（1
番目のグラフ）の濃度は低く、二酸化硫黄（2 番目のグ
ラフ）は作業許容濃度（2ppm）を超える日が観測期
間の 9％ある。谷側（定点 2）で観測した硫化水素（3
番目のグラフ）の濃度は山側より高く、逆に二酸化硫黄
（4 番目のグラフ）は低い。山側と谷側の濃度の逆転は、
前述の噴出（湧出）機構に関係していると考えられる。
大地獄谷の噴気は、平林ほか（2005）が示すように、
岩手火山群の地下温度やマグマの関与を敏感に反映
し地表に情報をもたらしており、「岩手山のへそ」に例
えられる場所であることから、今後とも定期観測が必要
と考えられる。
7. まとめ
1999 年 3 月にはじまった西岩手山の噴気活動は広域
で長期にわたり、世界的に例がない火山現象と考えられ
ている。西岩手山で生じた表面現象の推移をまとめると
次のとおりである。
①表面現象は流動性が高い火山ガスが上昇して積雪
下に濃縮されて生ずる植物の枯死、冷たいき裂を上昇
する水蒸気の凝縮による熱水の湧出、き裂温度が上昇
することによる水蒸気の大気放出（噴気）
、き裂温度が
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さらに上昇することによる噴気地域の拡大の順にあらわ

⑤今回（平成期）の噴気活動は、岩手山の AD915

れた。高度が低い西小沢では、1999 年 4 月以前から

年以降の第 4 活動期に生じた過去の噴気地域の中で

このプロセスが進み、全プロセスがあらわれたが、これ

再び活発化した。

より高度が高い黒倉山〜姥倉山間稜線では熱水湧出を

⑥大地獄谷の噴気流体はマグマ起源を主とし、西小沢

ともなうことなくプロセスが進み、姥倉山山頂の南北両

〜黒倉山〜姥倉山稜線の噴気流体は天水起源を主と

斜面〜大松倉山〜三ツ石山では 2000 年 6 〜 7 月まで

している（平林ほか、1999）。地下に想定される熱水

に積雪下に火山ガスが濃集するプロセスのみが生じた。

貯留層の構造は、大地獄谷では深部流体が直接地表

②マグマの浅所貫入にともないマグマから分離し大気中

に到達する断層に規制された火道（パイプ）構造を有

に放散された火山ガス量は、1998 年に御苗代湖または

すると推定されるのに対して、西小沢〜黒倉山〜姥倉

大 地 獄 谷〜姥 倉山 稜 線とその周 辺 地 域で増 加し、

山稜線では火山体の成層構造に規制されて水平的に

1999 年にはこれに姥倉山山頂の南北両斜面〜大松倉

広がる異なる高度の貯留層群が高角度の東西性断層

山〜三ツ石山までを含めた広い地域で増加したあと、

で連結した構造と推定される。両タイプの貯留層は深

2000 年秋までには減少した。

部において同一ないし一連の構造となって同期した噴

③噴気活動はマグマ貫入の 1 年後の 1999 年 3 月から

気活動を行っていると考えられる。

はじまり2000 年 1 〜 2 月頃にピークに達した。その後は

⑦断層付近の表層土壌は、断層に沿う噴気で植物が

強い状態を維持し、2001 年 7 月頃から低下しはじめた。

枯死して樹根の支持を失い、基盤岩との境界を境に傾

噴気活動の推移は蒸気温度の上昇（その後の低下）、

斜方向にすべりが生じている。噴気地域には断層線か

噴気量の増加（その後の減少）、開口き裂（断層）

らはじまる低滑落崖−凹状地−バルジからなる地すべり

周辺の岩石温度の上昇（その後の温度低下）に起因

微地形が広く分布し、その一部では土砂が流走して基

して生じた。

盤岩が露出する裸地になっている。

④蒸気はマグマ貫入に伴う地殻変動の一部として開口

最後に、西岩手山の表面現象の調査では実に多く

した東西性断層の一部を上昇し、断層を被覆する土壌

の方々のご協力とご教授をうけたことを記して感謝いた

の地下流出によって生じた噴気孔を通して地表に到達

します。

した。このため噴気活動は主に東西性断層に沿って広
がった。
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4. 表面現象の航空機観測
防災科学技術研究所では、航空機搭載型マルチ・
スペクトル・スキャナーである火山専用空中赤外映
像装置（VAM-90A）を用いて、火山活動が活発化
した岩手山の温度観測を 1998 年から 2000 年にかけ
て 6 回、実施した。VAM-90A は、地表面から放射
される可視光から熱赤外に相当する電磁波を 9 バン
ドの波長帯域で観測する装置で、温度分布や植生状
況等の地表面の状態を同時に遠隔的に測定すること
（リモートセンシング）ができる。この装置は、航
空機（セスナ 404 型機）に搭載して運用するため、
観測経費が比較的高く、多くの観測を実施すること
は現実的には難しいが、1 回の観測で面的に複数の
情報を測定できることから、重要な時期に観測すれ
ば変化していく状況を把握するための基礎データと
して有効である。
1. 観測装置（VAM-90A）について
VAM-90A は防災科学技術研究所が火山の山体表
面温度分布を観測するために 1980 年代に開発し、
1990 年に完成した測定装置である。岩手山の観測

コースに直交する線上、鉛直方向から左右 30 度の

以前の 1990 年代には、雲仙普賢岳の溶岩ドームの

範囲の情報を取得することができる。飛行機の進行

成長や火砕流堆積物の温度変化、阿蘇山や薩摩硫黄

に伴い線上のデータが重なり合いながら面的に対象

島等の活動的な火山で観測を実施してきた。

地域を覆うことになり、空間的に抜けのないデータ
が得られる。

表 1 に VAM-90A の 9 バンドの波長帯域、測定温
度範囲、瞬時視野角を示す。可視光域 2 バンド、近

2. データ処理

赤外域 3 バンド、熱赤外域 4 バンドにより構成され
ている。瞬時視野角は空間分解能を表す量で、1 画

各バンドで観測された電磁波強度の情報は磁気テー

素の 1 辺に相当する角度である。VAM-90A の熱赤

プに収録される。このデータは着陸後、計算機で処

外域は 1.5mrad（ミリラジアン）、可視域と近赤外

理されるが、全データの処理・解析には数日以上

域は 3.0mrad である。人工衛星による温度観測の空
間分解能が 60 メートル（ランドサット 7 の場合）
であることを考えると VAM-90A では対地高度
1,200m の場合 1.8m の空間分解能、3,000m での飛行
でも 5m 程度の空間分解能が得られ、人工衛星によ
る観測より、はるかに優れている。
熱赤外域 4 バンドのうち短波長のバンド 6 と 7 は
高温を測定するために用いられ、1500℃まで測定が
可能である。波長の長いバンド 8 と 9 は低温測定用
で、250℃までの温度測定に用いる。
V A M - 9 0 A による観 測のイメージを図 1 に示 す 。
VAM-90A を搭載した航空機（セスナ 404 型機）は対
象地域を一定高度で飛行する。VAM-90A の走査検
知部にある回転鏡が毎秒 60 回転することにより、飛行
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の時間を要する。火山観測では観測結果が火山活動

後の 9 月 10 日に実施できた。観測飛行コースは、

の評価や推移予測に役立つ場合が多く、結果の迅速

東岩手山から西岩手山にかけて東西に飛行する測線

な提供が要求される。このため VAM-90A は、観測

である。飛行高度は、稜線周辺を詳細に観測する低

終了後、飛行中の機体内で対象地域のなかで重要な

高度コース IWT-1（飛行高度 3,200 ｍ、対地高度

領域のデータについて観測波長帯域を選択して、一

1,200 ｍ、基準面高度 2,000 ｍ）と山麓まで観測する

部データを間引いて抽出する機能（即時処理機能）

ための高高度 IWT-2（飛行高度 5,000 ｍ、対地高度

を持っている。飛行する機上で抽出されたデータは、

3,000 ｍ、基準面高度 2,000 ｍ）の 2 種類とした。飛

空港に着陸後、電話回線を用いてつくばの防災科学

行コースと観測範囲を図 2 に示した。測線長はどち

技術研究所に伝送され、PC で即座に結果を表示す

らもほぼ 7 ㎞、観測領域の幅は IWT-1 では約 1.4 ㎞、

ることができる。この解析結果は、暫定的な速報値

IWT-2 では約 3.5 ㎞である。

であるが、観測後数時間以内に結果を公表すること

活発化した岩手山の火山活動はその後も継続した

ができ、岩手山の観測においてもこの機能を用いた

ため、2000 年末までに合計 6 回の観測を実施した。

即時結果の公表を行った。

表 2 に 6 回の観測日や観測条件を示す。1998 年は 2
回、1999 年は１回、2000 年は 3 回の観測を行ったが、

間引かないデータの解析は、時間をかけて地形補
正などを行い、画像化されている。最高温度のよう

2000 年の観測回数が多い理由は同年 3 月から有珠

に 1 画素のデータに依存する観測量は即時処理結果

山の噴火活動が始まったため、有珠山の観測と飛行

と最終結果で多少異なる場合が多いが、異常温度域

時期を合わせて岩手山の観測も行うことができたこ

の拡がりのような温度分布のパターンは、即時処理

とによる。
リモートセンシングによる温度観測では、対象の

結果でも十分正確に表現されている。

地面と測定装置の間に大気が存在するため、大気に
よる電磁波の吸収などが温度測定に影響を与える。

3. 観測状況
岩手山の観測は 1998 年 8 月から観測体制に入った。

この影響を評価するため、航空機での測定にあわせ

天候に恵まれなかったこともあり、最初の観測は岩

て地表面でも放射温度計で地面の温度測定を行うこ

手県内陸北部地震（9 月 3 日、マグニチュード 6.2）

とがある。これをグランドトゥルースという。岩手
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1998/9/10

1998/11/02

1999/10/01

2000/7/11

2000/10/24

2000/12/02

09:13-09:19

09:07-09:13

07:45-07:50

11:59-12:04

15:49-15:54

14:14〜14:16

IWT-1

IWT-1

IWT-1

IWT-2

IWT-2

IWT-2

55

23

37

54

38

24

46

32

42

50

34

29

40

32

50

58

42

40

43

36

49

58

47

44

12〜26

−2〜9

2〜17

21-29

4-9

−9-0

＜16＞

＜2＞

＜8＞

＜25＞

＜7＞

＜−3＞

15〜17

5〜7

12〜13

16-17

5-8

−

12h

16h

14h

27.6

17.3

7.0

9h

10h

23.5 26.3

9h 10h
6.2

8.1

7h

IWT-1

IWT-1

8h

12.7 14.8

IWT-1

* ：飛行高度3,200m（IWT-99-1：対地高度1,200m、基準面高度2,000m）の観測値による温度。
** ：即時処理データによる暫定値。
***：御苗代湖の水温。気温の影響の指標となる。

山の観測では、1998 年 11 月 2 日に実施した観測に
おいてグランドトゥルースを実施した。グランドトゥ
ルースの結果を表 3 に示す。VAM-90A による観測
時刻に合わせて 8 箇所で実施した測定を航空機によ

１

08:16

水

6.6

8.2

1.6

る観測結果を比較したところ、その温度差は全て 3

２

08:26

水

7.5

8.4

0.9

℃以内であり、またそれらの平均値は 1.6℃であった。

３

08:33

土

9.2

11.8

2.6

このことから温度観測の精度は 2 〜 3℃と評価できる。

４

08:37

土

9.3

11.6

2.3

５

08:45

10.7

11.9

1.2

今回の観測は 6 回とも日射による地表面の温度上

６

08:55

水

8.5

11.0

2.5

昇の影響がある時間帯に行われた（表 2）。その中

７

09:02

ｱｽﾌｧﾙﾄ

13.2

14.0

0.8

で比較的、日射の影響の少ない 2 回目の観測（1998

８

09:46

ｱｽﾌｧﾙﾄ

13.3

14.1

0.8

4. 観測結果（温度分布）

土

温度差の平均値

年 11 月 2 日実施）の画像により、岩手山全体の山体
426

1.6

稜線付近にも最高温度が 31.7℃の温度異常域が広がっ

表面温度の特徴を概観する。
図 3 に IWT-1 による山頂稜線に沿う領域の温度分

ている。図 4(d) は姥倉山−黒倉山間の温度異常域で、

布を示す。色と温度の関係は図中に表示されている。

従来から変質帯のある場所である。ここでの最高温

青色は温度の低い領域、赤色は温度の高い領域を表

度は 35.7℃で、第 2 回観測での最高温度であった。

している。東岩手山の東斜面には大きな黄色の領域

姥倉山−黒倉山間の稜線は比較的平坦な場所で、日

が広がっており、周辺より温度が高いが、これは日

射の影響は東斜面に比べると小さく、この場所で最

射により東斜面が暖められたことによるものである。

高温度が観測されたことは、岩手山で地熱活動が最
も活発化していると言える。

東岩手山の東斜面以外で温度が相対的に高い領域
として、図 3 に示したように薬師火口周辺部、大地

6 回のそれぞれの観測で図 4 に示した 4 領域で得

獄谷周辺部、黒倉山周辺部、姥倉山−黒倉山稜線部

られた最高温度を表 2 にまとめた。表 2 には季節や

がある。これらの領域の拡大図を図 4(a) 〜 (d) に示す。

観測時間帯による日射や気温の影響を評価するため、

図 4(a) では薬師火口の東〜東南に面した内壁及び

近くの気象台の温度測定値、御苗代湖の湖水温度や

外壁に 20℃前後と周囲より温度の高い場所が見ら

山腹の温度も参考に示した。全観測を通して 60℃以

れる。これらは日射の影響による可能性が高い。一

上の温度は観測されなかった。この期間、噴気活動

方、薬師火口内の妙高岳南東斜面には、地中温度の

が活発化しており（土井、2000）
、噴気孔では 100℃

高い地熱異常域が存在し、地中 1m 深の温度は 93

に近い温度が観測されている。VAM-90A の観測で

〜 94℃に達することが、松島（2001）により報告

観測された温度は、地表での観測よりかなり低い温

されている。図 4(a) を見るとこの温度異常域の表面

度である。これは温度異常が線状に現れているため、

温度は最高でも 13.5℃で、それほど高くない。

1 画素の温度としては低く算出されるためである。

図 4(b) に示されている大地獄谷は、従来から知ら

6 回の観測結果を比較すると、夏の観測では全体

れている地熱地域である。今回の VAM-90A による

的に高めの温度である。特に第 4 回観測は 7 月 11

観測では、30℃前後の温度が複数地点で測定され、

日の正午近くに観測されており、日射の影響が最も

最高温度は 31.6℃であった。図 4(b) の右側には御苗

大きい。全体を通して温度変化を見ると、第 3 回目

代湖があり、湖水表面温度を知ることができる。こ

以降に大地獄谷〜姥倉山の領域に 40℃〜 60℃の温

の観測での湖水表面温度は 5 〜 7℃であった。湖水

度が観測されており、この温度は 1998 年の同じ場

の温度は、気温の影響を推測するための指標として

所の温度に比べて明らかに高い。これは噴気活動が

使うことができると考えられるので、他の時期の観

1999 年以降活発化したことと調和的であり、地熱

測でも注目する。

活動はマグマの上昇が進行した 1998 年から 1 年程
度遅れて地表に現れたと解釈できる。

図 4(c) は黒倉山周辺の温度分布である。黒倉山の
427
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5. 観測結果（植生状況）
VAM-90A は近赤外帯域も観測することができる。
この帯域、特にバンド 3 の強度は葉緑素をもつ健全
な植物からの太陽光の反射強度を反映している。こ
のためバンド 3 のデータにより地表面の植生変化の
状況を把握することができる。図 5 は西岩手山の植
生変化を近赤外域のバンド 3、4 と可視光域のバン
ド 2 をカラー合成（R/G/B= バンド 4/ バンド 3/ バ
ンド 2）した画像である。このカラー合成では、健
全な植生は緑色、岩色は青色〜青灰色、枯れた植生
は赤紫色に表示される。1998 年 9 月、1999 年 10 月、
2000 年 7 月の状況を図 5(a)(b)(c) にそれぞれ示す。
大地獄谷西部や姥倉山−黒倉山間の稜線付近の植生
が乏しくなっていく様子がとらえられている。
図 5(d) は土井（2000）による噴気地域や植生の枯
死域を示した図で、1999 年 10 月以降の画像に現れ
た植生の乏しい領域とほぼ一致していることがわか
る。図 5(b)(c) と図 5(d) を比較すると、姥倉山−黒倉
山の稜線北側斜面に現れた線状の噴気帯に相当する
植生変化がとらえられていることがわかる。
航空機による観測では地表を踏査できない場所の
情報も得ることができる。また地表踏査を効率的に
行うための基礎資料として有効に活用することもで
きる。VAM-90A は広範囲を同時に観測することが
できるので、植生変化が、いつ頃からどのように進
行していったのかについて知ることができる。まだ
防災のためにこのような情報が十分活用されている
状況にはないが、今後、このような機能を広く防災
関係者の方々に知って頂くことにより、防災活動に
も活用することができればと考えている。
参考文献
土井宣夫（2000）岩手山の地質．岩手県滝沢村教育委員会，
234p.
松島喜雄（2001） 火山体の物理的性質の把握（の一部）．
岩手山の火山活動に関する研究成果報告書（平成 10 年
度科学技術振興調整費），文部科学省研究開発局，5982.

（文責：防災科学技術研究所個体地球研究部門
鵜川元雄・實渕哲也）
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5. 火山ガス
学組成の特長として、温度が低いにもかかわらず、

1. はじめに

塩化水素（HCl）が多く含まれることが上げられる。

現在、岩手山では東岩手の妙高岳の斜面および御
室火口内、西岩手の大地獄谷、黒倉山と姥倉山を結

水蒸気以外の成分では、二酸化硫黄（SO 2）、硫化

ぶ稜線上、網張温泉元湯などに噴気活動がある。こ

水素（H2S）、二酸化炭素（CO2）が主成分である。

のうち最も活発な噴気活動が見られるのは、1919

また、アルカリと反応しない成分（残留ガス、以後

年に小規模な水蒸気爆発が起こった大地獄谷である。

R ガスと呼ぶ）では、窒素（N2）が主成分であるが、

また、黒倉山、姥倉山の噴気活動は 1999 年 4 月頃

噴気 No.2 では、高温であった 1999 年 5 月から 2001

から活発化し、黒倉山から姥倉山の稜線の北斜面で

年 8 月の間の R ガス中の H2 濃度は 50% 以上と高かっ

は数百ヶ所に噴気孔が確認されている。また南斜面

た（表 1）。
（2）黒倉−姥倉分岐地点

や姥倉山頂付近でも新たな噴気活動が確認されてい

1998 年 6 月の黒倉−姥倉分岐地点の噴気温度は

る。特に黒倉山頂の噴気活動は活発で、最盛期には

86℃であったが、7 月には 94℃に上昇し、以後は

噴気が 1 ㎞以上たなびくことがあった。

95℃前後で推移した。この温度は、現地の標高での
沸点に相当する。この噴気ガスの圧力は弱く、地表

2. 岩手山における火山ガス観測

近くで空気が混入している。ガスの主成分は H2O で、

岩手山における火山ガス観測は、気象庁の検知管
による観測を除けば極めて少なく、1960 年に野口

水蒸気以外の成分としては、CO2 が主成分で、HCl

ら（1961）と 1970 年の気象庁（1970）によって実

や SO2 は含まれていない。
（3）黒倉山−姥倉山稜線上中間点

施されたのみである。
筆者らは、1998 年からの岩手山の火山活動の活発

黒倉山と姥倉山を結ぶ稜線上には数ヵ所に噴気活

化を受けて、1998 年 6 月から 2004 年 6 月の間 10 回

動が認められる。このうち、最もガス圧力の強い噴

にわたって西岩手山大地獄谷、黒倉山−姥倉山間の

気は、黒倉山と姥倉山のほぼ中間にある（P.215 の

稜線付近、網張温泉元湯などで火山ガスを中心とし

写真 8 参照）。この火山ガスについては、2000 年 9

た現地観測を実施し、火山ガスの組成変化などから

月から観測をはじめた。2000 年の温度は 95℃で、

火山活動の推移について検討した。各調査時の現地

2004 年 6 月まで大きな変化はなかった。

状況の詳細については、第 4 部第 1 章第 8 節（P.212 〜）

火山ガスの主成分は、H 2O で 99％含まれる。水

の東京工業大学火山流体研究センターの項に述べた。

蒸気以外には、黒倉−姥倉分岐のガスと同様に、CO2、
N2、H2 が含まれるが、H2 含有量が多い特徴を持つ
（表 2）。

3. 火山ガスの温度と化学組成

（4）黒倉山

（1）大地獄谷

黒倉山山頂付近には、以前から弱い噴気活動があっ

1998 年 6 月調査時には、北西および南東噴気の 2ヵ
所で火山ガス採取を行った（以後、それぞれ噴気 No.1、

たが、1998 年以降徐々に活発となった。1999 年に

No.2 と呼ぶ）。噴気温度は、No.1 が 110℃、No.2 が

ガス調査を行ったが、温度は 95℃で、黒倉山−姥

135℃であった。また、小規模な水蒸気爆発が起こっ

倉山間稜線上の他の噴気と同じである。また、火山

たと思われる穴の温度は 95℃であった。噴気 No.1 は、

ガス組成も同様で、水蒸気が主成分であり、これに

2000 年 9 月の調査時には噴気活動が停止したが、

CO2 と N2 が含まれている（表 3）。

それまでの間の温度は、110℃〜 98℃で、時間とと

（5）網張温泉元湯
網張温泉元湯の噴気に付いては、1998 年 6 月に

もに低下した（表 1）
。

調査を行った。温度は 96.7℃で沸点を超えている。

一方、噴気 No.2 の温度は、1998 年 6 月以降、徐々
に上昇し、2000 年 9 月には 149℃まで上昇した。し

また、火山ガス組成は、他の火山ガス同様に主成分

かし、2001 年 8 月には 136℃、2002 年 10 月には

は水蒸気であるが、水蒸気以外の成分として黒倉山、

125℃、徐々に低下し、2004 年 6 月には 96℃まで下

姥倉山周辺のガスとは異なり、H2S が多く含まれて

がった。大地獄谷の火山ガス組成の主成分は、水蒸

いる（表 3）。

気（H2O）で、98％以上である。水蒸気を除いた化
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No.1

98.4

SO2 H2S
3.53 1.04 20.2

CO2
74.7

R
0.53

200

98.7

6.90

2.13 17.9

72.7

249

98.6

0.92

3.38 18.9

℃

℃

V%

98.06.02

110

216

98.07.24

106

98.09.10

109

HCl

He
0.035

H2
1.46

N2
98.1

CH4
0.100

Ar
0.266

0.42

0.042

0.925 98.7

0.117

0.237

76.2

0.52

0.034

3.66

95.9

0.086

0.320

75.5

0.46

0.038

1.56

97.8

0.141

0.463

99.05.12

102.6

212

98.8

3.21

4.29 16.5

99.08.17

98

189

98.9

2.60

3.54 16.8

76.8

0.24

0.037

1.57

98.0

0.134

0.246

99.10.14

101

225

98.6

0

4.03 19.9

75.6

0.49

0.036

1.63

97.8

0.180

0.317

98.06.02

135

382

98.0

2.35

1.36 26.5

68.8

1.03

0.01

49.6

50.1

0.167

0.075

98.07.24

134

246

98.7

3.06

2.64 25.2

68.7

0.37

0.035

5.55

93.5

0.699

0.216

98.09.10

135.6

247

98.5

7.17

3.61 25.1

63.7

0.39

0.035

6.31

93.6

0.065

---

99.05.12

143

479

98.3

23.8

4.43 18.8

50.2

2.69

---

92.8

7.28

0.099

---

99.08.17

139

388

98.2

19.1

5.30 19.6

55.3

0.72

---

55.5

44.4

0.140

---

No.2 99.10.14

146

391

98.1

5.98

6.71 27.0

59.5

0.84

---

50.5

49.1

0.171

0.220

00.09.07

149

393

98.5

23.7

8.66 23.6

43.3

0.80

58.2

40.3

0.603

0.913

01.08.28

136

233

98.7

14.4

8.10 29.7

47.5

0.31

3.22

95.5

1.01

0.321

02.10.03

125

233

98.81

14.04

5.50 30.98

48.70 0.78

1.55

97.09 0.490

0.866

04.06.18

96

216

98.95

0.085

3.95 35.60

59.97 0.384 0.0195

2.33

96.22 0.900

0.532

：
* 火山ガス組成から求めた見かけの平衡温度
（地下の温度）

H2

O2

N2

CH4

Ar

2.22

54.5

2.36

41.96

0.262

0.959

3.29

65.6

1.29

32.7

0.340

13.58

85.17

0

1.0

40.88

0.893

0

℃

V%

CO2

R

00.09.07

95

99.0

97.8

01.08.28

95.5

99.3

96.7

02.10.03

95.5

98.9

67.8

04.06.18

95.6

99.1

97.8

℃

V%

黒倉山頂

99.10.14

95

75.1

網張温泉元湯

98.06.02

96.7

99.2

0.247

32.2

59.66
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24.4

0.570
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R
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O2
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---

0.0059

19.9

79.0

0

1.097

62.2

13.4

0

1.81

14.0

78.4

1.88

0.910

CH2

降は低下に転じ、2004 年 6 月には 96℃となった。

4. 火山ガスから見た火山活動の推移

一方、火山ガス組成から求めた地下温度は、1998 年

（1）温度
大地獄谷の噴気 No.1 温度は、1998 年 6 月に 110

6 月には 382℃と高かったが、同年 7 月、9 月は約

℃であったが徐々に低下し、1999 年 10 月には 98.6

250℃に下がった。しかし、1999 年 5 月には、479℃

℃となり、2000 年 9 月には噴気活動が停止していた。

と再び高くなり、2000 年 9 月までは、約 400℃の高

図 1 に噴気 No.2 の温度および火山ガス組成から

い温度が続いた。2001 年になると、地下温度は急激

SO2+3H2=H2S +2H2O の反応を用いた見掛けの平衡

に低くなり、2004 年まで 220 〜 230℃であった。
このように、噴気温度および、火山ガス組成から

温度（AET、地下温度）を示した。
噴気 No.2 の温度は 1998 年 6 月以降徐々に上昇し、

求めた地下温度から、1999 年 5 月から 2000 年 9 月
の間が最も高い活動状態にあったと言える。

2000 年 9 月には 149℃と最高温度となり、2001 年以
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（2）化学組成
火山ガスの化学組成は、火山活動度（温度）と関
連して変化することが知られている（例えば、
Iwasaki et al.,1966）。桜島のようなマグマ噴火を繰
り返す火山では、噴火あるいは活動の高まりの前に
HCl と SO 2 の比や H 2 濃度の増大が観測されている
（Hirabayashi et al.,1986）。また、水蒸気爆発を繰
り返す草津白根山などでは、噴火前に SO2 と H2S の
割合が大きくなることが知られている（Ossaka et
al.,1980）。
大地獄谷の火山ガスについて、HCl と全硫黄（SO2
+H2S）の比、SO2 と H2S の比、H2 濃度の時間変化を、
それぞれ図 2、図 3、図 4 に示した。
図 2 の HCl/Total S モル比は、1999 年 10 月の値
を除けば、1998 年 9 月から大きくなり、2000 年 9
月まで大きな値が続いた。その後、値は小さくなり、
2004 年 6 月にはほぼ 0 になった。
観測をはじめた 1998 年 6 月の SO2/H2S 比は、噴
気 No.1、No.2 共に 0.051 と小さな値であったが、両
噴気とも時間経過と共に大きくなり、2000 年 9 月
が最大となった。この比は、2001 年以降小さくなり、
HCl/ Total S モル比と同様の変化を示した（図 3）。
また、図 4 に示した H2 濃度も同様に、1999 年 5 月
から 2000 年 9 月の間に高い値が続いた。これらのガ
ス組成比および濃度変化は、温度変化とも調和した

倉山、姥倉山周辺で起こる地震も多く発生していた

結果で、1999 年後半から 2000 年半ばにかけて火山活

（ 東 北 大 学 、 2 0 0 2 ）。 ま た 、 G P S 観 測 に よ れ ば 、
1998 年からはじまった膨張傾向は、2000 年中ごろ

動が高い状態にあることを示唆するものである。

。
から収縮または停止に転じている（国土地理院、2003）

1998 年の活動開始以後活発であった地震活動は、
2000 年 11 月以降急速にその発生回数が少なくなった。

また岩手山をはさむ南北方向の伸びも停滞している

火山ガスの温度や化学組成から、高い活動状態にあっ

（東北大学、2002）。これらの結果と火山ガスからの
活動の推移は調和的である。

たと考えられる 1999 年から 2000 年半ばの間は、黒
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（3）火山ガスの同位体組成
火山ガスの主成分は水蒸気であり、その同位体組
成から水蒸気の起源や地下水の混入割合などを推定
することができる。図 5 に大地獄谷で採取した火山
ガス凝縮水、温泉水および周辺の温泉水の酸素、水
素同位体比を示した。酸素同位体比は質量数 18 の
酸素と 16 の酸素の比を標準海水の値と比較して千
分率（通常δ18O（‰））で示す。また水素同位体比
も同様に標準海水と比較し、δD（‰）で示す。
図 5 には火山ガス、温泉水、河川水などの値も同
時に示した。大地獄谷の噴気ガス凝縮水の酸素、水
素同位体比は、一般的なマグマ性のガスが持つ同位
体比と岩手山地域の天水を結ぶ線上にプロットされ
Geochemical
Hirabayashi, J., Ossaka, J. and Ozawa T.（1986）

るが、マグマ性ガスの値に近く、90％以上がマグマ

study on volcanic gases at Sakurajima volcano, Japan. J.

からもたらされた水であることを示している。また、

Geophys. Res., 91, 12167-12176.

噴気ガス中の CO 2 の炭素同位体比（δ13C）も測定

Ossaka, J., Ozawa, T., Nomura, T., Ossaka, T., Hirabayashi, J.,

したが、その値は -3.2 〜 -3.7 の範囲にあり、大地獄

Takaesu, A. and Hayashi, T.（1980）Variation of chemical

谷の噴気ガス中の CO 2 もマグマから直接もたらさ

compositions in volcanic gases and water at Kusatsu-

れたものである。

Shirane Volcano and its activity in 1976. Bull. Volocanol. 43,
207-216.
東北大学（2002）岩手山の地震活動と地殻変動．火山噴

5. まとめ

火予知連絡会会報，79，23-31.

岩手山では、1998 年から火山活動が活発となり、

国土地理院（2003）岩手山とその周辺の地殻変動．火山

これに伴って大地獄谷、黒倉山や姥倉山およびこれ

噴火予知連絡会会報，83，14-17.

を結ぶ稜線周辺、通称西小沢などの噴気活動が活発
となった。火山ガスの温度や化学組成の変化から、
火山活動の最も活発な期間は 1999 年後半から 2000

（文責：東京工業大学火山流体研究センター
平林順一・野上健治・大場

年中ごろと考えられた。また、火山活動は、2001
年以降は徐々に沈静化に向かう変化を示し、2004
年 6 月の調査時には、1998 年の活動活発化前の状
態に復したと考えられた。
しかし、黒倉山および姥倉山周辺の噴気活動も弱
まっているものの、しばらくは弱い活動が続くと考
えられる。
尚、大地獄谷に噴出している火山ガスは、そのほ
とんどがマグマから直接もたらされたもので、これ
に若干の天水が混入したものである。
引用文献
Iwasaki, I., Ozawa, T., Yoshida, M., Katsura, T., Iwasaki, B.,
Kamada, M. and Hirayama, M. (1966) Differntiation of
magmatic emanation. Bull. Tokyo Inst. Tech., 74, 1-57.
野口喜三雄・上野精一・一国雅巳・後藤達夫（1961）岩
手火山山頂の噴気の化学成分．火山，5，163-168.
気象庁（1970）岩手山．火山機動観測報告，6，29-51.
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武）

第6部 岩手山噴火危機の体験
1. 行政・防災関係者
ふるさと

から敬意と感謝を申し上げたいと思います。

故郷の山
桑島

博（前盛岡市長）

火山に限らず、災害は多種多様であり、防災対策
もハード面とソフト面がありますが、身を守る基本
は「安全な場所に避難すること」だと確信しており

故郷の山として、盛岡はもとより岩手の人なら誰
しもが敬愛してやまない秀峰

岩手山

ます。

は、1998

今後、産、学、官、そして住民がスクラムを組み、

年 2 月から実に約 260 年ぶりに火山活動を活発化さ

長期的な視点に立って安心・安全なまちづくりが進

せました。

められ、故郷の山であり火山である岩手山との共生

春夏秋冬の四季の移ろいと共に趣のある雄姿を現

が図られることを心から念願しているものであります。

し、私達を楽しませてくれる岩手山が、火山性地震
の多発や噴気の上昇などの活火山としての兆候を見
せはじめ、近年では経験したことがない容易に沈静
化することのない火山情報を数多く見聞するにつけ、
本当に噴火するのではないかと心配した時期もあり
ました。
2,000m 級の山が噴火した場合の影響は、測り知
れないものがありますが、この土地に暮らす者とし
て火山との共生は避けて通ることのできない問題で
あることを改めて痛感しました。
1998 年 10 月に岩手山の東側を含む「岩手山火山
防災マップ」が作成されたときには、融雪型火山泥
流によって盛岡市の北西部（月が丘二丁目、月が丘
三丁目、西青山二丁目、西青山三丁目、中堤町、長
橋町、大館町、稲荷町、平賀新田及び上厨川の一部）
の地域まで泥流が到達することが明らかになり、盛
岡市自体が直接的な影響を受けることから、人命を
最優先にした緊急マニュアルを作成して万が一に備
えました。
岩手県をはじめ、岩手山周辺の雫石町、西根町、
滝沢村、玉山村及び松尾村と連携を図りながら、全
国的にも例のない噴火前の火山防災対策がスタート
しましたが、手探り状態の中で、岩手大学の斎藤徳
美教授を筆頭として、地熱エンジニアリング㈱の土
井宣夫氏（現岩手県総合防災室火山対策指導顧問）
など、多くの方々の献身的な御努力によって岩手山
の火山防災対策が「岩手方式」といわれるまでに素
晴らしい対策に練り上げられたことは、私達関係者
にとって、何よりも心強いことであり、誇れること
と思います。
幸いなことに、西側での水蒸気爆発の可能性が低
くなり、更に火山活動も全体として低下傾向が継続し、
2004 年 7 月から入山規制が解禁されたことは、関係
した者の一人として誠に喜ばしい限りであります。
改めて、解禁に向けて汗を流された関係各位に心
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岩手山火山活動と火山防災
工藤

勝治（西根町長）

西根に生まれ、西根に育ち、西根に住んでいる人
ならば誰でも、岩手山に目を奪われます、この山に
見守られながら、我が郷土西根町は発展を遂げてき
ました。
しかし、一方で岩手山は過去 12 回も噴火を繰り返
してきた活火山であり、噴火により大災害を引き起こ
す可能性があることもあらためて認識させられました。
1998 年 6 月 24 日に発表された「臨時火山情報第
2 号」を受け、翌 25 日には「西根町岩手山火山災
害警戒本部」を設置し、有事の際の対応について再
確認と対応策の検討を行うとともに、関係市町村と
の協議を経て、苦渋の選択により岩手山への入山を
禁止いたしました。
この入山禁止措置は、登山客のみならず風評被害
などにより周辺の観光施設への影響が非常に大きく、
地域経済が深刻な状況におちいることは明らかであ
りましたが、住民や観光客の安全を第一に考え決断
したものでありました。
入山禁止措置を実施後、当町を主会場として防災
訓練 2 回とシンポジウム 2 回を開催し、岩手県及び
岩手山周辺各市町村と防災関係機関が一体となって
相互の協力体制を整備し、また、訓練を通じて住民
の防災意識が以前と比べものにならないほど高まっ
てまいりました。
このような防災体制が確立されるなか、活動が切
迫していない岩手山東側については、緊急通報装置
を整備したうえで、2001 年から期限付きでの一部
規制の緩和が実施され、2004 年 7 月からは、西側
への注意看板等を設置したうえで全ての登山口から
入山できることとなりました。
このことは岩手山を愛する町民の一人として大変
喜ばしく思う反面、今後、いつ噴火活動が活発化す
るか予想のつかない火山との共生について引き続き
警戒を怠らずに、町民一丸となって危機管理体制の
確立を図って参りたいと思います。
終わりに岩手県及び岩手山周辺各市町村と防災関
係機関並びにご協力いただきました関係各位の皆様
に改めて御礼申し上げるとともに、今後におきまし
てもご指導ご協力を賜りますよう併せてお願い申し
上げます。
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ものを結成したいとの提案が出された。時期も時期

岩手山噴火危機を経験して
川口

善彌（前雫石町長）

でさまざま心配な面も感じられたが、他に先駆けて、
町職員を始め地元の有志等によって組繊された特別

1 日 285 回もの火山性地震が発生し、当時、あま

調査隊に、地域の事は地域で守っていくと言う強い

り聞き慣れない臨時火山情報第 1 号と言ったものが

意思が感じられ、認めることとし、隊員として委嘱

発表されたのは、確か 1998 年 4 月 29 日だったと記

することとした。何せ、今にも噴火しそうだと言っ

憶している。にわかに岩手山の周辺市町村は騒々し

た中での要請でもあったため、その取扱いなどにつ

くなり、私も町長として初めての経験であったが、

いては充分配意したつもりだったが、各般からさま

今後の対応や対策のことなどすぐに脳裏を駆け巡っ

ざま誹謗等されたことも聞いている。いずれ、その

た事が、つい最近のこととして蘇る。1998 年 4 月

活躍については周知のとおりで、今更私が言うまで

30 日には、直ちに「岩手山火山性活動警戒対策本部」

もなく、町のため良くやっていただいたと賞賛する

を立ち上げ、町として今後の臨機対応に向けた防災

ものである。

体制に着手した。その後、国県などで組織する「岩

また、噴火防災訓練も 2 回実施した。県下 3,000

手山火山災害対策検討委員会」や、「岩手山関係 6

人規模での大訓練であった。国や県、自衛隊、警察、

市町村長会議」などが次々に組織し開催され、各関

消防、関係市町村などといった、30 近い関係機関

係機関による今後の防災対策などについて、幾度と

が参加した、今まで経験したこともない規模での訓

なく協議検討したものだ。いずれ、かつて経験した

練であり、私も噴火災害対策本部長と言う役割の中

ことのない災害に対しての対応に追われた。

で、本番さながらの指揮、命令等を行うなど緊迫し
た時間を過ごしたことが思い出される。

私も町長という立場の中で、如何にして岩手山火

その他にも、さまざまな対策を進めて来た訳だが、

山噴火災害から町を守って行くか、今後の対策を講
ずる必要性を強く感じていたので、さまざまな取り

一番気がかりだったのは、やはり我が町は、観光の町

組みに対しては、関係する担当の意見を聞きながら

でもあると言う事だった。火山噴火災害が取り沙汰さ

可能な限り意を用いて来たつもりである。

れている中で、徐々に風評被害が浮き彫りになって来

そうした折り、1998 年 9 月 3 日、雫石町では初め

た。しかしながら、経済不況との絡みの中で観光産業

ての震度 6 弱と言う、未曾有の活断層地震が発生した。

を守りながら、防災も優先して行くということは、ま

「岩手県内陸北部の地震」である。これは、今にも岩

さに諸刃の剣とも言わざるを得ない状況での選択とな

手山が噴火しそうだと騒いでいる最中に発生したも

り、そうした苦しい立場の中で、非常に厳しい行政判

のだから、誰もが、
「岩手山が噴火した！」と勘違い

断も下して行かなければならない事は、結構辛いもの

した。それは岩手高原ペンション村や西根集落、そ

があったなと、今更ながら振り返る事が出来る。
こうした中、2001 年 7 月 1 日から一部ではあった

して葛根田川上流部に甚大な被害をもたらした。
ところで町の防災対策についてであるが、当町は、

が、東側の入山規制が緩和された事は、町にとって

火山対策については全く経験もなく、その対策すら

一筋の光明であり、関係者の努力と労苦の結実だと

どうして良いものか分からなかったため、まず火山

感謝した。また、西側については、私自身も実際に

防災では先進である北海道・十勝岳山麓に位置する

登ってみて、早くこちら側も解除され全コースから

上富良野町と美瑛町に、その範を求めた。私を始め

登山が出来れば良いなと願っていたので、この度の

として、町の防災関係者等で視察を行った。行った

全山規制緩和は喜びに堪えないものがある。

先々では、さまざまな防災施設や監視体制づくり、

このように、僅か数年の間に、さまざま大自然か

避難訓練の方法等について説明を受けたが、町とし

ら試練を与えられた様な気がしている。いずれ、我々

てやらなければならない多くの示唆を得、町として

が為すべき事は、自然に逆らう事ではなくて、如何

の早急な防災体制や設備等の整備の必要性を痛切に

にして被害を最小限に止める事ではないのかなと思っ

感じて来たものである。

て来た。そして、そのための対策を講じて来たつも

次に、当時、総務課防災担当から地元の山を監視

りである。首長としてどうするべきか、いろいろ勉

していく「雫石町岩手山火山活動特別調査隊」なる

強させられた貴重な時期であったなと思っている。
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岩手山噴火危機対応を振り返って
柳村

純一（滝沢村長）

今、国内外で発生している災害を見るにつけ、岩
手山火山が噴火しなかったこと、被害の発生がなく
今日を迎えていることに、安堵の気持ちを抱かざる
を得ません。
岩手山火山の危機を経験し、多くの村民は同様の
気持ちを抱いているものと思います。
自然の脅威は予知不可能な面が多い中、この岩手
山火山に関しましては、国や県などの多くの関係者
が一体となり、いち早くマップを整備・作成し、観
測機器の設置、連携・連絡網の整備等を検討し、充
実してきたことに関して、改めて感謝申し上げます。
滝沢村では、多くの住民説明会や各種防災訓練を
実施し、岩手山火山の被害想定・予測と速やかな避
難を呼びかけてまいりました。私自身、こういった
訓練を空振りや避難生活の長期化などに臆すること
なく、速やかな避難勧告や指示を即決し、躊躇なく
発動する覚悟で取り組んでまいりました。
最終判断をする立場にある私にとって必要なのは、
被害を最小限にくい止めるための正確な情報を速や
かに得て、速やかに決断することであると思います。
また、私が不在であったり、又は連絡が取れない状
態であっても、情報伝達をし、即決できる体制作り
が必要なのだと考えております。
危機意識のピークであります 1998 〜 1999 年から
早くも 5 年が経過しましたが、村民及び村職員、私
自身も数多くの教訓を得たものと思います。
火山に対する危機意識は年々低下していくものの、
その後に発生している地震や台風、水害に対する防
災意識の高揚は、これら今までの経験があってこそ
のものだと感じております。
岩手山という火山は、いつか再び活動を始めるで
しょう。そのときのために今しなければならないこ
とは、次のステップを構築し、地域の自主防災のよ
り一層の充実を図らなければならないと考えており
ます。
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岩手山との共生
工藤

久徳（玉山村長）

1998 年 4 月に発表された「臨時火山情報」。今ま
では「有珠山」とか「雲仙普賢岳」のように身近に
感じられなかった山の噴火活動、それも親しく思っ
ている岩手山が急になぜという思いが強く感じられ
たものでした。村としても当然のことながら住民の
安全確保に努めなければなりませんが、当時の災害
対策は、火災や風水害などに対するものだったため、
岩手山の火山噴火を想定したものはなく、岩手県か
らの情報と指導助言により対応を検討しました。ま
た、緊急な対応だったため専任担当の職員を配置で
きず、兼務体制の中で岩手山火山対策の取り組みが
始まりました。
まずは役場内の組織体制を確認し、「岩手山火山
対策本部」を設置しました。会議の中ではどういう
被害が想定されるのか、火山泥流とはどういった現
象か、被害想定される地区は、避難場所は、などな
どいろいろな問題が出されたものでした。しかし県
の会議を通じて勉強させてもらい、岩手山が噴火し
た際の被害想定について住民に説明会をすることが
できましたが、避難対策などはまだまだ完璧とはい
きませんでした。特にも被害想定地域に老人ホーム
や特別養護老人ホームあるいは精神病院もあり、い
かにしてこれらの施設との連絡・連携を図り、対処
していくか十分な検討が必要でした。
そうした多くの問題を抱えながらも 2001 年 2 月
に冬季岩手山噴火対策防災訓練を実施しました。そ
の訓練には多くの住民参加と、岩手県をはじめ広域
消防署員や警察、自衛隊、関係団体等多数のご協力
をいただきました。消防団が参加した倒壊建物から
の救助訓練では、被害者として人形ではなく中学生
が参加し、救助する際に自分たちの安全を確保しつ
つ救助者にケガをさせないなど、実践さながらの訓
練や一生懸命な避難行動に参観者も改めて防災の重
要性を認識したように見受けられました。
また、ボランティアとしておにぎりの炊き出しや
給水作業への手伝いなど多数の方々が率先して参加
され、本当にありがたく感謝しております。
今後も自助、互助及び公助の対応が一体となって
火山災害対策に取り組めるよう、村としても鋭意努
力して参りたいと思っております。
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対する思いが、関係部課から外へうまく伝わってい

岩手山の火山対策に取り組んで
武居

丈二（元岩手県総務部長）

たかという反省もありました。当時入山規制の直接
の責任者である岩手山周辺町村長の意識にも微妙な

現在災害対応に直結する職場（総務省消防庁救急

温度差があり、腹を割った話合いが幾度となく持た

救助課）にいますが、
「岩手山火山防災ガイドライン」

れました。周りには、熱心な応援団、切実な思いを

の策定から入山規制の継続、そして緩和に向けて舵

訴える方々、中には無責任な発言をする人もおりま

取りをする重要な時期に、県の災害警戒本部長とし

した。だからこそ、入山規制の緩和に向けての諸準

て担当した職務は、今でも感慨深く覚えています。

備は、県が率先垂範し、着実に責務を果たしていか

災害は忘れた頃にやってくるといわれます。2005

なくてはならないと肝に銘じました。若い担当者も

年は阪神・淡路大震災から 10 年。その間、岩手山

含め関係職員はよくがんばってくれました。県の防

の火山活動のほか、有珠山や三宅島の噴火もありま

災ヘリ「ひめかみ」も大いに活躍しました。当時の

した。昨年は、新潟県中越地震をはじめ、集中豪雨、

取り組みは、色あせることなく、むしろ今だからこ

台風被害等が各地で発生しました。国土を鳥瞰し、

そ輝いて見えることがいくつもあります。

過去を振り返るとき、いつの時代にも必ずどこかで

その一つとして、ぜひ触れたいのは、座長の斎藤

災害が発生しています。災害はいつか必ず起こるの

先生をはじめ、浜口東北大教授、平林東工大教授、

だと心に刻み、備えることが強く求められます。

青木東北大名誉教授、土井地熱エンジニアリング技

多くの関係者のご協力により策定されたガイドラ

師長、野口・酒井両盛岡気象台長等による「岩手山

インでは、①実務的な対策は国・県・市町村が連帯

の火山活動に関する検討会」です。委員の方々には

して責任を負う、②地域の安全は、行政機関・防災

言葉では言い表せないほど献身的なご指導をいただ

関連機関・学識者・住民が連携して、それぞれの役

きました。岩手県が、火山と向き合い、県として自

割を遂行することにより初めて守られることが明記

信を持って判断を下すためには、専門サイドからの

されました。「連帯」と「連携」は画期的なことで

助言は不可欠です。そして、この助言が、強い信頼

した。しかし、その後の各々の取り組みを考えると

関係に裏打ちされ、いざとなったら自分たちも一緒

き、県が、リーダー的な役割を担い、信頼ある取り

に責任をとろうというほどの熱意から行われるもの

組みをしていけるか否かが鍵を握ると考えていました。

であるならば、それは本当に心強いものです。まさ
にそのような気持ちで結ばれておりました。

火山対策は、市町村の区域を大きく越え、また専
門的見地からの情報も併せて判断する必要があり、

このような関係があればこそ、県の施策推進や県

県の腰が引けていては、全国に誇るガイドラインも、

庁の危機管理体制の強化には力が入りました。当時

画餅に帰すとの思いを強く持っておりました。

県庁の組織機構の改革作業を行っていましたが、災

これは、私が、企画振興部長時代の 3 年間、新し

害・危機管理対応は瞬時の判断と、迅速・機動的な

い県総合計画づくりを進める過程で感じていた思い

人員や資機材、予算の投入が必要になります。災害

でもありました。計画はつくったところからがスター

時に、組織内で要求側と査定側が机を挟んで議論し

ト。だからこそ、県民総参加で、ほかの誰でもない、

ている暇はありません。総務部が汗をかき、各部局
をまとめることができるように、総合防災室、危機

「私たちの地域づくり」をみんなで行っていく。

管理監等の体制を強化することとしました。

斎藤徳美岩手大学学長補佐とは、当時、計画起草

併せて努力を傾注したのは、発災を想定した初動

委員会の委員長と担当部長という間柄でした。斎藤先
生の飾り気のない率直・気さくな人柄に、私も馬が合い、

対応への備えでした。各地での総合訓練、情報連絡

思いの丈を日に夜に語り合いました。そして、その関係が、

網の整備と情報伝達訓練、抜き打ち招集訓練や管理

私の総務部への異動後も続くことになりました。

職も含めた宿日直等の 24 時間体制の充実など、いざ

総務部で火山対策に関わるようになった時期、県

災害が起こったら、どう行動するか、責任ある体制

の対応は、必ずしも十分でないところもあったよう

を築くことでした。この努力は、その後軽米町豪雨

に思います。また、すぐには解決できない課題もあ

災害時にいきることとなりましたが、「備えあれば

りました。増田寛也知事や我々関係者の危機管理に

憂いなし」は今も災害対策の要諦だと考えています。
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高度な判断を必要とすることから新たに学識経験者、

火山防災マップをふりかえって
大石

幸（元岩手県土木部長）

地質専門家及び行政担当関係者からなる「岩手山火
山災害対策検討委員会」を設置しました。また委員長

1998 年 3 月、岩手山では月間 424 回も火山性地震

は不測の事態に対応するためにも地元大学の先生が最

が多発し､ 新聞テレビのニュースでも頻繁に取り上げられ、

適任との意見から、すでにＩＮＳ「岩手山火山防災検

関係住民も高い関心を持つようになった。その後も火山

討会」の代表幹事である斎藤岩手大学副学長にお願

性地震は増加し 4 月 29日には 285 回を記録し、気象庁

いすることとなりました。さらにライフワークとして岩手山

から臨時火山情報 1 号がだされるに至った。

火山の研究をしていた土井宣夫委員（現岩手県総合
防災室顧問 : 当時、地熱エンジニアリング㈱技師長）

当時、県土木部では平成 7 年度から国の補助を受け
て「岩手山火山噴火警戒避難対策調査」を実施して

の全面的な協力を得て、ようやく7 月 22 日に「岩手山

きており平成 10 年度が最終年度で、1992 年に建設省

火山防災マップ（西側で水蒸気爆発が起きた場合）」

により作成された「火山災害予想区域図作成指針（案）
」

を公表することができました。
7 月 29 日、国への予算要望で上京し、建設省河川

の内容に沿った作業を進めていたところでした。当時を
振り返って思い起こせば、大変恥ずかしい限りですが、

局砂防部の池谷

浩部長へ岩手山の情報説明に伺っ

私の火山に対する知識は乏しく、岩手山が活火山であっ

たところ部長より開口一番「マップの作成が遅い、万一

て、土木部で調査中であることも砂防課長から説明を受

噴火して犠牲者が生じたら、土木部長にも責任あるぞ！」

けて初めて知った有様でした。

など約一時間ほど叱咤激励をいたただいたのでした。

岩手山の噴火についても、焼走り溶岩流（1732 年

池谷砂防部長は、雲仙普賢岳の噴火では現地で指

発生）など現地を見て知ってはいたものの、土木部の

揮をとった火山防災の専門家で、現場での豊富な体験

業務として対応することになるとは全く考えておりません

からの助言や指導であり万一の噴火にそなえたマップの

でした。

早期公表が肝心要であると改めて痛感した次第でした。

日ごとに岩手山の火山性地震の発生回数も多くなり、

9 月 3 日午後 4 時 58 分、盛岡駅前ホテルで会議中、

岩手山火山防災マップの作成が急務となっていました。

雫石町でマグニチュード 6.2 の地震が発生し、翌日早朝

こうしたなかで、丁度岩手大学の斎藤徳美副学長

6 時に増田寛也知事はじめ斎藤委員長、土井委員、

（当時工学部教授）が会長となって活動していた岩手ネッ

県総務部長と私の 5 人で県の防災ヘリコプター「ひめ

トワークシステム（ＩＮＳ）では「岩手山火山防災検討会」

かみ」で空からの現地調査を行うなど緊張する場面も

を設置して勉強をしているところでした。

ありましたが、火山性の地震でないとの発表がありほっ

6 月25日、「火山活動が活発化すれば、岩手山噴火

としたものの、県道西山生保内線の玄武洞から滝ノ上

の可能性」の見出しで新聞（岩手日報）でも報道され、

温泉までは大規模な山体崩壊のため道路は壊滅的被

一気に噴火が現実味を帯びることとなりました。そして 6

害を受けたところでした。

月県議会が開かれ 29日の本会議で折居明広県議より「岩

その後も上京の際、池谷砂防部長へは情況報告に

手山の噴火について」の質問があり、再質問で「いつ

行きましたが「人命を第一に考えること、マップ作成が

頃までに防災マップが公表されるのか？」と問われ、私も

目的でなくそれからスタートだ」等々貴重なアドバイスを

予想外の再質問であったため「7 月中旬をメドに取り組

いただきました。ようやく10 月9日「岩手山火山防災マッ

んでいる」とリップサービスをしてしまいました。こうした

プ」「岩手山火山防災ハンドブック」が出来上がり岩手

答弁が、検討委員会の先生方をはじめ、ワーキンググルー

山周辺市町村へ配布することができ大きな第一ステップ

プの皆様には大変過酷な作業を強いたのではなかった

を通過することができました。今当時をふり返り、たえず

かと思い出しています。

御指導いただいた建設省の池谷砂防部長に感謝する

土木部砂防課では平成 8 年度には「岩手山火山噴

とともに、委員長を引き受けていただいた斎藤岩手大学

火警戒避難対策検討委員会」を設置してこれまで調査

副学長と貴重な研究成果を提供いただいた土井総合防

検討を進めてきたところですが、火山性地震が多発し

災室顧問に紙上をおかりし改めて厚くお礼を申し上げます。

噴火の現実味も考えられる事態となったことから、今後

ありがとうございました。

の調査検討は緊急を要し、検討内容も多岐にわたり、
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システム」を構築し、行政としての対応を速やかに

岩手山の火山災害対策に取り組んで
小野寺

決定し、防災行政無線と併せ複数の通信手段の確保

博（元岩手県総務部火山対策監）

により、住民等には、迅速かつ的確に情報を伝達で
きるようにしました。

私が岩手山の火山災害対策に取り組んだのは、

「防災意識の高揚」と「関係機関との連携強化」

1998 年 9 月 3 日に盛岡地方気象台が「岩手山付近で

も大きな課題でした。

大きな地震が発生」し、臨時火山情報第 4 号を発表
した 1 週間後に、岩手山の火山災害対策を専担体制

岩手山周辺の 6 市町村ではこれまで大きな災害が

で緊急に進めるため消防防災課内に設置された火山

無かったこともあり、地域住民の方々には、災害時

対策監を拝命したことによります。

には自分達の命は自分達で守るという意識を持つこ

その時、岩手山西側では「水蒸気爆発はいつ起き

との重要さを理解していただくことが何より大事で

てもおかしくない」という状況にあり、火山に関す

した。そのため、火山防災マップの配布後、火山の

る知識の無い私は、危機感はあったものの何から取

専門家、消防、自衛隊等の指導、協力を得て、多く

り組めばよいか皆目見当がつきませんでした。

の住民と市町村、防災関係機関等の参加により、
「火
山防災シンポジウム」と「火山噴火対策防災訓練」

火山活動が一層活発化した 6 月には、既に、県は
災害警戒本部を設置し、職員が 24 時間体制で情報

を年 2 回ずつ 3 年で 6 市町村それぞれ 1 回開催でき

収集を行うなど様々な対策を進めており、水蒸気爆

るよう計画し、実施してきました。これらの継続し

発を想定した「西側の火山防災マップ」も緊急に作

た取り組みが災害時に生かされ、人的被害を出さず、

成し、配布済みでした。また、10 月上旬には「東

被害の軽減にも繋がるものと考えます。

側のマグマ噴火を想定した火山防災マップ」と「火

一方、火山性地震が多発するなど火山活動が活発

山防災ハンドブック」を公表する予定で作成作業が

化した 5 月には、岩手大学の斎藤教授が中心となり

大詰めを迎えておりましたので、私も待ったなしで

火山の専門家、国、県、市町村、防災関係機関、報

参加することとなり、そこで火山の専門家や参加者

道機関など産・学・官が一体となって、火山活動の

の議論を拝聴し、火山災害について勉強することが

現況や各機関の火山防災への取り組みなどの情報交

でき、その後の対策を進めるうえで非常に良い経験

換の場を立ち上げられ、毎月、定期的に開催してい

をさせていただいたと思っています。

ることに敬服いたしました。私も 9 月から参加させ

私共が新体制で早急に取り組んだことの一つは、

ていただき、多くの方々から様々な情報や対応策等

「正確な情報の収集、伝達」と「通信手段の確保」で

の助言、叱咤激励をいただくなど、人と人の繋がり

した。岩手大学の斎藤徳美教授をはじめ火山の専門家

の大切さを痛感し、以来、私は、業務の遂行に当たっ

の御協力をいただき、岩手山の火山活動状況を適時、

ては face-to-face を心掛けてやってきました。

適切に把握するとともに、火山活動に関する助言を得

2004 年 7 月からは全ての登山口の入山規制が解

て、行政として火山災害に的確に対応するために「岩

禁されるまでに火山活動が沈静化したことは喜ばし

手山の火山活動に関する検討会」を設置し、定期的に

い限りですが、いつかは活発化が考えられます。そ

開催しました。また、噴気など異常現象の発生の情報

のため、岩手山の火山防災を目指し緊急に策定した

があった時には、緊急に防災ヘリで観測、調査をお願

「火山防災ガイドライン」の各々の対策は、火山活

いしました。さらに、盛岡地方気象台、東北大学、岩

動が静穏なうちに、国、県、市町村、防災関係機関

手大学と県に「テレビ会議システム」を構築し、火山

等は、その具体的な対策の一つひとつを随時見直す

活動に急激な変化があった時には、データの分析や学

とともに、火山の専門家と連携を図り、今後の火山

術的な助言など迅速に情報を収集でき、的確に対処す

防災対策に万全を期されるよう願っております。

ることができました。これらの概要や情報は、記者発

いま振り返れば、緊張が続く毎日でしたが、県民

表の場で委員から解かり易く説明いただき、報道機

の安全の確保のため、皆様からの暖かい御支援、御

関の協力もあって住民等には迅速に正確な情報を提

指導、御協力に支えられ、初めての火山災害対策に

供できたと思っています。県と市町村間には、知事

自分なりに精一杯取り組むことができましたことに

と 6 市町村長が同時に直ちに連絡できる「電話会議

心から感謝と御礼を申し上げます。
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ついては当初市町村の担当者と打合せをしていたと

火山防災について
山本

博（元岩手県総務部火山対策監）

きはこの発想はなく、途中から追加して整備するこ
とになったのです。7 月の緩和を目前にして設備の

防災業務から離れてもう 3 年近く経ち、当時の記

変更は、バッテリーの容量の問題など大変なことで

憶もあやふやになりかけておりますが、火山対策を

したが、当時の斎藤徳美教授（現副学長）のお取り

担当した 2 年間の思い出と、当時考えていたことを

計らいで何とか期日に間に合わすことが出来ました。

自分なりに述べさせていただきます。ただし、現在

機械のことは市町村担当者も私らもほとんどわから

の火山対策には全く不案内ですので現状とかけ離れ

ずに右往左往してやっていましたが、今考えればよ

たことになるかもしれませんが、当時火山対策を担

くやれたものだなと思います。
他にも、悪天候の中での観測機器のメンテナンス

当した者の減災への正直な想いということでご容赦

や浜口博之東北大学教授が山で怪我をされヘリで下

願いたいと存じます。
思い出の第一は、火山対策の 1 年目のことです。

山したこと、西側の緩和に向けた取組みなど思い出

2000 年 3 月 30 日、4 月の異動に向けて仕事の後始

は尽きないのですが、紙面が限られていますからこ

末やら引き継ぎ書の取りまとめやらで忙しくしてい

のくらいにして、今後の火山対策のあり方について

た頃、テレビで有珠山の噴火のニュースが流れてき

自分なりの考えを述べたいと思います。

ました。防災の仕事をしたこともなく、ましてや火

今次の活動が噴火に至らなかったとしても、将来

山など考えも及ばなかった私に、一方的に火山が襲

は火山の特性上必ず噴火するものです。このため行

い掛かってきたようなものでした。有珠山と岩手山

政機関等としてはその日のために備えを忘れないよ

が二重写しになって、じっとしていられない状態に

うにするとともに、これまで投下してきた費用・労

なっていたことを覚えています。そして 2 日後私は

力を無駄にすることなく、将来に活かしていく必要

総合防災室（当時は消防防災課）に赴任したのです

があります。これまでに行ってきた火山対策は防災

が、そこでは岩手山の対策もそこそこに、有珠山へ

上の貴重なノウハウであり、地域の財産といえます

の対応に追われることになりました。岩手山の火山

ので、こうしたノウハウや対策を支えてきた仕組み

担当なのに岩手山のこともほとんど分からずに、遠

を後世に残していく努力を惜しんではならないと思

い有珠山について職員を派遣して実情を把握するこ

います。「岩手山火山防災ガイドライン」の基本理

とになりました。このように、予備知識も何もなく

念をベースにして、県市町村等行政機関・学識者・

否応なしに目の前の課題に取組まなくてはならない

報道機関等防災関係機関・住民と密接な連携をして

状況は自分にとっては不本意なことでした。防災の

｢岩手方式｣ として取組んできたことや、噴火予知連、

ことも火山のことも分からないままに、分かったよ

普賢岳・有珠山の学識者などとのネットワークづく

うな顔をして仕事をしなければならない自分を情け

りは、岩手の誇りでもあると思います。

なく思うことも度々でした。こうしてスタートのと

これまでの火山対策は各機関等の連携のもとに行

きから、まさに走りながら考え、判断していくよう

われてきたわけですが、これらを接着し鼓舞しここ

な日々を過ごしました。

までこれたのは斎藤先生・土井宣夫先生・浜口先生

有珠山の噴火被害に遭われた方々には申し訳ない

や各機関の担当者の情熱と涙ぐましい献身的な努力

ことでありますが、有珠山での避難の仕方、住民の

に負うところが大きく、また幸運であったと思いま

避難所での生活ぶり、また国・道・市町村の災害対

す。しかし次の噴火のときはまた再びこうした幸運

策本部運営の仕方等を目の当たりに見たことは、岩

に恵まれるとは限りません。簡単なことではありま

手山の火山対策、特にも防災計画の火山対策編を策

せんが、どのような事態にあっても減災のための最

定する際に大いに役立ちました。まさに百聞は一見

低限のことができるような仕組みづくりを社会的に・

にしかずとの諺のとおりです。

制度的に・組織的に整備していくことが必要だと考
えます。

第二は、翌 2001 年 7 月の入山規制一部緩和のこと
です。入山規制緩和を行う際の安全対策で中核にな
る設備にサイレンと赤色灯がありますが、赤色灯に
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を導入した。現地で測定された温度データは、衛星に

私の火山対策
高橋

明朗（元岩手県消防防災課火山対策主査）

送り、茨城県のつくばで受信後、県に送信され、県か
ら関係機関にメールで送信するものであった。地温計
は、空気積層電池などを電源に稼動するものであった。

私の火山対策の始まりは、1998 年 9 月 3 日の岩手
県内陸北部地震からである。当時、東京事務所勤務

この電池は、南極など極寒の地で利用する電池である

であり、この地震を直接体験したわけではない。こ

が、見ることも体験したこともないものを導入した。

の地震が起きたことは、事務所で夕方のニュースで

これらの新鋭機器の搬入をサポートしてくれたの

聞き、驚いた。また、知事が上京中であり、この日

が、岩手県が導入した防災ヘリコプター「ひめかみ」

は、東京滞在予定であった。急遽、最終の盛岡行き

であった。「ひめかみ」は、岩手山の対策には欠か

新幹線に間に合うよう、職員が連絡を取りあった。

せないものであり、監視観測や機器の搬送とメンテ

もちろん、新幹線に乗ることができない場合を想定

ナンス、負傷者の救助などで活躍した。特に、「ひ

して、公用車の対応などを様々な検討したことは忘

めかみ」は馬力があり、重い荷物も一気に運ぶこと

れられない。

ができた。また、パイロットや整備士、隊員たちに、
機器の運搬などに関するノウハウがあり、積極的に

そして、私に 9 月 7 日に 9 月 10 日付け異動内示

対応していただいたことに感謝している。

があり、着任期間なしで赴任するよう指示があった
のである。この内示で、来年 3 月まで東京勤務の予

任期中に、2000 年 3 月 31 日に噴火した有珠山に行っ

定であった私の計画はもろくも崩れ、家族を東京に

た。一度目は噴火直後の混乱した時期で、北海道庁

残し、消防防災課に赴任することになった。初めて

への義援金を持参した。保坂貢一次長、高松秀一主

の防災業務であり、何から手をつければ良いのかわ

任と 3 人で防災服、半長靴で、電車やバスもないと

からず、着任したその日から、必要な予算の確保や

ころを徒歩で視察した。一応は、落ち着いたところ

太田一也九州大学名誉教授の火山対策アドバイザー

もあるが、災害担当者は忙しく、住民の目は厳しく、

就任の案件など、課内の寝泊りは普通であった。

痛く感じた。先陣を切り視察するが、この時期に現
地入りすることは避けたいと思った。

予算要求は、当初予算はもちろんのこと、補正予
算の都度、財政課に「もういいだろう」と言われな

そして、二度目は、「岩手山の火山活動に関する

がらも要求した。その中で、火山対策の関係機器で

検討会」の先生方と視察した。今度は、事前に準備

は最新鋭のものを導入することができた。例えば、

し、道庁や北海道大学などと調整を行い実施できた。

通常の携帯電話とイリジウムという衛星を利用した

噴火口周辺や温泉街などの被害が大きいところを視

衛星電話が一体化された携帯電話を 1999 年 1 月導

察することができた。確かに直接災害を受けなかっ

入した。岩手山周辺には、携帯電話が通じない所が

たところは、普通の生活に戻っていた。噴火口周辺

あり、携帯できる衛星電話は便利であった。また、

の現状は、火山灰や噴石などおびただしく、隆起で

大学等 4 機関を結ぶテレビ会議システム（同年 1 月）

住宅や道路などがズタズタであった。噴火前とは違っ

や関係 6 市町村を結ぶ電話会議システム（同年 7 月）

た景色と火山の活動を目の当たりにして、これほど

なども導入できた。

火山災害が恐ろしいと思ったことはない。

それだけではない。地震計や地温計など、今まで

終わりに、当時の岩手県の火山対策は先進県では

国や大学の機関に観測をお願いし、情報提供をいた

なかったと思う。噴火前にこのような災害対応がで

だいてきた分野にも岩手県として着手した。地震計

きたことは、非常にラッキーだったかも知れない。

は、気象庁方式と東北大学の方法が異なり、指名競

しかし、県内には、噴火の歴史や災害対策を検討し

争入札で決定した。結局、東北大学の方法に決定し、

ていない火山も残されている。長期化する火山対策は、

岩手山西側に 2 基を設置することになった。設置に

様々な面で担当者や住民に、負担となる可能性が非

あたり、浜口博之東北大学教授自ら地震計を設置す

常に高いことから、事前準備が必要と思う。また、国・

るなど、関係者の皆様に助けていただいた。

市町村・関係団体、特にＩＮＳ「岩手山火山防災検
討会」のメンバーの方々には、公私共に御協力をい

地温計は、平林順一東京工業大学教授から助言を

ただき、対策が進められたことに感謝したい。

いただき、NEC 航空宇宙システムが開発したもの
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長と二人で電話番しましたが、滝ノ上温泉に救出の

雫石地震を振り返って
小野寺

健（元岩手県防災航空センター所長）

ための緊急離着陸場の予定地に電力線があり、雫石
町役場からは、支障であれば切断していいと連絡が

防災航空センターに勤務した際は、消防関係者を

あれば、県からは、切れば今後の業務に支障がある

始め市町村の方々など皆様方のご支援をいただきま

と言われ、切る切らないで情報が二転三転し、最終

したことに対しまして深く感謝申し上げます。

的には切れないことになりました。

防災航空センターでは、最初のころは、県北方面

4 日の早朝から活動を再開しましたが、滝ノ上温

への飛行の際に岩手山の上空からの写真撮影等の偵

泉に薬を届けるため、2 名の隊員がリぺ降下したと

察活動を行っておりましたが、写真を時系列に比較

ころ残留者がパニック寸前の状況で早期救助すべき

しますと時間の経過とともに熊笹の枯れ死の範囲が

との報告があり、県と協議したが、被害状況の把握

拡大しており、そのころから、盛岡地方気象台や斎

のための偵察飛行と人命の救助のどちらを優先する

藤徳美先生など関係者の上空偵察のための飛行を行

かで県と隊員の間で板ばさみになり困った状況が発

なうことが多くなってまいりました。

生しましたが、最終的には、被害状況の把握のため

その後、観測を強化するために盛岡地方気象台、

の偵察飛行を優先して実施しました。

東北大学観測センターなどから観測機器の搬送依頼

伊藤順一副隊長（花巻消防本部派遣）から滝ノ上温

がありそれぞれ希望の場所近くに飛行場外着陸場の

泉の駐車場の車を整理したので、着陸は可能との報告

許可を運輸省（現国土交通省）仙台航空事務所から

があり、救助活動をしようとしましたが、県から被害

その都度得て対応しましたが、度々のことで網張温

状況の把握のため待機を指示され、太田橋グランドで

泉と岩手山の八合目だったと思いますが継続的に許

駐機し、この間救助活動をしたいと県に何度指示を求

可をいただくことが出来ました。この時、困ったこ

めても、打ち合わせ中の返事で適切な指示がなく、隊

とは、依頼された機材搬送が、朝から待機しても天

員から相当厳しい意見があり、困った記憶があります。

候不順で度々延期したことで皆さんにご迷惑をお掛

滝ノ上温泉の隊員の誘導で自衛隊ヘリによる救助

けしたことです。また、記憶が曖昧ですが、いろん

活動が開始された後に、県から救助活動に従事する

な所から人員搬送や機材搬送の依頼がありましたが、

よう指示され、残留者を除いて午前中で救助活動を

県行政に関係するものに限り協力しました。

終了し、花巻空港に戻り、午後から偵察活動をしよ

そうこうしておりますうちに、1998 年 9 月 3 日の

うとしましたが、防災ヘリが故障し活動できなくな

防災航空センターで翌日の業務に備えてのブリーフィ

り、部品が届くまでの 2 日間ぐらいだったと思いま

ング中に地震があり、高橋利光隊長（盛岡消防本部

すが、運航を中止したことが非常に残念でした。

派遣）からヘリを出せの号令がかかり隊員は格納庫

この間、3 日には青森県防災ヘリコプター「しら

へ走りました、その後テレビのニュースで震源地は

かみ」の岩手山周辺の上空偵察活動、また、4 日早

岩手県内陸、震度 6 弱の表示で緊張しました。出動

朝から東京消防庁ヘリコプター「つばめ」の上空偵

する準備を整え、消防防災課（以下「県」という）

察活動や滝ノ上温泉からの救助活動など、応援出動

へ出動の了承を得るため連絡しようとしたところ県

があり、大変心強く感じました。
振り返って見ますと、このように活動が比較的ス

から指示があり偵察飛行に出動しました。
その際、警察航空隊（菊池隊長）と調整して偵察

ムーズに出来たのも、各消防本部との連携訓練を実

範囲を分担して効率よく調査ができました。その日

施していたほか、防災航空隊の発足当時に各消防本

は夕方であったので 1 回だけの偵察飛行で終わり、

部の協力を得て緊急時の場外離着陸場等を調査して

状況としては雫石町の葛根田地区の被害が相当ひど

防災航空マップを作成していたことが大変役だち、

いことが判りました。

滝ノ上温泉からの救出でも、屋内温水プールの場外

公休中の隊員を召集し翌日の活動について県と協

離着陸場の設置や、また、航空燃料の供給について

議しているうちに、滝ノ上温泉に宿泊者などが取り

も、宮沢商店（航空機燃料供給業者）と協定を結ん

残されており、朝 1 番にインシュリンを届けること

でいたことによりスムーズに活動が可能となったも

にし、隊員には休憩室、会議室等で仮眠をさせ、隊

のであり、事前の備えが重要だと実感しました。
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岩手山の火山防災対策を経験して

ずいつも時間内に終わることはなく時間延長したよ

小原

うに思う。こうして作成されたガイドラインを基本

千里（前雫石町総務課長補佐）

にして、後程町の「岩手山火山防災対応マニュアル」
1998 年 4 月 29 日、岩手山火山防災体制の全ては、

を作成したが、内容的に不備な点が多々あり、実際
これで本当に動けるものだろうかと、北海道有珠山

この日から始まった。

の噴火対応視察を経験して感じたものだ。

身近な山として毎日眺め、今まで穏やかに共存し

1999 年 6 月 11 日に「岩手山火山活動特別調査隊」

ていたと思っていたところ、岩手山の地下深くで 1
日に 285 回もの火山性地震が頻発した。かつて経験

が発足。「山」の変化を観察し調査することの必要

したことも聞いたこともない「火山性地震」と言う

性を感じて、提案し認められた。活動を始めた当初

ものがいきなり発生したことから、たちまち「岩手

は、さまざま批判や中傷などもあったが、継続して

山が噴火するかもしれない！」と言った憶測が巷に

いく中で評価が変わり、徐々にその実績が認められ

流れた。そのため、近年にない大事件となり、岩手

評価された。いろいろと苦労もあったが、岩手山の

山周辺の市町村や各防災機関などは騒然となった。

表情が誰よりも良く知ることが出来たものと自負す

翌日の 4 月 30 日には、雫石町ではいち早く「雫

ることが出来る。2001 年 2 月に「防災まちづくり

石町岩手山火山性活動警戒対策本部」を立上げ、以

大賞」で「消防科学総合センター理事長賞」を受賞。

後の防災対策にあたった。

2004 年 3 月 31 日をもって解散する。

当時観光係長だった私は、観光資源としての「山」
、

「岩手山火山災害対策図」の作成も苦労した事の

いわゆる岩手山登山関係を担当業務として受け持っ

一つである。再三にわたり斎藤教授から助言を得て、

ていた。そのため、何回か山の調査を依頼されてい

2001 年 2 月に作成し 3 月に全戸配布した。1/25,000

た。また、1998 年当時登山口に閉鎖する旨の看板を

の図面を使用するため大きくなることは分かってい

建てたのも担当の時である。そのような事があって

たが、さまざまな情報を盛り込み住民が火山対策以

かどうかは分からないが、奇しくも 1 年後の 1999

外にも日常で使いながら、常時手にし見たりして、

年 4 月に総務課の防災担当になった。そして、その

地域の状況を理解してもらえること等を期待して作

当時の経験が火山噴火対策の一環として「岩手山火

成したつもりである。その成果はどうだったか？緊

山活動特別調査隊」を結成する契機にもなっている。

急雇用対策事業を利用しようとしたが、雇用内容等

さて、火山噴火対策と言っても、かつてそのよう

に問題があると某新聞にたたかれ、先行した分雫石

な経験もなくデータなどほとんどないような状況下

町だけが補助摘要をされず、やむなく町単独事業と

での岩手山火山防災は、果たして何をして行けば良

して作成したものである。残念な思いが残っている。

いのか？皆目検討もつかなかったと言うのが実状で

県下 3,000 人もの参加を得て行われた「噴火対策

あった。それでも、ひっきりなしに開催されるさま

防災訓練」は、4 年間の担当の中で 2000 年 2 月 20 日

ざまな会議や研修などに出席しているうち、朧げな

と 2001 年 11 月 18 日に、2 回実施した。実体験もなく、

がらも輪郭が見え始まった。また、1998 年 9 月 3 日、

疑似体験的訓練と言うような仮想された状況の中で

火山防災で騒いでいる時期に発生した震度 6 弱の

の訓練は、何をどのような形で進めていけば良いのか、

「岩手県内陸北部」地震対応の中で、我が町の防災

その準備等に苦戦した。誰が主体なのか、誰のため

体制と言うものが、ある程度形作られていたのかも

にやらなければならないか、分からなくなる時もあっ

しれない。雫石町と言えば、よく「岩手山火山活動

た。住民への説明が不安だった。訓練そのものよりも、

特別調査隊」が引き合いにされるが、それ以外にも

岩手山の現状やその対策がどうなっているのかに、

さまざまな防災対策に取り組んだ。その中の一端を

質問が集中した。何も起きていない時に、無駄と思

振り返ってみた。

えることをやることの必要性を説いても、なかなか
理解されず空しく感じたものだ。しかし、多くの防

いきなり始まった火山対策、私にとってその先が
けが「緊急対策ガイドライン」の作成だった様に記憶

災機関との連携関係が出来、以降の対応に役に立った。

している。岩手工事事務所で開催される会議は、ああ

規制すると同時に解除を望まれた、7 箇所の登山

でもないこうでもないと意見が出てなかなか決まら

道。風評被害との絡みの中で、観光関係者等から要
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望が出され、平成 11 年度から緩和対策が鋭意進め

月 21 日の第 9 回目から参加した。当時特別調査隊

られた。3 町村が協力して設立した「岩手山登山者

を結成し調査を開始した頃であり、訳の分からない

安全対策協議会」は、滝沢村に事務局として労をとっ

やつらが何をしているのかと思われていたかもしれ

ていただいた。2000 年の後半から音達調査などの

ないが、いきなり調査の内容について説明願いたい

さまざまな事前調査、コースの選択、通報装置の製

という FAX が斎藤教授からあった。どんな事を話

作・設置、注意看板の作製、登山者カードの整備、

せばよいのか分からなかったが、とにかく見てきた

人感スピーカーの導入、管理人の設置、周知の徹底、

事を、そのまま話す事とした。その後、調査の都度

避難誘導訓練、
「登山者安全対策マニュアル」の作成、

報告する機会を与えていただいた。そうして、発表

自然公園法や森林法など各種法律に基づく許認可の

する事により、少しずつ自信も付きより正確な情報

手続きなどを行ってきたが、いろいろと苦労した。

を提供しなければならないと言う意識が醸成された。

規制中における期間限定で 3 年ぶりに規制緩和され

言わば調査隊はＩＮＳで育てられたと言っても過言

ることとなり、2001 年 7 月 1 日から登山が可能となっ

ではない。また、多くの人との関わりができ、目に

た。多くの登山者から感謝された。

見えない連携と自らの知識の向上にもつながった。
いつしか、地震が発生すると体がビクッンと動き、

火山災害の経験も無く、その対策等に苦慮してい
る中、先進と言うか、火山災害を経験している自治

過剰反応するようになった。震度 1 〜 2 でも気になっ

体への視察は、非常に有益だった。実体験に基づく

た。発生場所は何処か？山ぞいか海端か？雫石で震

説明には説得力があり、聞いていて唸る事ばかりだっ

度 3 にでもなると、真夜中であろうが県の担当から

た。1999 年 6 月に、町長を始め防災関係者等で行っ

自宅まで電話が来た。報道対応をしろという内容だっ

た北海道十勝岳山麓の上富良野町、美瑛町。規制緩

た。どうして！とも思いつつ、しぶしぶ役場に行っ

和に係る通報装置の設置対策問題で教えを頂いた浅

た事が思い出される。震度 4 にでもなれば、発生場

間山の小諸市。2000 年 3 月 31 日に突然噴火を始め

所が何処であれマスコミから問い合わせがあり対応

た北海道有珠山を調査するため、4 月に県との合同

に迫られ、担当が役場にいないと対応が悪いと言わ

調査に同行して行った虻田町、壮瞥町の対応を肌で

れたこともある。誰も彼もが神経過敏になっていた

感じた。そして、避難民の苦渋の訴え、声なき声を

ような気がする。

実際に見聞して、中途半端な対策は出来ない事を身

このように、さまざまな経験をして来た中で、多

にしみて感じて来た。その後、6 月には町の関係職

くの防災関係者等との連携する体制が徐々に作られ

員等と共に再び調査に行き、岩手山で発生した場合

たように思っている。こうした繋がりが、きっと何

を想定し町の対応を皆で論じあった。いずれ、やる

かの時に役に立つものと信じている。降って湧いた

こと全てが岩手県内での経験がなく何処からも範を

ような火山対策に埋もれて来たが、いろんなきっか

得ることは出来なかった。知れば知る程、聞けば聞

けでさまざまな人々と出会えた事や沢山の情報等が

く程不安が募るばかりだったような気がする。

得られた事は、大きな財産になった。今後のいろい

防災対策には、消防団も一丸となって取り組んだ。

ろな場面で活かす事が出来るものと思っている。い

生命の尊重と救助優先の狭間の中での活動のあり方

ずれ、いろいろ騒ぎながら対策をした割には何事も

について考えさせられた。有事の際の連絡体制の強

起きなかったではないか？、無駄な事をしたのでな

化が重要ではないかと言った考え方から、1999 年

いかとよく言われるが、当然、起きた比ではない。

11 月には消防団独自の通信訓練を行った。噴火訓

何も起きない方が良いに決まっている。雲仙普賢岳、

練にも再三にわたって参加を願い、消防団の体制づ

北海道有珠山、そして三宅島での噴火災害等の惨状

くりを強化した。また、現状を知るという事が防災

を見ればよく分かる。防災を担当していつも感じて

対策上、重要なポイントであるという考え方から、

きた事、思って来た事は、何もない時に何をしたか

1999 年 10 月から岩大の斎藤徳美教授に何度も（6

である。が、果たして自分は何をやっただろうか？

〜 7 回）講演をお願いし、岩手山の火山活動の状況

そんな思いを胸に、毎日岩手山を眺めている。
最後に、貴重な教えやご協力をいただいた多くの

等について教えていただいた。

関係者の方々に感謝とお礼を申し上げ、感想とする。

ＩＮＳ「岩手山火山防災検討会」には、1999 年 8
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民間から山の専門家 1 名、岩手山裾野に位置する休

「岩手山火山活動特別調査隊」の結成
小原

千里（前雫石町総務課長補佐）

暇村の職員 2 名による 6 名体制で構成した。こうし
て始めた頃は、何故危険な山に入るのか？素人に何

岩手山の火山活動は、1998 年の 2 月頃から少しず

が分かるかなど、活動に対してのさまざまな中傷、

つ火山性地震が活発化し始めていたが、4 月 29 日に、

批判とも取られる見解も多々あったが、関係者等の

火山性地震が 1 日に過去最大の 285 回を数えた。そ

励ましや協力により活動を継続した。そして毎回、

して盛岡地方気象台では、臨時火山情報第 1 号を発

笹枯れや這い松の枯れ状況を確認し写真を撮り、記

表した。このことにより、これは一大事！と、この

録しながら地温の変化などのデータ等を蓄積して来

日を境に、岩手山周辺の関係市町村や各防災機関な

た。やっていく中では、調査の方法等について土井

どでは、岩手山が噴火し大災害が発生した場合を想

宣夫氏からさまざまな助言や指導も得た。そのうち、

定したさまざまな防災対策を展開することになった。

いろいろな事実が分かり情報の提供をすることによ

ところが、岩手山周辺には幾多もの計器類が据え

り徐々に評価もされて来た。2001 年 2 月には、こ

付けられ、有事の際の万全と思える監視体制は敷か

うした活動に対し、第 5 回防災まちづくり大賞で「消

れることとなったが、火山活動に関する岩手山の過

防科学総合センター理事長賞」を受賞した。

去のデーターはほとんど無く、一体どのような対策

なお、こうした活動の調査報告書は、毎回 1 ペー

に取り組んで行けば良いのか、まったく試行錯誤の

ジでも良いから必ず作成する事を自ら義務付けた。

状況でもあった。

それをしなければ、ただの山登りに終わってしまう

そうした中、雫石町では、数ある防災対策の一つ

と考えたからである。記載内容は拙いものの、毎回

として位置付け、計器類では判断できない岩手山に

毎回調査・観察して感じた、気になった現象等につ

おける自然環境の変化や山体の異常現象などを、人

いては、自分等の言葉でまとめて来た。第 1 回目は

による目視での随時観測や観察を行ないながら、少

A4 版 2 ページのものから始まったが、徐々に資料

しでも火山防災対策に役立てようと言う考え方から、

や写真などを含め 30 ページを越す冊子として提出

町独自で山を調査する「岩手山火山活動特別調査隊」

できるようになった。この報告書は、職員等にも岩

を 1999 年 6 月 21 日に発足させ、岩手山の観察活動

手山の現状を少しでも理解してもらおうと、作成の

を開始することとした。

都度各所属長にも配布し回覧を願った。さらには、
気象台、県防災室、岩大の斎藤徳美教授や土井宣夫

この調査隊の目的は、火山活動に伴う山での自然
の変化などを調査・観察する事にあった。岩手山に

氏、また防災関係者等にも配布をして来た。その他、

は、精密な機器類が何台も設置され、いろいろと観

町の図書館にも 2 部送付し町民の閲覧に供して来た。

測され始まっているが、それらに関わる様々な情報

また、調査隊等が撮影した岩手山に関する写真等

が新聞などのメディアで報道されても、素人の我々

については、町民にも山の現状を知って頂くため、

一般人には何の事か良く理解できない部分が多かっ

随時中央公民館のロビーに展示し紹介して来た。

た。それから、今騒いでいる山の異常が、どのよう

このようにして、今までの調査でまとめた報告書

な場所で発現しているのかなどを知らない人々が多

は 41 冊（定例調査報告書 34 冊、中間報告書 2 冊、

く、情報の一方通行であった。しかも、防災関係者

実績報告書等 4 冊、写真集 1 冊）
、写真 6,000 枚程度、

である我々には、もっと詳しい情報が必要であるし、

ビデオ 10 数本を揃えた。

山の変化の最新情報を知った上で、いろいろな対策

それから 5 年後、さまざまな経過を辿りながら

に生かして行きたいと考えているのに、それらの情

2004 年 2 月 4 日、第 17 回「岩手山火山災害対策検

報の入手はなかなか難しいのが現実であった。そう

討員会」において、一時期のような危険性がなくなっ

言った事から、どうすれば良いのかいろいろ思案し

たことなどにより、今まで規制されていた岩手山西

た。その結果、町として独自に調査しようというこ

側も、1998 年 7 月 1 日以来 6 年ぶりに規制解除され

とから、「岩手山火山活動特別調査隊」を組識する

る方針が出された。これで、2004 年 7 月 1 日から、

ことになったものだ。

岩手山の全山登山が規制解除されることとなった。

当初の隊員は、役場職員（防災担当課）が 3 名、
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このことを受け、当初より調査隊の目的として来

た、火山活動が活発化している状況下での岩手山の

15回 2000.09.29（金） ＜5名＞小原・徳田・青山
高畑・山下

2000年10月12日

の役目を果たしたものとの認識の上で、2004 年 3

16回 2000.10.28（土） ＜2名＞小原・高畑

2000年11月 6日

月 31 日をもって、その 5 年間の活動に終止符を打

17回 2000.11.16（木） ＜3名＞小原・徳田・高畑

2000年11月28日

18回 2001.02.10（土） ＜2名＞小原・高畑

2001年 2月16日

19回 2001.02.27（火） ＜2名＞小原・高畑

2001年 3月12日

20回 2001.04.10（火） ＜2名＞小原・高畑

2001年 5月 1日

変化を調査、観察していくと言った活動は、概ねそ

つこととした。
なお、その調査実績については次のとおりである。
1999 年度は夏場 7 回、冬場 3 回の計 10 回、2000 年
度は夏場 7 回、冬場 3 回の計 10 回、2001 年度は東
側の規制緩和をするため、調査等で本山に登る回数

夏場 4 回、冬場 2 回の計 6 回を実施。2003 年度は夏

小原・徳田・青山
21回 2001.06.01（金） ＜6名＞ 高畑・高村・高橋
22回 2001.07.25（金） ＜5名＞ 小原・徳田・青山
高畑・高橋

場 1 回、冬場 1 回の計 2 回の調査を実施しており、

23回 2001.09.01（土） ＜3名＞小原・徳田・青山

5 年間では合計 34 回の調査を行った。その他、調

・徳田・青山
24回 2001.09.26（水） ＜4名＞小原
高橋
25回 2001.10.31（水） ＜5名＞ 小原・徳田・青山
高畑・高村

が増えたことから西側へ向かう足が少し遠のいたが、
夏場 5 回、冬場 1 回の計 6 回実施した。2002 年度は

査隊の名目で、様々な調査にも参加するなど、西側
以外の調査等も実施した。
定例調査の実績及び報告書等の作成状況について
は、次表のとおりである。

事前
1999.06.05（土） ＜3名＞小原・青山・高畑
調査
1回 1999.07.07（水） ＜6名＞ 大村・小原・徳田
青山・高畑・山下
2回 1999.07.24（土） ＜5名＞ 小原・徳田・青山
高畑・太田
大村・小原・徳田
3回 1999.08.09（水） ＜5名＞
青山・高畑

1999年 7月26日
1999年 8月10日

2001年 6月 1日
2001年 8月10日
2001年９月20日
2001年10月10日
2001年11月30日

26回 2002.03.21（木） ＜3名＞小原・高橋・高畑

2002年 3月26日

小原・徳田・高橋
27回 2002.05.28（火） ＜4名＞高畑

2002年 7月 3日

28回 2002.07.25（木） ＜3名＞小原・高橋・高畑

2002年 8月15日

29回 2002.08.30（金） ＜3名＞小原・徳田・高橋

2002年 9月20日

小原・徳田・高橋
30回 2002.10.17（木） ＜4名＞ 高畑

2002年11月13日

31回 2003.2.18（火） ＜2名＞小原・高畑

2003年 3月 3日

32回 2003.03.18（火） ＜3名＞小原・高畑

2003年 4月24日

33回 2003.6.4（水）

小原・小志戸前
＜4名＞ 大久保・澤口・高畑 2003年 6月15日

4回 1999.09.06（月） ＜3名＞小原・青山・高畑

1999年 9月 7日

5回 1999.09.24（金） ＜2名＞小原・徳田

1999年 9月28日

6回 1999.10.25（月） ＜4名＞ 小原・徳田・青山
高畑

1999年10月26日

7回 1999.11.18（木） ＜2名＞小原・高畑

1999年11月19日

8回 2000.01.29（土） ＜2名＞小原・高畑

2000年 1月31日

1

1999年度「中間報告」 2000.01.04

9回 2000.03.04（土） ＜2名＞小原・高畑

2000年 3月 6日

2

1999年度「実績報告」 2000.05.01

10回 2000.03.28（火） ＜2名＞小原・高畑

2000年 3月31日

3

2000年度「中間報告」 2001.02.02

小原・徳田・青山
11回 2000.05.25（木） ＜4名＞ 高畑

2000年 5月31日

4

2000年度「実績報告」 2001.05.23

12回 2000.06.20（火） ＜3名＞大村・小原・高畑

2000年 7月 5日

5

雫石町「岩手山火山活動
特別調査隊」3年間の軌跡 2003.05.15

小原・徳田・青山
13回 2000.07.27（木） ＜6名＞ 高畑・太田・山下

2000年 8月10日

６ 同「写真集」

2003.07.31

14回 2000.09.08（金） ＜3名＞小原・徳田・高畑

2000年 9月14日

７ 「岩手山と向き合って」

1999年度〜2003年度
2004.03.19 までの5年実績

小原・小志戸前
34回 2004.03.24（水） ＜4名＞ 高畑・山下
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2004年 3月31日

1回から7回までの
中間実績
1回から10回までの
実績
11回から17回までの
中間実績
11回から20回までの
実績
1999年度〜2001年度
までの3年実績
同3年間

では、安全対策の中心となるべきシステムを岩手県

不安からの脱却・連携の強さ
藤原

治（前滝沢村防災防犯課）

が中心に実施することで、県と関係 6 市町村で検討
を続けていました。岩手山は一つの自治体の山では
ないので対策として当然の流れと思っていました。

雄大で美しい岩手山。それまでの私にとっては眺
める存在でしかない山でした。火山活動が顕著に活

しかしながら、防災の基本は「各自治体」との県財

発化した 1998 年までは一度も登ったこともなく、

政サイドの考え方が浮上して、関係 6 市町村､ とり

遠い存在であった山が、向き合うことになった時に

わけ岩手山を抱える 3 町村にその対策が廻ってきま

は、危険な恐怖の「火山」に変わっていました。

した。（県防災サイドは、協力・助言をしてくれま

1999 年 4 月に防災担当として異動した当初は、

したが）その後、岩手山関係 3 町村で会議を重ね、

火山に対する知識も皆無で、漠然とした恐怖、巨大

まだ危険度の高かった西側を除く登山口を抱えてい

な自然の脅威に押しつぶされそうな不安だらけの日々

る 3 町村（雫石町､ 西根町、滝沢村）がその安全対

でした。村民 5 万人の生命と財産を守らなくてはな

策の中心になることとなり、その中で「滝沢村が中

らない重圧に対し、どのようにして対処していくべ

心になり進めてほしい」との周辺の働きかけから、

きなのか、その「術（すべ）
」が判らず、数ヶ月は、

滝沢村が 3 町村で構成する「岩手山登山者安全対策

まともに手をかける事のできない状態が悶々と続い

協議会」の事務局としての「役割」を担当として取

ていました。さらに自宅の寝室に置かれた防災行政

り組むことになりました。当時、雫石町は､ 調査隊

無線のけたたましいサイレンの音が鳴る度（ほとん

があり、西根町は、登山ルートの変更があったため、

どが、火災による出動要請でしたが）に青ざめ、心

滝沢村が妥当だったと今では思っていますし、その

臓が凍る思いをしていました。

おかげで対策に満足感を得られたので感謝しています。

そうした不安の中、私の不安を少しずつ取り払っ

初の岩手山登山は、2000 年 7 月 27 日、悪天候の

てくれたのが、ＩＮＳでの仲間の存在でした。1 年

中の現地調査と音達調査でした。その後の数回の現

遅れで担当となったため、それまでに対応された防

地調査、システムの検討、回転灯の選択、ソーラー

災関係者との交流（酒好きな私には、欠かせない交

システムの追加等々、数々の作業が対策への自信と

流でした）は、自分は「一人ではないぞ」という気

充実感を与えてくれました。中には、国立公園内で

持ちを与えてくれました。

の看板の色彩に注文があったり、観光サイドの取組

村職員である限り、村内の対策が最優先には違い

みにがっかりした経験もしましたが、概ね、どの機

ないのですが、関係 6 市町村、県、国が一体で取り

関も「火山対策」に注目していてくれて協力的でし

組まなければならないのが、この ｢火山対策！｣ と

た。更に仲間が増えていきました。
そうして迎えた 2001 年 7 月 1 日。3 年ぶりの「入

の思いが強くなりました。
初年度の後半から、当時の建設省岩手工事事務所

山規制緩和」。悪天候の中、数百人の登山客の笑顔

が中心となり、全国初の「緊急対策ガイドライン」、

を見た感動を昨日のように感じています。さらに、

「火山防災ガイドライン」の作成会議に参加し、積

山頂、山小屋、登山口で出会い言葉を交わした防災

極的に発言をするよう心がけ、少しずつ防災への取

の仲間たち。連携の強さ、一緒に対策に携わってき

組み、「連携の仲間に加わりつつある」というかす

たその仲間との連携こそが「火山対策」に一番必要

かな実感と安心が生まれてきました。

なことと痛感しております。

1999 年からの 5 年間を振り返って見て、私の取

終わりに、災害対策基本法の市町村の役割を超え

り組んだ火山対策の大きな仕事を一つ上げるとすれ

た「岩手方式」は、他県の火山を抱える自治体より

ば、「入山規制緩和・解除」に向けた対策だったと

も大切な「連携」の取組みがあり、本当の基本があっ

思います。

たような気がしますし、その連携において鎖の一つ

火山活動が小康状態から低下傾向になるにつれて、

になれた実感が、私の職場生活の大きな財産となっ
ています。

入山規制解除への期待と要望が、山関係者、観光
関係者から多くなり新聞等にも掲載されるようになっ
てきておりました。そうした中、1999 年の前半ま
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岩手山火山災害警備そのものであった。震源が岩手山

自然災害を「人災」にしないために
境谷

滿（元岩手県警察本部警備部長）

直近という事情もあり、躊躇することなく火山災害警備
計画で対応することとし、6 月 24 日以降常設の「警戒
本部」は、非常態勢への対応を意味する「災害警備

岩手山の噴火の可能性が発表されて間もない 1998

本部」に切り替えられた。

年（以下、年号省略は全て同年）3 月末、災害警備

県警本部の要員や通信手段等も直ちに機能した。県

を担当する部署の責任者として配置された。当初は、さ
ほど深刻にも受け止めていなかったが、それも束の間、

警ヘリは、予想を超える早さで現場に到着し、送信画

4 月29日には「臨時火山情報第 1 号」が発表され、本

像によりリアルタイムで被害状況を報告してきたし、部隊

格的に岩手山火山災害警備と向き合うこととなった。非

の招集や活動、特に、現場における避難誘導活動と被

日常的な事象が発生すると先例に学ぼうとするが、火山

災者（車）確認作業等の活動も比較的混乱もなく、ま

災害という何十年、何百年を単位に発生するような事案

ずまずの初動措置ができたと思っている。それは、発生

の関係記録は少なかった。1991 年に噴火した「雲仙

が勤務時間内であった幸運と職員の緊張感、加えて警

普賢岳」の警備記録を参考に、長崎県警の係官やＩＮ

備計画が存在し、これによる各部隊の訓練が行われて

Ｓの斎藤、土井両先生等関係者に恥ずかしいほど幼稚

いたためと思っている。

な質問を繰り返し、火山災害に関する知識ゼロの自分を

本題の火山災害から地震にはずれて、なお書き続け

俄仕立ての専門家にするために、なりふり構わず行動し

ることに躊躇を感じるが、もう少し付け加えると、土砂の

たような気がしている。

崩落による道路の寸断で、県道西山生保内線の奥深く

6 月初旬には、火山災害警備の基本を疑似体験する

に取り残された 110 余名の中には、偶然、労災事件の

ため、数名の職員とともに長崎県警を訪ねたが、直接

捜査に当たっていた県警捜査第一課と盛岡西署の 7 名

災害警備を経験した職員の説明には迫力と臨場感があっ

の刑事が含まれていた。こちらは通信手段も確保できな

た。火砕流・土石流の通り道となった水無川では災害

い状況の中、現場上級者の判断で、2 名が身の危険を

対策工事が続けられていたが、リモートコントロールで動

省みることなく徒歩で崩落現場の土砂の下敷になってい

いている大型重機が不気味さを漂わせ、傍らの小学校

る人や車の確認作業に当たった。一方、残された 5 人は、

が焼け焦げた無残な姿を今もそのままにしている様など

現場における避難誘導活動に努めるとともに、滝ノ上温

が目に焼きついた。この災害警備では、折角住民を避

泉に孤立した人々の動きについて正確な情報を警備本

難させておきながら、その後、報道や警察、消防関係

部に寄せ、翌朝早くからのヘリによる救出活動に大きく

者等、多くの犠牲者を出している。「今にして思えば『人

寄与することとなった。

災』であった」とする係官の示唆に富む説明もあり、こ

この辺りは天の助けであったかも知れない。

れから同様の仕事に取り組もうとする者の心構えを形成

都合の良いことばかりを並べた感がないでもないが、
前掲の 6 月 24 日の「臨時火山情報第 2 号」は「今後

させるには十分なものであった。
6 月 24 日には、噴火の可能性を内容とした「臨時火

さらに火山活動が活発化した場合には噴火の可能性も

山情報第 2 号」が発表され、県警本部 7F 大会議室に

ある」であった。後段の「噴火の可能性がある」だけ

「火山災害警備警戒本部」を設置して対応することにな

を捉え、差し迫った危険と勘違いし、県警ヘリから岩手

るが、それまで進めていた警備計画の策定に全力を挙

山登山者に対して緊急下山するよう呼びかけた失敗は、

げた。「計画は荒削りでも、形がないよりはマシ」との判

100％自分の責任であった。

断から、素案段階のハザードマップをベースに作成を急

大方のマスコミからは大目に見てもらったように記憶し

ぎ、7 月下旬には完成に漕ぎ着け、各部隊等関係方面

ているが、
「災害を人災に転化させない」気持ちが伝わっ

に配付することができた。この「岩手山火山災害警備

てのことか、どうかはよく分からない。

計画書」は、その後における訓練と次に記す地震災害

この仕事に関して、実に多くの人々からご指導とご協

の対応を除いては、最後まで活用される機会がなかった

力をいただき、感謝の気持ちでいっぱいであるが、駄

ことは幸いであった。

文を連ねてその意を伝える紙面をなくしてしまったが残
念である。

9 月 3 日、岩手山付近を震源とする震度 6 弱の地震
は「逆断層型地震」と断定されたが、自分にとっては、
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において、町村に災害が発生した場合には、盛岡市

岩手山火山災害対策から学ぶ危機管理
宮野 春雄（元盛岡市消防防災課長）

が全面的に支援することなども確認された。
その後、東側を含んだ「岩手山火山防災マップ」

雫石町の玄武洞地内に設置している傾斜計等に変

を公表したことから、当市では、そのマップについ

化が観測されたことから、1998 年 3 月 17 日に火山

て市議会全員協議会等に説明した後に、住民等に配

観測情報の第 1 号を発表したことから，当市では，

布するとともに、災害予想区域内の自治会及び福祉

市民の安全対策を講ずるため，関係機関などから岩

施設等を対象に順次、説明会を開催した。その説明

手山に係る情報収集を開始するとともに、私は、岩

会では、質問が沢山出ましたが、特に要望されたの

手ネットワークシステムの「地盤と防災研究会」の

は、火山泥流が諸葛川と木賊川を氾濫する想定になっ

分科会「岩手山火山防災検討会」に参加させていた

ているが、毎年、大雨によってその河川が氾濫して

だきまして、まず、岩手山について勉強することか

いることから早急に改修するよう要望された。
その後の 2000 年 3 月 31 日に「有珠山が噴火」し

ら岩手山の火山防災が始まりました。

たことから、この対応について、岩手県と関係市町

その後、「さらに火山活動が活発化した場合には

村の職員が有珠山を視察した。

噴火する可能性がある。」との臨時火山情報が発表
されたことから、当市では、庁議メンバーで組織す

特に、伊達市に設置している現地対策本部の運営

る「岩手山火山活動庁内連絡会議」において、岩手

には、大きな会議室の確保や支援部隊の受け入れの

山の現在の活動状況について説明した。

ため、大規模な駐車場の確保も必要であった。また、

また、
「岩手山火山対策検討委員会」
（以下「検討

伊達市では、報道機関が庁内電話を独占したことか

委員会」という。）等の会議で、この火山情報を詳

ら、何らかの規制をすることや犬や猫などの動物は

細に検討した結果、登山者の安全確保が第一である

家族として対応する必要があるとの説明があった。

との結論から、7 月 1 日から当分の間、岩手山の各

今回、有珠山が噴火する前に全員避難できたことは、

登山口を入山規制することとなった。

過去の活動データなどから噴火時期について、予想

さらに、検討委員会では、地域住民等の安全対策

ができたことと思いましたが、岩手山は、まだ、そ

として、災害履歴等から噴火の想定を「岩手山西側

こまでのデータがないが、斎藤徳美教授や土井宣夫

の水蒸気噴火」と「岩手山東側のマグマ噴火」の 2

さん等が、岩手山火山について研究していることか

点に絞り、当面，最も可能性が高いと考えられる「岩

ら、時間がかかると思うが、ある程度解明されると

手山西側の水蒸気噴火」を想定した降灰や土石流等

思っています。

が及ぶ危険性のある範囲を災害予想区域として、
「岩

その後、「岩手山噴火対策防災訓練」を当市の青

手山火山防災マップ」を公表した。当市は、この予

山地域で実施したが、今後、住民や防災関係機関等

想区域に入っていないことから、当初、配布を見送

も実践的な訓練する必要があるとの反省点が多く出

るとの意見もありましたが、当市でも噴火の規模や

されたが、住民の火山の防災意識が不足していると

風の状況により降灰などの被害が予想されますこと

も感じました。
その後、東岩手山の火山活動に大きな変化が見ら

などから、このマップを全世帯に配布した。
また、東側のマップについても、早期に作成する

れないことから、入山規制の緩和に向けて、岩手県

ため、連日夜の会議となり、時には徹夜で会議を開

と関係町村が合同で現地調査を実施した後に、入山

催し、夜食にライスカレーを食べながらマップに掲

規制する登山道を、期間及び安全対策を取って緩和

載する内容等について真剣に議論を重ねた。

することとなった。
今回の解禁は、行政としては考えられる安全対策

そのマップによると、当市の一部の地域に融雪型
火山泥流や降灰があることから、その予想区域を調

」
は取ったが，基本的には「自分の身は自分で守る。

査するに、火山泥流が氾濫する河川が盛岡市と滝沢

ことで自己責任が求められるものであることを登山

村にまたがることから、その河川の氾濫防止対策や

者は深く認識しなければならない。そして、無事に

避難対策については、滝沢村と連携して対応しなけ

7 月 1 日を迎えた。その後、私も、37 年ぶりに登山経

ればならないことが確認された。また、市町村会議

験の長い妻と 2 人で、滝沢村の柳沢コースから登山
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し、10 時過ぎに山頂に立って、盛岡市方面を見渡
して感じたことは、「この山が噴火したなら大災害
になる。」と再認識した。また、安全意識が低い登
山者が沢山いることが問題であるので、その対策も
取る必要がある。
その後、初めて、関係市町村長が噴気活動が活発
な西側を現地調査したことは非常に意味があったと
思います。そして、われわれ防災担当者は、「今後
の全面規制緩和」と併せて、まず、防災担当者を養
成するとともに、住民や登山者等への火山防災意識
の向上を図ることや災害予想区域内が、都市開発等
により変更されていることから、今後、見直しが必
要である。
その後、西岩手山の火山活動が低下してきたこと
から、岩手県や関係町村は、西岩手山の入山規制緩
和に向けた対応を図るため、姥倉山・黒倉山分岐付
近等の登山道を調査した。その調査結果を踏まえて、
登山者の安全対策を取って西岩手山の 3 登山道を含
む岩手山の全ての登山道を 2004 年 7 月 1 日から入
山規制を全面解除した。その後、岩手山火山活動に
伴う現地説明会が、西岩手山であったことから、私
は、妻と妻の友人二人を誘って参加したが、やはり、
直接噴気口などを見ると「岩手山は生きている。」
と直感し、恐ろしいとも感じましたので、今後は、
登山者等を対象に現地説明会を開催する必要もある
と感じました。
以上のように、ご指導を受けながら岩手山火山防
災対策を実施して参りましたが、幸いにも噴火には
至りませんでした。しかし、国内外では、地震、火
山噴火、台風や集中豪雨など大きな自然災害が発生
し、尊い人命や貴重な財産を失う大災害が発生して
おります。自然災害には市町村境がありませんので、
今後は、関係町村と連携して、この貴重な経験を生
かしながらあらゆる災害に対応してまいりますので、
ご協力をお願い申し上げます。そして、火山防災に
携わった関係各位の方々には、大変お世話になりま
した、深く感謝を申し上げまして終ります。
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と感心したのを思い出します。

岩手山の思い出
野口

同年 6 月 24 日には低周波の地震や火山性の微動

晉孝（元盛岡地方気象台長）

が発生し、臨時火山情報 2 号を発表しました。7 月
1997 年 4 月、茨城県つくば市の気象研究所から

10 日には振幅の大きな火山性微動が発生し臨時火

盛岡地方気象台に赴任してきましたが、赴任当初の

山情報 3 号を発表しました。今回こそは爆発かと思

大きな課題は 1923（大正 12）年に創建され 70 余年

いましたが、表面現象には大きな変化は見られませ

を経過した庁舎の新営であり、今考えると恥ずかし

んでした。後から考えるとこの頃が最も火山活動は

い話ですが、当時は岩手山の火山活動についてあま

活発だったようで、その後地震回数は減少傾向とな

り強い関心を持っていませんでした。岩手山には気

りました。しかし、浜口先生は「まだまだ、GPS

象庁の地震計は設置されていませんでしたので、気

でも岩手山は引き続き東西に収縮しており、何かあ

象台では東北大学から定期的に送られてくる火山活

るはず」とおっしゃっていました。

動の FAX を岩手県に「お知らせ」と称する非公式

同年 9 月 3 日午後 5 時前地震を感じて台長室のテ

情報として送付している状況でした。夏になり、狭

レビのスウィッチを入れた。
「岩手県内陸北部震度 6 弱」

い仮庁舎に移転しました。その頃になると少しずつ

のニュースにびっくり。さっそく現業室にかけつけ、

火山活動が活発になってきて、気象庁も地震計を設

岩手山付近で起きた地震だからその後の噴火のこと

置して、現業室は機器類で一杯になりました。

も頭をよぎりましたが、急いで火山の状況に触れず

1998 年になると、地震回数が急増し、3 月 17 日

臨時火山情報を発表しました。岩手山の状況を知ら

に初めて火山観測情報を発表しました。噴火の可能

ねばと思い職員を現地に派遣したり、ヘリコプター

性があるのなら臨時火山情報にすべきであるとの意

を依頼するかどうか協議している内、斎藤先生達が

見もありましたが、経験がないので仙台管区気象台

機上観測しているとの情報が入り、
「さすが、早いな」
。

と協力して観測情報にしました。発表官署にしても

「なんとか、火山との関連を県民に知らせる内容の

本来は盛岡地方気象台が単独で発表すべきでしたが、

情報を出したい」。日暮れ時で、気持ちは焦るが現

盛岡地方気象台は経験が浅く仙台管区気象台が作成

地からの報告は入らない。管区に問い合わせても「も

した情報文に署名する形になってしまいました。そ

う少し、待ってくれ」の繰り返し。何もわからない。

の後は盛岡地方気象台の単独名で発表するようにな

時間はどんどん過ぎていき、次の観測情報の発表が

りました。

大幅に遅れ、内外から大きな批判を浴びる結果になっ
てしまいました。今思えば、「あの時、入っている

4 月になると地震回数が多くなり、4 月 29 日には
1 日 285 回を記録しました。「この調子だと噴火す

わずかの情報でも、次々発表しておけば良かった」

るかもしれない」と思い、山を見ましたが、変りは

との思いは強い。その後の調査でこの地震の震源は

なさそうに見え、ともかく管区の指示もあり臨時火

火山性の地震の震源域と異なり活断層によるもので

山情報の発表を急ぎました。

あることが報告されました。また、この地震で、今

その頃から岩手大学工学部の斎藤徳美教授の主催

新潟県中越地震で問題になっている「余震確率」を

するＩＮＳの分科会「岩手山火山防災検討会」に参

初めて発表しました。その際 20％と発表し、後になっ

加するようになりました。斎藤先生は気象庁の火山

て 2％に訂正する失態も経験しました。
1999 年の春頃から西側の噴気が活発化しました。

への取り組みについて歯に衣着せず話をされ、気象
台には厳しい内容でしたが、先生の人徳か不思議と

土井先生夫妻の活躍はすばらしく、気象台が、報道

怒る気持ちになりませんでした。先生から東北大学

機関や岩手工事事務所の望遠カメラの画像を遠隔監

の浜口博之先生や土井宣夫先生を紹介されました。

視するだけでなく、自前のカメラを設置する大きな

東北大学ではたった 3 人で観測を続け、研究もし、浜

推進力となりました。
今思い出しても胸の痛くなる事柄の数々。また、

口先生の学問へ取り組む姿勢に感服しました。また
土井先生は当時地熱エンジニアリングという民間会

情熱を持って岩手山の火山防災に関わる人々の暖か

社に勤務しながら岩手山の火山防災対策へ協力して

さ、災害時の情報発信の難しさ等、思いは複雑です

おられ、防災の意識の高さに、すごい人がいるなあ

が、心に残る貴重な財産です。
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きにしては語れないところです。月に一度、土曜日

岩手山火山防災の思い出
酒井

重典（元盛岡地方気象台長）

の午後に研究者、国や自治体の防災担当者、報道機関、
防災関連企業、住民などあらゆる分野の関係者がボ

わたしが岩手山火山防災にかかわったのは、2000

ランティアで参加して、真剣に火山活動の動向を見

（平成 12）年 4 月から 2002 年 3 月までの 2 年間でし

守り、防災に関してそれぞれの立場で意見を出し合

た。国の防災機関のひとつとして、必要な防災情報

う方式に感激しました。このような連携が、まさに

をタイムリーに発表することを目指して、緊張した

地域防災の原点ではないかと感じています。この会

中にも充実した岩手山との付き合いでした。新しい

の目的は関係者が日ごろから忌憚のない意見交換を

任地盛岡へ向かう直前の 2000 年 3 月 31 日、有珠山

行うことで、人と人のネットワークを築き、いざと

が噴火しました。噴火の前に緊急火山情報を発表す

いうときに、意思の疎通を損なわないようにという

るなど、有珠山噴火に際しては、ほぼ満点に近い初

ことにあるようですが、見事に運営されていました。

期防災の対応がとられていました。噴火の様子を伝

これこそが岩手が誇る産・官・学・マスコミ・住民

える報道を見ながら、はたして岩手山の場合にもこ

を含めた地域防災の大連携の象徴であると思います。

のように万全の初期対応ができるかと緊張が高まっ

月に一度の集まりは、昼間の意見交換だけでは時間

たのを覚えています。

が足りずに、常にその後の懇談会、さらには深夜に
までおよんだ大議論が懐かしく思い出されます。

4 月のはじめの開運橋からの眺めは、雪解けの水
が滔々と流れる北上川のその先に、大きく真っ白な

このころの岩手山の火山活動としては地震が毎日

岩手山がどっしりと構えていました。その地下でマ

数回、多いときには数十回ともなり、ときにはマグ

グマが活発に活動している山とはとても想像もでき

マの動きを示す火山性微動が観測されていました。

ない穏やかなたたずまいです。

また西岩手山の噴気活動は活発で、大地獄谷では数

2000 年の時点では、火山活動が活発化してから

十ｍ以上、黒倉山では 100 ｍを超えるような噴気が

すでに 2 年が経過し、国や地元自治体の防災関係機

立ち上ることも観測されていました。また、地表面

関、研究者や住民など各分野の連携の下に、火山防

現象としては笹枯れが現れるなど、西岩手山では水

災のための各種対策がとられていたところです。し

蒸気爆発が起きる可能性が続いていました。

かしながら、岩手山が噴火した場合には、その影響

そのような状況の中で、全山の入山禁止から 3 年

は周辺の 6 市町村に及び、その中には人口 28 万を

目となり、各方面から入山規制緩和を求める声も出

かかえる県都盛岡市も含まれるという大きな問題が

てきました。安全確保のためには、活動が活発化し

あります。また、ふもとを走る高速道路、新幹線な

た火山には近づかないことが最善ですが、山との共

ど主要な交通機関に大きな影響がでることが懸念さ

生という観点からも規制緩和に向けての検討が行わ

れるところです。

れました。万一に備えて、いろいろな角度から検討

新年度早々の 4 月、第 1 回目の「岩手山の火山活

が行われた結果、「気象台からの火山情報の適切な

動に関する検討会」に出席して、火山活動の現状や

発表」、「登山者への緊急連絡システムの整備」
、「自

防災体制などを総合的に把握することができました。

己責任の登山者への啓発」を三本柱とする安全対策

また防災ヘリ

が構築され、岩手山東側登山道での入山規制の一時

ひめかみ

による上空からの監視・

緩和が実施されました。

観測に参加しましたが、近くで見る黒倉山、大地獄

私たちは生きている地球の上で暮らしています。

谷の噴気はなんとも不気味に思えたものです。まさ
に活きている岩手山を実感しました。真っ白な雪に

今回、噴火寸前でとどまった岩手山も、将来いつま

覆われている中で、ところどころにほくろのように

た活動が活発化するかもしれません。その折には今

噴気孔が見えます。そのほくろの一つ一つの特徴を

回のさまざまな対応が大いに役立つことと思います。

熟知して分析する斎藤、土井両先生の様子は非常に

あらゆる分野が連係して防災に当たるというこのシ

頼もしく、これならば火山防災も何とかなるだろう

ステムが、これからも生かされていくことを願って

と心強く感じたものです。

います。

岩手山噴火防災を考えるにあたってはＩＮＳを抜
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動に関する検討会」に井田会長と私が臨時に出席し「水

幅広い連携
小宮

学（元気象庁火山課長）

蒸気爆発の可能性、引き続き注意」旨の説明を行った。
10 月 18 日定例の第 82 回噴火予知連が開催され「噴

一連の火山活動が始まった 1998（平成 10）年、

気活発化、水蒸気爆発等につながる可能性、引き続
き注意」旨の見解を発表した。

私は福岡管区気象台に勤務していた。地震と地殻変

11 月 12 日 21 時 15 分携帯電話に「振り切れ微動」

動が同時に継続的に進行するという当時としては珍
しい活動事例で、大学・気象庁・国土地理院・地質

と連絡があり気象庁にかけつけた。他の職員も次々と

調査所等により観測強化が進められた。福岡の気象

参集した。昨年の微動に並ぶ最大級の微動であった。

台にも岩手山の資料や電報が度々届くようになり、

気象台は直ちに臨時火山情報を発表し、仙台管区・浜

それらを見ながら噴火を心配しつつ関係者の苦労を

口先生らと状況の収集・分析を進め、気象庁で 23 時

思った。9 月 3 日岩手県内陸北部で震度 6 弱 M6.2

30 分記者会見を行い「微動後、状況は落ちついてきて

の地震があり、首相官邸へ緊急参集チームが参集し、

いるものの引き続き注意」旨説明した。この微動も含

火山噴火予知連絡会（ 以下、噴火予知連） の緊急

め新たな活動状況について検討するため、11 月 16 日

幹事会が開催された。火山の表面や直下の活動状況

17 時盛岡地方気象台で噴火予知連拡大幹事会を開催し、

に変化はなく、ひとまず胸をなでおろした。その後

20 時 30 分井田会長らが同気象台で記者会見を行って「引

年末にかけて地震・地殻変動は次第に低下した。

き続き水蒸気爆発の可能性」旨の見解を発表した。現
地で拡大幹事会を開催したのは初めてであり、拡大幹

そのような状況の中で翌 1999（平成 11）年 4 月

事会見解という形式も初めてであった。

福岡から本庁火山課長へ転勤になった。岩手山は火
山課の最重要課題であった。前任の濱田信生課長や

その後も噴気の活発化が次々と発生し、地震・地

仙台管区から戻った西出則武地震情報企画官等から

殻変動が続き、2000 年 3 月 7 日には震度 4、M4.3

今までの経過を聞き、噴火予知連の井田喜明会長や

の過去最大の地震があった。この年の 2、5、10 月

関係委員と相談を進めた。春から始まった噴気活発

の噴火予知連でも「西側噴気活発、水蒸気爆発等に

化と西側の浅い地震活動が注目点だった。

つながる可能性」旨の見解が続いた。しかし、その

5 月 22 日 19 時 09 分震度 4 の地震が発生し気象庁

後火山活動はゆっくりと低下し、2002 年 10 月の噴

にかけつけた。今までで最大の地震（M4.0）であっ

火予知連見解で水蒸気爆発の言葉はなくなり「全体

た。5 月 25 日定例の噴火予知連が開催され「浅い

的に低下している」となった。また、様々な安全対

地震、噴気等から火山活動は最近若干上向き傾向」

策を構じつつ入山規制の段階的な緩和も行われた。

旨の統一見解を発表した。6 月東北大学を中心に関

今から振り返ってみれば、地震・地殻変動のピー

係機関協力して人工地震構造探査を行い、また気象

クは 1998（平成 10）年であったが、私が担当した

庁は地震計や遠望カメラの更なる増設に着手した。

1999-2000（平成 11-12）年、その時においては再活発

6 月現地に趣き、浜口博之先生や斎藤徳美先生と

化を心配し、また現に噴気が活発化して行き、緊張

打合わせ、観測施設を見て回った。臨時地震計等に

感を持って対応する日々であった。噴火してない火

は冬季対策用にがっしり組んだヤグラが構築されて

山としては観測点・観測種目とも最大級の体制が敷

いた。大きな岩手山を目の前にし、都市のすぐそば

かれ、多種目のデータに基づく総合的な火山活動評

に活火山があることが印象的であった。気象台で記

価が行われた。特に、東北大学・地理院等による地

者会見を行い「岩手山は本庁火山課の最重要課題、

殻変動データの充実は過去に例のないものであった。
今回の一連の火山防災の特徴は、進行する地震・

火山活動には引き続き注意」旨説明した。

地殻変動等に対し、関係機関・関係者がよく連携し、

8 月 24-25 日、噴火予知連会長及び関係委員等によ
る現地検討会を行った。バスで現地を見て回り、車内

火山監視・立入規制・防災マップ・防災訓練・説明

では土井宣夫先生・斎藤先生から説明を受け討論をし、

会・施設整備等幅広く対策を進めたことであった。

防災ヘリひめかみにより上空調査を行った。夕方から

幸い噴火はなかったが、このような幅広い連携方式

の検討会には 21 人が出席し、議論は深夜に及んだ。

は、今後全国の火山において異常時の対策のよい例

翌 25 日は県庁で開催された「第 8 回岩手山の火山活

となるであろう。
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屋に地震計を設置した。程なく、我が国の火山として

岩手山の噴火危機に直面して
西出

則武（元仙台管区気象台地震情報官）

は第一級の観測体制となった。しかし、岩手山は標高
2,000m 級の山で、冬の山頂付近の気象条件は大変厳し
く、各機関とも、低温によるバッテリーの機能低下、

はじめに
1995 年の夏、岩手山の焼走り溶岩を訪れた。そ

日照不足による太陽電池の発電不足、強風によるアン

の時は、この静かな山で 1ヵ月後に観測史上初めて

テナの破損、氷雪による機器の埋没等に苦しめられな

火山性微動が観測されることになるとは夢想だにし

がら、火山監視の「目」が途切れないよう努力した。

なかった。半年後に、初代の地震情報官として仙台

震度 6 弱の地震
地下の火山活動は徐々に活発化していたが、当初

管区気象台に赴任することも。
仙台での仕事は、東北地方の地震火山全般が対象

の予想に反して噴火しないまま夏が過ぎ去ろうとし

で、岩手山については、微動発生後に開始した臨時

ていた 9 月 3 日、岩手山付近を震源とするマグニチュー

の地震観測であったが、その後の 2 年間は、火山活

ド 6.2 の地震が発生し、臨時に設置していた山腹の

動が活発化することもなく、1998 年末には観測を

震度計で震度 6 弱を観測した。火山活動の活発化を

続けるべきかどうかを検討する時期に来ていた。

懸念して臨時火山情報を発表し、直ちに、調査を開

東北大データの衝撃

始した。震源が火山体の外側であること、噴煙など

1998 年 3 月、東北大学の浜口博之教授から連絡

表面上異常がないことはすぐに確認できたが、地下

があった。岩手山で火山性地震が急増し、傾斜計も

の様子はそう簡単ではなかった。苦労して設置・維

大きく変化していた。直ぐにでも噴火しそうな勢い

持した八合目の観測点だけに、これまで観測された

だ。火山観測情報を発表するとともに、早速、観測

ことのなかったタイプの微動が数回観測されていた

強化に取りかかった。

からだ。その後、夜中まで余震の中に微動が含まれ

ぴんと来ない関係機関

ていないか確認する作業を続け、ようやく、火山活
動に異常がない旨の火山観測情報を発表した。

岩手山は活火山ではあったが、気象庁としては常

東岩手噴火への警戒

時監視を行う対象とはしていなかったので、地元の
盛岡地方気象台には火山専任の職員を置いていなかっ

火山性地震・微動が山頂火口や東岩手の浅部に移

た。このため、職員の中には、火山としての岩手山

動しないか神経を尖らせた。東岩手で噴火した場合

に立ち向かうことに戸惑いを感じる者もいた。岩手

には、「難問」となる。居住地に影響が及ぶ可能性

県も地震津波には敏感だが、火山に対する反応には、

が大きくなるからである。例えば、積雪時に噴火す

当初、物足りなさを感じた。そこで、盛岡地方気象

れば短時間で融雪泥流が居住地に達する可能性があ

台長に、これまで課長等が出席していた防災関係の

り、人的被害を防ぐには事前避難が鍵となる。

各種会議への出席を求めるなどして、意識を高める

次の噴火危機に向けて
今回の岩手山噴火危機は噴火しないまま終息した。

努力をした。

岩手県は、斎藤徳美教授を始めとする関係者の努力

有感地震が雄弁
火山性地震が急増したといっても体に感じない地

により、火山防災マップの整備等を行うなど火山先

震ばかりで、傾斜計も大きく変化したといっても見

進県に成長した。火山監視観測体制も充実した。し

た目で変化が分かるわけでもないため、説明しても

かし、岩手山は、次の火山活動ではもっと難問を出

なかなか「異常」が実感されなかった。そんな中、

すかもしれない。気象庁や火山観測研究機関は事前

5 月に入って震度 3 の地震が発生すると、関係機関

避難につながる火山情報の発表に向けて調査研究を

の意識が一気に高まった。自分自身の説明力不足と

続けねばならない。岩手県等防災機関は、事前の広

有感地震の雄弁さを実感せざるを得ない一瞬だった。

域避難計画等の検討をさらに進める必要がある。住

過酷な観測条件

民の方々には、岩手山が火山であることを忘れずに、
いざというときを時々考えてほしい。そして、自助、

火山観測強化のため、各機関は山頂付近に観測機器
を設置した。気象庁でも、岩手県や自衛隊の協力を得

共助、公助の精神で、力を合わせて、岩手山が出す

て、ヘリコプターで観測機材を搬送し、八合目の山小

次の「難問」に取り組んでいただきたい。
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微妙な温度差があったりしたのではないかと思いま

岩手山から学んだ地域防災
小林

した。

徹（前盛岡地方気象台主任技術専門官）

6 月 24 日には臨時火山情報第 2 号が発表され、今
私は、岩手山の火山活動が活発化し始めた 1998

後さらに火山活動が活発化した場合には噴火の可能

年は、仙台管区気象台技術部地震火山課に在席して

性もあるという文言が追加されました。仙台管区気

いました。当時、地震火山課には 20 名の職員がおり、

象台での記者レクチャーにおいては、この文言につ

津波予報、地震情報の発表、津波、地震の観測のほ

いての質問等はありましたが、特に問題もなく終わ

か、火山担当として 4 名が火山性地震の検測、地震

り、盛岡地方気象台での記者レクチャーの報告を待っ

計などの機器の設置と保守、火山現地観測など行っ

ていました。この「噴火」という言葉に一番反応し

ていました。私はその一人として、1996、1998、

たのが地元防災機関、報道機関、そして住民であり、

1999 年の岩手山現地観測、1998 年春に観測体制の

その対応にあたった盛岡地方気象台の担当者が一番

強化として八合目観測点などの地震計設置、岩手山

困ったと聞いています。
7 月に気象庁本庁から火山専門官が盛岡地方気象

の火山情報（盛岡地方気象台発表）の案文作成など

台に派遣され、地震波形モニターなども設置された

行っていました。
その後、盛岡地方気象台技術課へ転勤し、2000 年

ことにより、仙台管区気象台と盛岡地方気象台との

4 月から 2004 年 3 月までの 4 年間は、地震・火山を

情報共有は強化され、また、火山の専門官が配置さ

担当する主任技術専門官として、仙台管区気象台か

れたことにより、地元防災機関、報道機関などとの

らの火山情報、日々送られてくるデータなどから、

連携強化もなされ、仙台管区気象台と盛岡地方気象

岩手山の現在の活動状況についての説明、解説、ま

台との微妙なズレについては解消されました。
7 月以降は地震回数も次第に少なくなりましたが、

た 2000、2002 年の現地観測、岩手県など関係機関
の方々との現地調査、機上観測など行ってきました。

バースト的な火山性地震、有感地震、振幅の大きい

岩手山は、1998 年 3 月頃から火山性地震の回数

火山性微動と、岩手山の火山活動は一段一段階段を

が増加し、東北大学の傾斜計と体積歪計に変化が現

登るように高くなり、残るは「噴火」した時を想定

れ、岩手山では最初の火山観測情報第 1 号が発表（1998

した対応として、臨時火山情報か緊急火山情報を出

年 3 月 17 日 18 時 10 分）になりました。

すということで身構えていました。
そこに、9 月 3 日の岩手県内陸北部の地震が起き、

仙台管区気象台と盛岡地方気象台では、今後の活

雫石町長山で震度 6 弱を観測しました。

動状況、次におきる現象に対して毎日のように情報
の交換と情報の共有化を図り、その対応について確

時間は 16 時 58 分、あと数分で仕事も終わりどこ

認を行っていました。しかし、時間が経つにつれて

そこで一杯やって行こうと考えていたところに、
「雫

仙台管区気象台と盛岡地方気象台では、少しずつズ

石町長山 : 震度 6 弱、マグニチュード 6.1（当時）、

レが生じていたように思えました。

震源は岩手山付近」の情報が飛び込んできました。

それは、常時観測火山のように火山担当者がいな

突然のことであり、まず「噴火」の 2 文字と臨時

かったこともありますが、4 月末から 5 月に入って

火山情報をすぐに発表するということだけしか頭に

やや規模の大きな有感地震が起きたり、やや振幅の

思い浮かんできませんでした。

大きな火山性微動が発生した場合に、岩手山の山麓

しかし、盛岡地方気象台と臨時火山情報の発表内

に設置した地震計の波形を盛岡地方気象台では見る

容や発表時間をやり取りしている時に、目視観測に

ことができなかったので、実際に数多く起きている

よる結果では噴煙が見えない、爆発音は聞いていな

火山性地震の波形を見ている仙台管区気象台と、盛

い、などの情報が入ってくるようになり、頭の中に
「？」マークが次第に大きくなってきました。

岡地方気象台とでは緊迫感が違ったりしました。
また、最前線で火山情報や地震回数について防災

地震計のモニターには、振幅が大きく数多くの地

機関へ説明する盛岡地方気象台からは、仙台管区気

震が次々と記録され、岩手山では何かが間違いなく

象台からの資料が十分でなかったり、説明も十分行

起きているのだけれど、見えている岩手山は平然と

われないうちに火山情報の発表の指示があったり、

していたのです。
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た防災担当の方々からいろいろなご意見を聞くこと

東北大学浜口博之教授と西出則武地震情報官との
電話でのやり取りの中で、今回の地震の震源が岩手

ができました。そして、防災関係機関の方々からも、

山の南西約 10 ㎞付近で発生したもので、火山性地

いろいろなことを教えていただきました。

震ではなく構造性の地震であるということがわかり、

まず、火山情報のことについては、もっと判り易

臨時火山情報の発表にストップがかかりましたが、

く、どう防災対応をとったらいいのか判断できるよ

そのとき盛岡地方気象台では臨時火山情報第 4 号の

うな火山情報にできないか、気象警報・注意報のよ

発表ボタンを押した後でありました。

うに予想できないものかなどいろいろありました。

地震が起きてから臨時火山情報の発表までいろい

実際、火山情報（案）を作成しているときには気

ろありましたが、この間約 17 分のあっという間の

が付かなかったことですが、発表した火山情報を読

短い出来事でありました。

み返してみると、わかりにくい表現が使われていた
り、添付された資料に専門的な言葉が使われていた

その後、盛岡地方気象台では現地への調査や、各

りしていました。

防災関係機関への聞き取り調査など行い情報を収集
したが、電話の輻輳により思うように情報の収集が

また、盛岡地方気象台で地域に対して何ができる

できませんでした。仙台管区気象台では、報道発表

かといったことでは、「今日の岩手山」という地震

用の資料作成を行い、地震計のモニターで構造性の

回数など、毎日提供するお知らせを始めたことでは、

地震以外に岩手山での火山性地震が起きていないか

仙台管区気象台とやり取りした記憶があります。岩

を注意しながら監視を続けました。いろいろな対応、

手山の火山活動も次第に低下して行き、登山者の安

調整を行い、気が付いた時には午前 0 時を回ってお

全対策を検討したうえでの「2001 年の岩手山一部

り、その晩は仙台管区気象台のソファーで一晩明か

規制緩和」、そして黒倉山から姥倉山の地温分布や

した記憶があります。

噴気孔の調査を行ったうえでの「2004 年岩手山全
山規制解除」など、いろいろなことを勉強させてい

2000 年の 4 月に、私は盛岡地方気象台へ転勤に

ただきました。

なりました。これまでの各種情報を出す側（仙台管
区気象台）から情報を受け取る側（盛岡地方気象台）

いま再び、仙台管区気象台地震火山課火山監視・

へ立場が変わり、それらの情報を地域防災機関へ伝

情報センターに勤務し、岩手山も含めた東北地方

える情報発信官署として、その役割をどう果たすか

18 の火山の監視と火山情報の発表を行っていますが、

といったこと、初めての勤務地ということもあり大

4 年前と比べて、火山監視システムによる監視・デー

きな不安がありました。

タ処理能力など大きく進歩しています。現在、火山

また、その年は火山防災について改めて考えさせ

情報の発表は火山監視・情報センターで行い、また、

られる、3 月の有珠山、6 月の三宅島の噴火が起き

2003 年 11 月から 5 火山（浅間山、伊豆大島、阿蘇山、

ました。そして、気象庁の火山監視、火山情報の発

雲仙岳、桜島）については、火山活動度レベル化が

表など、気象庁の果たす役割、火山情報などを各防

行われています。
岩手山も平成 17 年度に火山活動度レベル化が行

災機関へどう判りやすく伝えるかといった火山防災

われる予定で進んでいます。

に関することなど大きく変わり始めた時期でもあり

今回、岩手山の火山活動から火山情報の発表など

ました。
この時期に、最前線の岩手山の地域防災に携わる

いろいろな対応を仙台管区気象台、盛岡地方気象台

ことができ、いろいろと勉強、考えさせられた 4 年

で経験しました。長期間にわたり静穏な火山が多い

間でありました。

東北地方では、岩手山のように急に活動が活発にな

特に、ＩＮＳ「岩手山火山防災検討会」への参加

ることがあり、その時あわてて対応を考えるのでは

がそのひとつかもしれません。このＩＮＳへは、野

なく、この静穏な時期にいま何をしなければならな

口晉孝台長や前任の担当者が参加しており、それを

いか、いま何ができるか考えなければいけない時期

引き継ぎ、酒井重典台長と共に参加させていただき

でもあり、今回の経験を生かしたいと思います。
2005 年 3 月 1 日

ました。ＩＮＳでは時間をいただき、岩手山の地震
回数など最新の活動状況を説明することができ、ま
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調査班を組織して、10 人以上の職員が交代で調査

ＩＮＳ「岩手山火山防災検討会」への参加
雨宮

活動に従事していた。私の役目は、主に政府の現地

秀雄（前国土地理院東北地方測量部

対策本部での電話対応であったが、自治体職員、政

地殻情報管理官）

府関係省庁職員、自衛隊、警察等が入り乱れての大
国土地理院がＩＮＳ「岩手山火山防災検討会」に

変な現場であった。当時の私的メモによると、対策

関与するようになったのは、2000 年 6 月からである。

本部では、連日にわたって災害に対する情報を関係

1998 年に岩手山の活動が活発化して、国土地理院は

者全員が共有化することを目的として、本部会議、

数々の観測施設を岩手山周辺に設置したが、地元関

火山噴火予知連、事務局レク（記者レク）が必ず行

係機関との接触は主に機器設置のための交渉であり、

われ、現在の被害状況、現地観測結果の報告があっ

地元防災関係者とは、まだ密接な関係はなかった。

た。結局、有珠山には 3 回派遣されたことになった
のであるが、現地に行くたびに、被災地の現状を見

私が東北地方測量部に着任後（2000 年 4 月 5 日）、
一本の電話が本院からあった。「岩手山観測機器の

るに付け、火山災害の恐ろしさは、現場で直に体験

メンテナンスのため、現地に行けないか。こちらは

しないとなかなか理解しにくい、とつくづく感じた

有珠山関係で手一杯なのだ。なんとか頼む。
」、本院

ものである。

の担当係長と盛岡で合流し、下倉山 APS のメンテ

第 19 回ＩＮＳ後は、ほぼ毎月盛岡通いが続くこ

ナンスを行った。係長曰く、「盛岡には国土地理院

とになった。ＩＮＳでの地元要望、活動情報は、逐

がお世話になっている人たちがいる、挨拶に行きま

一本院に報告し、逆に国土地理院の観測態勢・観測

しょう」。最初に行ったのが岩手工事事務所、そし

結果などについても、機会を見ては報告した。
印象深いのは、2000 年 12 月 16 日の第 25 回である。

て盛岡地方気象台、それぞれの所で後に大変お世話
になることになるＫ氏、Ｓ氏、Ｋ氏と知り合う。こ

「国土地理院の岩手山観測」と題して、岩手大テク

の 3 人に会ったのが、ＩＮＳ「岩手山火山防災検討

ノホールで、黒倉山の変動を年間 7cm と報告した。

会」参加へのきっかけになった。記憶が曖昧ではっ

検討会では、度々この変動のことが話題になってい

きりしないが、確かＳ氏からＩＮＳの情報をいただ

た。これをホールで発表してしまったのであるから、

き、その資料を送ってもらい、上司に報告した。「私

検討会の外部でも大騒ぎになってしまうことを覚悟

も是非参加したい。
」、強い希望がとおり何とか成り

していたが、結果としては報道されなかった。しか

そうだったが、どういう手づるで連絡していいもの

し、このことがきっかけで APS 反射点の増設に繋

か迷っていたところ、本院から盛岡に行って欲しい

がり、2001 年 5 月 29 日に黒倉山直下と姥倉山との

と言ってきた。「岩手山の航空磁気測量の結果を記

鞍部に 2 点の APS 反射点が設置された。

者発表するので、その資料を岩手県庁に届けて欲し

岩手山という自然の対象物に対して、一致団結し

い。」との要請だった。渡りに船とはこういうこと

てＩＮＳ「岩手山火山防災検討会」を永い期間維持

か思い、県庁からの帰りにＩＮＳの代表幹事である

し続けることは、並たいていの努力ではできないこ

斎藤徳美教授に面会を申し込んだ。斎藤教授は、快

とである。岩手県という気候・風土に育まれた人間

く迎え入れてくれ、こちらの意図を話すとすぐに待っ

性の成せる技かも知れないが、それにも増して万一

てましたとばかり、参加を認めてくれた。時は

の自然災害に対する備えをみんなが共通して持ち得

2000 年 5 月 11 日、この日から私にとって岩手山へ

たことが、その最大の要因と思う。
2 年間という短い期間に岩手県の人たちとお付き

の関わりが一層と深くなる始まりとなった。
私がＩＮＳへ初参加したのは 2000 年 6 月 17 日の

合いできたことは、生涯のよい思い出となる。岩手

第 19 回からで、この回のトピックスは、岩手県防

山がこのまま永い眠りに入ることを願わずにはいら

災関係者からの有珠山現地視察報告だった。同じ火

れない。

山を抱える地元の切実さが伝わってきた。
実は岩手山メンテの後、すぐに私は有珠山現地対
策本部への出張を命じられた。3 月 31 日の有珠山
噴火から 7 月中旬まで、国土地理院は現地緊急測量
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ミにも広く取り上げられ、一部に住民の不安や観光

岩手山火山危機管理
棚橋

通雄（元建設省岩手工事事務所長）

産業への影響がある状況下での作成となった。この
ため、直接の住民対応を担う自治体には、ハザード

平成 10 年度は、私の岩手工事事務所勤務の 3 年

マップの公表に対する前述のような事項を懸念する

目のあたり、一般的な転勤サイクルからすれば最後

ところがあり、その調整に相当の時間と労力を要し

の年度である可能性が高く、このまま平穏無事に過

た。しかし、こうした調整過程を経た結果として、

ぎるのかと予想していた。しかし、結果としては岩

関係者の危機管理に対する認識が深まるという成果

手山の火山活動の活発化や、北上川の出水による被

をもたらしたものと考えられる。例えばハザードマッ

害の発生などの対応に追われた一年となった。

プについて、
「正しい情報を公開する」のみでなく「住

岩手山の火山活動の活性化は、1995 年秋の火山

民に情報を正確に理解してもらう」という視点にも

性微動の観測に始るようだが、岩手工事事務所とし

重きを置いた構成にするとともに、解説ビデオの作

ての様々な対応は 1998 年 4 月 29 日の臨時火山情報

製、住民の理解を深めるための火山防災フォーラム

第 1 号からとなる。このニュースに最初に接したの

の開催などの施策の展開につながっていった。また、

が、職場の連中との飲み会の席であり、この場で当

住民も参加した火山防災訓練や火山災害に対する理

面の対応策として監視カメラを岩手山に設置しよう

解を深めるためのフォーラムが、防災関係行政機関、

ということになった。監視カメラは、5 月 8 日に設

自治体等の連携のもとに実施された。さらに、ハザー

置を完了し、同時に盛岡地方気象台と連携監視体制

ドマップ公表後の「岩手山火山災害対策検討委員会」

を確立した。

については、委員の拡充を行い、防災対策、噴火災
害時の避難方法、長期避難所生活で想定される課題

岩手工事事務所では、岩手山を含む地域の直轄火
山砂防事業を担当しており、その立場から監視カメ

とその対処方法などの総合的な検討を行うこととした。

ラに続き、どのような対応を実施していくべきであ

岩手工事事務所独自の対応としては、監視カメラ

るか様々な検討がされたが、第一に実施すべきは、

群、雨量計、土石流センサー等による情報収集及び

噴火等の事象が発生したときの被害を予防・軽減す

監視体制の構築を継続強化するとともに、住民の避

るためのハザードマップの作成公表であった。

難警戒等に資するため、自治体等への配信も行った。

岩手山のハザードマップは、1998 年の 3 月頃に

また、道路、河川等の施設管理上の課題や緊急輸送

は一応概成していたが、このときの火山活動の状況

路の確保方法などの検討も実施した。さらに、ハー

が反映されていないことや防災活用面での要素が十

ド面の対応として、融雪型火山泥流や土石流よる災

分ではないなどの意見もあり、これらの視点も考慮

害の軽減のため、火山砂防事業による対策を検討・

し、新たに作成することとなった。同年 7 月 8 日、

実施した。

岩手大学の斎藤徳美教授を委員長に、学識経験者や

私は、1999 年 4 月の人事異動により、岩手の地

関係する市町村長で構成される「岩手山火山災害対

を離れることとなったが、その後、岩手山では火山

策検討委員会」を設立、7 月 22 日に西岩手山、10

活動もある程度沈静化し、入山規制も緩和されたと

月 9 日に東岩手山を対象とするハザードマップを公

聞いている。大変喜ばしいことであるが、これまで

表した。

に関係者や住民に醸成された火山災害危機管理に対

この時期には、全国の 12 の火山においてハザー

する認識、確立された関係防災機関間の連携体制な

ドマップが作成・公表済みであった。一般に、ハザー

どの多くの成果を風化させることなく継続すること

ドマップは平時に検討・作成・公表され、有事に備

が今後の課題となるであろう。平時には火山の様々

えるものである。火山のみならず、水害等のハザー

な恩恵を惜しみなく享受し、なおかつ有事に的確に

ドマップの作成過程においても、その公表が、「住

備える。岩手山の周辺地域がこうした理念のもとま

民の不安を煽る」であるとか「土地の有効利用を阻

すます発展することを祈念する。

害する」などの議論があり、様々な困難を伴うもの
である。
岩手山の場合は、既に火山活動の活発化がマスコ
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を作成し、青森・仙台との TV 電話を構成して連絡

雲仙普賢岳噴火に学べ
角田

司（元陸上自衛隊岩手駐屯地司令）

調整を容易にするとともに、岩手山演習場における
主要部隊訓練時には東北方面総監、第 9 師団長が直

岩手県の防災は、地震と津波、河川水害、森林火

接火山活動の状況を視認する機会をつくり指導を受

災については過去の尊い経験から対策は講じられて

けました。特に東北方面総監には普賢岳災害派遣時

おり、関係機関等との連携にも意を尽くされており

に西部方面総監部で直接対応した経験から貴重な教

ました。

示を受けました。

私も 1996 年 8 月着任以来、県防災訓練・防災会

1998 年秋の自衛隊創立記念行事は県の岩手山噴

議への参加並びに紫波郡紫波町山林火災への災害派

火対策防災訓練に併せ岩手駐屯地を自衛隊の活動会

遣を通じ、県の防災態勢における陸上自衛隊の役割・

場として、土石流下の救命活動の訓練展示を行いま

期待を強く認識して岩手駐屯地内各部隊長に担当地

した。当日は大雨で展示会場は泥濘化したため自衛

域を示し、即応の態勢を保持しておりました。

隊の戦車・装甲車でなければ機動できない土石流下
の行動を関係者の皆さんに十分理解して頂くことが

今回の岩手山の火山活動の活発化に伴い、監視態

できたと思います。

勢の強化から本格的な対策の検討に併せ、過去の災
害派遣の実績から十勝岳、有珠山、普賢岳に関連し

私は 1999 年 3 月で離任し、対応マニュアルの完

た資料、特に対策（派遣計画）と教訓の収集を開始

成まで任を全うできませんでしたが、関係者の皆さ

し、岩手山噴火に伴う被害状況見積もりの研究を進

んと密接に連携し着実に進めることができました。

めました。

特に岩手県知事・出納長・総務部長、県警本部長、

過去の岩手山噴火の状況を調査するため岩手山演

災害予想地町村長と斎藤徳美岩手大教授には自衛隊

習場の各所を油圧ショベル等で掘り地層を確認、火

の能力と隊員の気概を理解して頂き感謝の気持ちで

山灰の分布状況を視認する協力を行いました。それ

一杯です。

は事後のハザードマップの作成に繋がったと思います。

対策検討中にも数次のシンポジウムが開催され、
県民のご理解、特に災害時の自助・共助の責任と行

岩手山のケースは普賢岳が最も参考になる事例で
あり、九州・福岡の陸上自衛隊第 4 師団、長崎県大

動並びに公助との役割区分が明らかになるにつれ、

村の陸上自衛隊第 16 普通科連隊から多くの教訓と

不要な不安感は減少したと感じました。1999 年 1

対策を学びました。

月岩手山火山防災シンポジウムにおいては普賢岳の
例から、自衛隊への期待に対し「身の危険を顧みず

普賢岳災害地の鐘ヶ江管一前島原市長、島原地震
火山観測所長の太田一也九州大名誉教授を岩手に迎

職責の完遂に努め、もって国民の負託にこたえる」

え、御教授頂いた際には、鐘ヶ江前市長、太田名誉

自衛官の使命感をお伝えし、「皆さんの避難、救助

教授から陸上自衛隊への期待とともに岩手駐屯地の

が終わるまで岩手駐屯地は避難しない」
、「岩手山演

存在は県民の安心となっているとの評価をうけて更

習場で我々が訓練しているかぎりは安心して生活し

に積極的に対策を講じてまいりました。

てください」とお伝えし、地域と自衛隊は一体であ
ることを理解して頂きました。

ハザードマップの 1 次案が起案された 1998 年 7
月頃、岩手駐屯地が災害予想地域内に存在すること

今回の岩手山の火山活動では噴火危機対応だけで

が明確になり、普賢岳災害対応とは異なる状況とな

済み、本年岩手山入山規制が全面解除されるに至っ

りました。岩手駐屯地の保全（最小限の国有財産の

たことを喜ばしく思います。

防護）活動と災害救助活動基盤の維持（駐屯地の代

岩手県の象徴である巌鷲山が県民に危機管理、特

替機能の確保）が必要であり、また災害規模からも

に自助・共助・公助について考える機会を与えてく

上級部隊の陸上自衛隊第 9 師団や東北方面隊の派遣

れ、更には自衛隊と県民の接点を深くしてくれたと

が必要と見積もられ、災害対策は第 9 師団司令部（青

感謝しています。「・・・ふるさとの山はありがた

森）、東北方面総監部（仙台）と調整しつつ実施す

きかな」

ることとなりました。
岩手駐屯地対策作戦室に岩手山を縮小した指揮盤
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2. 報道関係者
のやりとりは今も鮮明に覚えている。

岩手山
石田

「雌阿寒岳の観測態勢はどうなってますか」とい

征広（元産経新聞盛岡支局）

うと「遠望観測です」の返事だった。「具体的には
岩手山の取材で忘れられない言葉に「つんぼさじ

どういう観測ですか」と聞くと「言葉通りで定時に

き」がある。初対面だった岩手大学の斎藤徳美教授

望遠鏡で山を見て観測するということです」
。「地震

と意気投合した言葉だったからだ。

計は設置していないんですか」と問うと「人工衛星
の打ち上げに予算を取られて、気象台にはお金がな

岩手大学で土曜日に岩手山の火山活動に関する会

いもんですから設置してません」だった。

合があると聞いてでかけた時のことだ。久しぶりの
休日を返上しての取材だったから気分は最悪。開会

受話器越しに聞いた情景が岩手山の火山活動の取

時間を前に受付で会議の内容を事前取材しても返っ

材で訪れた当時の盛岡地方気象台の仮庁舎（2 階建

てくる答えは「さー」ばかり。岩手山の火山活動の

てのプレハブ）にほぼそっくり再現されていたのに

観測は国の研究観測機関や東北大学が主に行ってお

は驚かされた。違いは望遠鏡が家庭用のビデオカメ

り、残念ながら岩手大学において詳しいことは分か

ラになっていたことぐらいで、火山国なのにお寒い

らないだろうという。

観測体制に慄然となったし、岩手山の火山活動のデー
タがほとんどないのにショックを受けた。

会議開始直前に現れた斎藤教授にイライラにまか
せて「何で火山活動が起きている地元がつんぼさじ

ところが、東北大学に加えて国や県が岩手山周辺

きなんだ。おかしいよ」と食ってかかったら、斎藤

に観測機器を配置し、火山活動が活発でない東側だ

教授に「俺もそう思ってんだよ。」と、ドスの効い

けとはいえ風評被害に苦しんでいた観光業者が待ち

た声で切り返された。学者を何かと難しい言葉を並

望んでいた岩手山の入山規制の解除はわずか 3 年で

べて努めて冷静に話す種族と思い込んでいたから「こ

こぎつけたのにも驚かされた。斎藤教授の説明は
「東側の火山で何かあっても十分に入山者を下山さ

の人なら信頼できそうだ」と、好感を抱いた。
岩手山取材はこれ以来、斎藤教授の取材になった。

せる程度の観測態勢がそろったからだよ」だった。

学者には似合わないべらんめい口調だが、火山には

文字通り隔世の感だった。おまけに災害対策基本

素人同然の記者には分かりやすかった。口癖は「火

法の枠を超えて増田寛也知事が防災段階から県が関

山の中がどうなってかなんて山を二つに割って中を

与するとした

見ない限り分からないんだよ。それができないから

れた。何せ事あるごとに「お金がない、お金がない」

データで予測するしかない。だから、現状で考えら

を繰り返して防災対策に消極的だった市町村の対応

れるのはこうだ。」と解説されると、不思議に納得

が手の平を返すように積極的になっていった。

岩手方式

を提唱したのにも驚かさ

盛岡を離れて 3 年半。大地震が多発する釧路の出

して原稿が書きやすかった覚えがある。
頭が下がったのは「互いに理解し合うにはノミニ

身のせいか地震には不思議と縁がある。昨年 7 月に

ケーションが一番」と、忙しい時間を縫っては記者

赴任した新潟県長岡市で 3ヵ月後に新潟県中越地震

と飲み会を開いたこと。秋田県出身の酒豪は親分肌

である。小学校時代から数々の地震を体験していた

で杯を重ねるほどに明るく、にこやかに若手の記者

が、震度 6 弱の大きな揺れ以上に強い余震が長引い

たちとも気さくに会話を交わしていたのが強く印象

たのには参った。恐怖感からエコノミークラス症候

に残っている。自然に岩手山周辺の風評被害に配慮

群の危険を承知で 3 日間も車内泊をした。
棚田と錦鯉、牛の角突きで有名な山古志村は地震

した報道が通例になり、不確実な情報をもとにした

で様相が一変、全村避難を余儀なくされている。新

記事や放送が影を潜めるようになった気がする。
ところで、個人的に火山取材は北海道時代の雌阿

幹線は営業開始から初の脱線。3 歳の男の子が奇跡

寒岳が最初だった。マリモで有名な阿寒湖近くにあ

的に救出されたがけ崩れは数千ヵ所。この大規模災

る活火山は生まれ故郷の釧路市からも望むことがで

害を目の当たりにし、復興への足取りを取材するに

きた。駆け出しの頃のことで詳細は忘れたが、釧路

つけ感じるのは新潟県のフットワークの悪さ。つく

地方気象台に電話の問い合わせだったからほんの小

づく岩手山取材は幸運だったと思う。

さな噴火のことだったと思うが、あまりの驚きにそ
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火予知である。大正時代の水蒸気爆発を除けば 260

岩手山報道の現場から
柴柳

二郎（㈱テレビ岩手ニュースキャスター）

年間噴火していない岩手山の噴火を予知して事前に
火山情報を出し、住民を避難させることが果たして
出来るのだろうか？

地面の底から突き上げるような強い縦揺れで目が

もし岩手山が噴火したら、岩

さめた。とび起きて枕もとの時計を見ると午前 5 時

手の報道機関には何が出来、何をしなければならな

を回ったところだ。隣では、同じように斎藤徳美教

いのか、様々な課題を胸に帰途についた。

授が布団の上に起き上がっている。「かなり揺れま

思えば、テレビ岩手が東北大学の地震・噴火予知

したよね」
、
「布団のすぐ下から揺さぶられたようだっ

研究観測センターを取材し、浜口博之教授の「岩手

たな」。震源がごく浅い地震、自分たちの直下でマ

山は目覚めた。今後、噴火に至る可能性がある」と

グマがうごめいていることを二人とも体感した。場

いうインタビューを初めて県民に伝えたのが、この

所は北海道伊達市の温泉センターの宿泊所、2000

有珠山噴火の丁度 2 年前、1998 年の 3 月 30 日だった。
その後の報道の詳細は第 4 部の報道機関の活動に

年 4 月 2 日の朝はこうして明けた。
その 2 日前の 3 月 31 日、有珠山が 22 年 7ヵ月ぶ

記した通りだが、周辺に数々の温泉とスキー場を有

りに噴火した。私たちテレビ岩手の取材班は、斎藤

し、岩手の観光の中心地であった岩手山で火山活動

教授とともに翌朝北海道に飛び、午後、災害対策本

が活発化したというのはかつてない衝撃だった。何

部が置かれている伊達市役所に到着、系列局の取材

より、伝える側の私たちに火山に関する知識がなかっ

本部で打ち合わせをして、すぐに避難所の取材にむ

た。そんな中、救いの手を差しのべてくれたのが岩

かった。被災者の声を聞くと、農作物や養殖海産物

手大学の斎藤徳美教授とＩＮＳ「岩手山火山防災検

の手入れの問題、残してきた家畜やペット、そして

討会」である。報道機関を対象に、火山はなぜ噴火

4 月からの進学など学校の問題を心配している人が

するのか、噴火の種類や火山用語といった基礎知識

多かった。しかし、大半は過去にも有珠山の噴火を

から学ぶ勉強会を開いてもらい、ＩＮＳでは研究機

経験していることもあってか予想以上に冷静で、も

関、行政、報道機関が一堂に会して情報交換を重ね、

し噴火すれば長期化するということも十分に理解し

人的ネットワークも広げることができた。テレビ岩手

ていて、日常的な啓蒙活動の浸透が感じられた。

の社内でも勉強会を開き、いざという時に備えて噴火

とはいえ、現地はひどい状態だった。有珠山と噴火

を想定した大掛かりな緊急報道の訓練も複数回行った。

湾の間の虻田町に避難指示が出されて国道が閉鎖され、

正直に心境を述べるならば、ある程度準備が出来

交通が遮断されていた。迂回するには 2、3 時間かけ

「
（噴火が）くるなら来い」と思っていた。
た段階で、

て洞爺湖を大回りするしかない。降り積もる火山灰が

準備を重ねた以上、その結末を見てみたいという気

畑や道路を覆い、車の運転も雨が降ると滑りやすくハ

持ちもあった。それが、とんでもない独りよがりで

ンドルをとられて大変怖かったと、一週間残って取材

無責任な考えであることを思いしらされたのが有珠

を続けたカメラマンが述懐している。そして、惨状を

山の取材である。ひとたび噴火に至れば、周辺地域

目のあたりにしたのが、2 日に行ったヘリコプターか

の生活は破壊され、多数の被災者が路頭に迷う。い

らの取材だった。虻田町の噴火口周辺では地割れが起

つ活動が収まり、生活を再建できるかもわからない。

きて道路が寸断され、近くの民家は崩れている。すぐ

岩手山が目覚めてしまったことは仕方ないが、噴火

裏の山の斜面が噴火した洞爺湖温泉街は火山灰に埋も

に至らず静穏化することを祈りながら、火山と共生

れ、まるで廃墟のようだ。火山活動のとてつもないエ

していく道を探る。その後の道筋が見えた。
有珠山の取材から 4 年半がたつ。2004 年 10 月、

ネルギーをまざまざと見せつけられた。
この有珠山の噴火活動で人的被害は出なかった。

嬉しいニュースが届いた。火山活動の活発化に伴い

噴火の 2 日前に気象庁と地元の気象台がすでに第 1

営業を休止していた岩手高原スキー場がリニューア

号の緊急火山情報を発表し、それを受けて周辺の市

ルし、7 シーズンぶりに営業を再開するという。岩

町村では避難指示を出していたのだ。見事な手際の

手山が活火山であることを十分に理解した上で岩手

良さである。しかしこれは、この 350 年間に 7 回の

山麓に活気が戻り、岩手山が火山との共生のモデル

噴火を繰り返していた有珠山だからこそ出来えた噴

ケースとなっていくことを心から願っている。
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週刊誌を含む東京のメディアが大挙して取材に訪れ

結婚式と岩手山と不惑を迎えた私
落合

昭彦（㈱岩手めんこいテレビ報道副部長）

センセーショナルな見出しで興味本位の記事を伝え
たものでした。

1999 年 5 月 22 日。その日私は翌日に迫った人生の

そんな時、私の仕事のよりどころとなったのは、

一大イベント結婚式を控え、挨拶の内容や曲選びな

斎藤教授が「減災の四角錐」と呼ぶ、研究者 ･ 行政 ･

ど何かとあわただしく準備をしていました。そこに「雫

報道 ･ 住民の相互的な信頼関係です。キャスターが

石で震度 4 の火山性地震」というニュース。幸い出

取材記者、時にはカメラマンも兼ねているわが社の

社は不要となったものの、斎藤徳美教授が翌日ヘリ

場合、行政と研究機関が一堂に会する各種の検討会

で緊急観測をすることになり私の披露宴の出席者の

でどんな情報を得るかが、お茶の間に伝えるコメン

一部も取材のため急遽欠席となりました。その時は

トに直接影響します。今回の岩手山報道に関しては

岩手山と自分の仕事を心からうらんだものですが 5

どんな取材現場においても相手との信頼関係を感じ

年経った今では、一大イベントの記憶を鮮やかに甦

ながら仕事をすることができました。検討会自体は

らせる（？）貴重な経験だったと感じています。

頭撮り（会議の冒頭数分のみ取材が許されること）

私が東京のテレビ局を辞めて岩手に来たのは今か

だとしても、斎藤教授らは終了後に必ずコメントし

ら 14 年前のこと。慣れない土地で真っ先に私の心

てくれる機会を作ってくれました。この信頼関係の

をつかんだのが、盛岡市内のいたる所から拝める岩

背景には、やはりＩＮＳの防災検討会があり、あの

手山の雄大な姿でした。不思議なもので岩手山を眺

場に集い議論し、工学部食堂で酒を酌み交わす回数

めていると、どんな精神状態の時でも心が和むので

に比例して（笑）、まさに「岩手方式」が堅固なも

す。私はそれまで山岳信仰とは無縁の人間だと思っ

のになっていったのだと確信しております。
下倉スキー場に設置していためんこいテレビの監

いましたが、岩手山に関しては「信仰」という言葉

視カメラは 2002 年 5 月に撤去され、報道部の片隅

の意味が少しわかる気がするのです。
ですから私が去年まで 13 年間続けていた夕方の

には「下倉」と書かれたほこりをかぶったモニター

ニュースキャスターという仕事でも、天気情報のコ

が残っています。いつも月曜日の朝、すてきな笑顔

メントをはじめ、色々な機会に岩手山の話題を出し

で映像を取りに来ていた沼宮内さんとお目にかかる

ました。春夏秋冬、様々な表情を見せる彼は私にとっ

機会もめっきり減ってしまいました。でも私は今も

てネタの宝庫でした。

毎日、岩手山ウオッチングを欠かしません。火山活
動が活発化したことで「生きている山」を実感し、

1998 年 4 月 29 日、臨時火山情報の第一号が発表

ますます親しみが増しています。

され、6 月 24 日には「噴火の恐れもある」とする
第ニ号が出ました。当時開局 8 年目を迎えていため

岩手山の火山活動は今後また活発化するかもしれ

んこいテレビでしたが、大きな災害報道の経験とし

ません。その時は私を含め今回の関係者がほとんど

ては、三陸はるか沖地震など数えるほどしかなく、

いなくなっているかもしれませんが、私はいつまで

私のようなアナウンサー兼記者はもちろん、カメラ

も「岩手方式」が続くように、今回の経験を後輩達

マンもデスクも技術担当者も、心のどこかに不安を

にしっかり引き継いでいきたいと思っています。

抱えながらのスタートとなりました。当時の私は恥
ずかしながら、岩手山についてのいわゆる地学的な
知識がほとんどありませんでしたが、伝え手として、
ひとつだけ常に心がけていたことがあります。それ
は、お茶の間で見ている人の恐怖心や不安感をいた
ずらにあおる結果になるような報道だけは避けよう
ということです。事実を客観的に伝え、今、何をす
べきかを冷静に伝える。地元で暮らす私達には当然
のことですが、実際「西側で水蒸気爆発の可能性」
という発表が出てからしばらくは、ワイドショーや
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3. 大学関係者
1998年に岩手山に発生した地震を追って：震源決定の裏話

て震源を地図に描画するという、このなんともまだ

田中 聡（東北大学地震・噴火予知研究観測センター）

るっこしいバラバラな作業を、忙しいときはそれこ
そ室内を駆けずり回って処理していたが実情である。

普段、私たちは施設の見学者に対し、「東北大学

それが、岩手山活動の活発化に伴い光磁気ディスク

の地震・噴火予知研究観測センターではコンピュー

の交換時間も待っていられなくなったため、地震波

タを用いた自動震源決定システムが稼働し、正確を

形データ収録をハードディスクとデジタルテープで

期すために専従のオペレータによる読み取りを経て、

行い、ネットワークを介して別のコンピュータとデー

震源を決定しています」と説明することが多い。こ

タ共有を行うために新しいコンピュータを導入した。

れはもちろん嘘ではないが、字面だけ見ると大学の

当時の研究日誌を紐解くと、1998 年 3 月 23 日に機

研究者は居ながらにして地震の発生場所を知り、悠

材一式が納入され、データ収録プログラムがちゃん

然と現象の解説を行う物臭な人種に思われるかも知

と稼働を始めたのが 4 月 9 日であった。ただ、地震

れない。たまに外部から問い合わせを受けると、そ

波形のデジタル形式が以前と違うため、波形を表示

のように思われているなと感じることがある。しか

して P・S 波の到達時刻を読み取るためのプログラ

しながら、局所的に活発化した地震活動に対して、

ム修正がまだ残されていた。しかし、従来のシステ

この程度の処理によって求められた震源の位置をそ

ムで日々数が増加する地震の震源決定を行っていた

のまま信用することは「甚だ心許ないんですよ」と

のでソフトウェアの整備が追いつかず、4 月 29 日

は、時間の都合もあり、この説明を省略することが

に発生した群発的な地震活動の処理は従来の方法で

よくある。特に火山地域では、震源決定に用いる地

こなし、なんとか使い物になるようになったのが 5

下構造モデルが他の地域とはかなり異なり、まして

月 11 日であったと記録に残っている。今更ながら、

や火山地域特有の複雑な波形をした「汚い」地震や

綱渡りの生活であったと思う。しかし、新しく導入

低周波地震と呼ばれるようなものが発生した場合に

したシステムも所詮急場しのぎであった。ハードディ

は P 波や S 波の到達時刻を読み取ることさえ困難で

スクに蓄えられるデータ量は 4 日分しかなく、4 日

ある。事実、自分が読み取って、火山地域に適当と

以上前のデータを扱うには 10 日分の容量があるデ

思われる構造モデルを使って震源を決め直すと、大

ジタルテープから再生するしかない。これは震源決

抵は自動処理や日常の処理で決められた場所とはか

定する人間が私一人という状況では悲惨な環境で、

なり違った所に求まってしまうことが経験上分かっ

連休や観測出張などの不在中にイベントが発生する

ていた。そこで、我がセンターお墨付きの処理結果

と（なぜかそういう場合が多い）、いらいらしなが

とは別に、火山近傍で地震が発生した時は独自に震

らテープからデータ再生を行う羽目に陥った。震源

源決定をすべく、前任者の仕事を引き継いで、ぼち

決定は、目を凝らして P・S 波の立ち上がりをコン

ぼちとソフトウェアを整備していたのが 1996 年か

ピュータの画面から読み取る単純作業の繰り返しな

ら 1997 年のころである。そして、地震波形を収録

ので、数が多くなればなるほど精神的に苦痛となる。

していた光磁気ディスク装置が頻繁に故障するよう

頭がぼうっとしてくると、「震源決定するために大

になったのと岩手山が蠢きだしたのがほぼ同時期の

学で働いているのではない」という思いと「他人が

1997 年の暮れであった。

決めた震源なんか信用できるか」という思いが複雑

正直に告白するとお叱りを受けるかも知れないが、

に交錯したものである。その後、7 月の地震活動の

その当時は火山地域で発生する地震の震源決定に即

一時的な活発化、9 月 3 日の M6.2 の地震とその余

時性は考慮されていなかった。1 日から 2 日前のデー

震活動の処理をこのシステムで乗り切った。

タを収録した光磁気ディスクが収録専用のコンピュー

そして岩手山の地震活動がようやく落ち着き始め

タから吐き出されるのを待って取り出し、計算専用

た頃、数ヵ月分のデータを蓄えられる大容量ディス

のコンピュータに光磁気ディスクを差し込み、波形

クアレイを備えたデータサーバーの導入が認められ、

再生プログラムを起動して、P・S 波の到達時刻を

1999 年の年末にようやく実現した。その頃には岩

読み取って保存する。さらに、別の震源決定のプロ

手山の地震活動はすっかりおとなしくなっていたの

グラムを起動して震源を求め、別のプログラムを使っ

であった。
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4. 法人関係者
火山防災マップ作成の思い出

からの距離と火山灰の厚さを関連づけました。ただ

吉田 真也（

作業や計算は東京の当財団で行っていたため、私の

砂防・地すべり技術センター総合防災部）

手元には今でも当時岩手大学から送られてきた
FAX が残っています。それも大量に。

1998 年の前半、岩手山の火山防災マップに作業
の主担当者として関わっていた時の経験をお話しま

そんな毎日が真剣勝負の技術的検討を行って、わ

す。そもそも岩手山の火山防災マップ作成について

ずか 2 週間という超短期間で火山灰と噴石と土石流

は平成 7 年度より火山噴火警戒避難対策事業として

の危険範囲を示した、西岩手山の火山防災マップが

各種の調査が行われており、岩手県から依託を受け

作成・公表されました。

た当財団が調査のとりまとめと範囲の設定を行い、

そして引き続き東岩手山のマップ作成に入ったの

火山活動が活発化する直前の 1998 年の 3 月に「過

ですが、頭脳が盛岡や仙台で作業が東京というのは

去最大規模の噴火が起きた場合のマップ」がひとと

いかにも効率が悪く、適宜ワーキングという形で関

おり完成しました。

係者が集まって作成する。その中でもコアになる部

ところがその後臨時火山情報が 2 回も発表されて、

分は岩手大学斎藤研究室でミニワーキングと称して

岩手山およびその周辺の人々の緊張が高まるにつれ

少人数で徹底的に議論するという体制をとり、毎週

て、「早急に今あるマップを公表するべし」という

2 回ほど東北新幹線に乗って盛岡に通っていたのも

意見と、「現状を踏まえて当面の火山防災対策の基

今となってはよい思い出です。
さて東岩手山のマップを作成するに当たって、最

礎となるマップを作成するべし」という意見に分か
れて、学識経験者、岩手県の消防防災課と砂防課、

大の難問となったのは融雪型火山泥流の到達範囲を

建設省（当時）の間で議論と調整が頻繁に行われ、

どのように設定するか、ということでした。当時岩

その度に検討会やら個別説明やらで東京と盛岡と仙

手山では火砕流の堆積物が発見されておらず、冬に

台を走り回ったのを思い出します…。

積もった雪が噴火の熱によって融けて遙か遠方まで
流れるような現象が果たして起こるのか？起こると

結局「昨年までの調査結果も生かしながら、現状

したらどの程度の規模になるのか？

を踏まえた火山防災マップを早急に作成する」とい

これについては江戸時代の古文書の記述、火口近

うことになり、7 月 8 日に第 1 回「岩手山火山災害
対策検討委員会」が開催されることになりました。

くにあるスコリアの性質、他火山での事例、過去の

実はその前に岩手大学において委員会メンバーと行

積雪データなどあらゆる材料を集めて、最悪の条件

政担当者などが集まって、夜中に説明と意思統一を

という前提で到達範囲を数値計算により設定しまし

兼ねた会議＆飲み会を行っており、その席で斎藤徳

た。ところがワーキングに参加されていた市町村の

美先生が「誤解されるような情報をマスコミが垂れ

防災担当の方から「計算上はそうかもしれないが、

流したり、関係機関がバラバラの対応をしたりして

現在の地形から考えるとおかしいところがある」と

はいけない」と力説されていました。いわゆる岩手

いう指摘をいただいて、もう一度川や道路など流路

方式の考え方を一番最初に聞いたのはこの時だった

となるところを見ながら現場の感覚を大事にして範

と思います。

囲を引き直し、地元と納得できるまで説明と修正を

それから、まずは緊急度の高い西岩手山の火山防

繰り返して 10 回以上のワーキングを行い、最終的

災マップを作ろう！ということになり、水蒸気噴火

に 10 月に「岩手山火山防災マップ」として完成・

により火山灰がどこまで飛んでいくのか？という難

公表することができました。

問に挑戦することになりましたが、委員会では当初

その後私は富士山や浅間山の火山防災マップの作

こちらから提案した地下の熱源から噴煙柱を想定す

成と防災対策の検討にも関わりましたが、基礎となっ

るモデルは過大であり、土井宣夫先生の調査による

ている技術と思想は 1998 年に岩手山で身につけた

3,200 年前の噴火実績から算出するよう指導を受け

ものだと感じています。この場をお借りして、当時

ました。そして斎藤先生や土井先生、岩手県庁砂防

の関係者にあらためて謝意を表したいと思います。

課の方といっしょに休日返上で実績の降灰範囲と堆

お疲れ様＆ありがとうございました。

積厚さを重ね合わせるなど、複雑な設定を行って山
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切迫を真に理解できず、「何かが動いている、何な

民間人の火山防災
土井

宣夫（元地熱エンジニアリング㈱主席技師長）

んだ？」と全体像を描けないで混乱していた。
年が変わって 1998 年 3 月 17 日から 3 月 28 日会社

今だから書けることがある。

業務で海外出張して盛岡に戻ると社内の雰囲気が普

1975 年から続けている岩手山の火山灰に着目し

段と異なることを感じていたところ、女子社員から

た噴火史研究の過程で発生した 1995 年 1 月 17 日早

最近岩手山の地震が増えていて話題になっているん

朝の阪神・淡路大震災は、日本の地球科学研究者の

ですと知らされた。私が帰国するのを待っていたよ

非力を証明し、社会への貢献を果たさない研究姿勢

うであった。その時もなお「おや？」とは思ったも

を再考すべきであることを気づかせてくれた私にとっ

のの、私の気持ちは出張で訪問した世界で最初に地

て重要な出来事であった。

熱発電を成功させたラルデレロ発電所やモンテ・ア

この前年の 1994 年 12 月 28 日夜、風呂に入って

ミアータ高地で 3,000m 級の地熱掘削を続けて広域

いると家が緩やかに揺れ出し、湯がチャポンチャポ

の地熱探査を押し進めているイタリアの迫力の方に

ンと風呂から溢れ出た。「1994 年三陸はるか沖地震」

いっていた。しかし雫石町葛根田地熱発電所のター

（M7.5）であった。この地震が岩手山のマグマが上

ビンが増加する地震の揺れで出張中に頻繁に自動停

昇するきっかをつくったことを後で知ることになっ

止していたことを知るにおよび「これはいけない」

た。1995 年 9 月 15 日岩手山のやや深部でマグマが

と行動をはじめた。

活動をはじめたことを示す小さいが 45 分間におよ

4 月 29 日臨時火山情報第 1 号が発表されると私の

ぶ火山性微動が東北大学地震・噴火予知研究観測セ

行動は岩手山対応一色になった。この頃から岩手山

ンターの研究グループによりとらえられたのである。

北麓の松尾村の自宅でも下から突き上げるような地

火山性微動の発生後、浜口博之教授をはじめとす

震で目が覚めることが起こるようになり、緊迫感が

る東北大学研究グループと仙台管区気象台は観測網

増した。また自宅の庭先から噴火がはじまる夢をみ

の拡充をはじめていたが、当時私はこうした動きを

るようになったのもこの頃からである。5 月 14 日

知る由もなく火山灰調査をすすめていて、1997 年 6

鷹觜守彦地熱エンジニアリング社長（当時）から「フォ

月西岩手山大地獄谷火口が縄文時代に水蒸気爆発を

ローするから岩手山を思い切りやれ。ただし発言に

繰り返してきたことを発見して発表し、同年 10 月

注意すること、斎藤徳美教授とよく相談すること。
」

三陸沖の大〜巨大地震が岩手山・秋田駒ケ岳・秋田

と指示を受け本格的に取り組みはじめたが、この指

焼山の噴火や内陸地震の発生と相関することを発表

示がどんなに心強かったことか。それからは活発化

していた。しかしこの時にもまだ三陸はるか沖地震

する火山活動に追い立てられて私は斎藤教授ととも

を同年 8 月の秋田焼山の水蒸気噴火と結び付けて警

に防災体制の立ち上げ、火山防災マップの作成、

戒感をもつに至らず、また翌 1998 年 2 月中旬に岩

1998 年 9 月 3 日岩手県内陸北部の地震対応、火山防

手山の火山活動を活発化させることにも思い至らず、

災ガイドラインの作成に取り組むことになったが、

岩手山の噴火が起こるのは自分の死後と決め込んで

その様は火山防災という社会が大きく渦巻くなかで

その時に役立つように今から火山灰研究の成果を遺

溺れまいと必死に泳ぐ蟻の姿に似たものがあった。

書（本）にしておこうと作業をすすめており、いわ

この時期から私はしばしば強いストレスを感じる

んや自分自身が火山防災の大渦に巻き込まれ翻弄さ

ことがあった。それは岩手山に調査に入りたいとい

れようとは当時露ほども考えなかった。その後のやっ

う強い欲求に対して、入山規制による制約と火山防

との考察で三陸はるか沖地震を秋田焼山の噴火と結

災対策に専念する社会的な立場により現地調査がで

び付けることもできるのかな？と考え発表したのは

きなくなったことである。1975 年以来続けてきた

1997 年 11 月 29 日岩手大学工学部で開催されたＩＮ

地質調査がもっとも肝心な時にできない悔しさと、

Ｓ「地盤と防災研究会」定例交流会であった。この

全国から集まり多額の予算をもって自由に調査を行

交流会で同時に発表した浜口教授は、浅発化しはじ

う研究者の成果が公表されるたびの無念さに地団太

めた岩手山の地震活動を示して火山活動に注意する

を踏んだ。
翌 1999 年 4 月 16 日岩手県防災ヘリコプター「ひ

よう喚起した。この発表を聞いてもまだ私は事態の
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めかみ」の機上観測で西岩手山姥倉山北斜面に小さ

取材を受けることができる社会状況が整い、二人の

な融雪孔がたくさん生じていることを確認した。地

覚悟ができるまでに時間が必要であった。

温の高い箇所が現れてきたことは明白だった。6 月

1998 年 4 月から私は会社業務を行いながらも会

26 日雪解けがすすむ西小沢の残雪の下に植物が幅

社を離れて火山防災に取り組む時間が多いことから

広く枯死しているのを確認して驚いた。噴出した火

一部の社員と役員の批判が高まっていた。Ａ常務に

山ガスによる枯死と考えた。これから何が起ころう

は「誰が給料を払っているか分かっているのか！」

としているのか、結末を想像することすらできない

と多くの社員がいる前で罵倒された。その後もＢ常

新たな事態にいい知れぬ不安を募らせた。

務から批判され続けた。そして岩手山の取り組みが

喫緊の課題は活発化する一方の西岩手山の噴気活

1 年半になろうとした 1999 年 10 月 13 日、生成年代

動にどう取り組むかであった。この頃東京出張が多

が若く高温の葛根田花崗岩と岩手山の活動との関係

く行き帰りの新幹線でゆられる時間はこの問題に没

を発表したことがきっかけとなってＣ所長から「岩

頭した。そして自分が噴気を観測しようと決め、東

手山をやめるか、会社をやめろ。次に返事をしろ」

京と盛岡でカメラ、レンズ、望遠鏡、三脚、フィル

と宣告された。

ムを買い求めて観測の態勢をつくった。民間の素人

斎藤教授から『出る杭は打たれる、出すぎた杭は

観測らしく三脚に据えたカメラ 2 台（80 ㎜と 600 ㎜

打てない』と煽てられ励まされてやってきたが「も

レンズ付）と望遠鏡 1 台、手持ちの双眼鏡 1 台を最

はやこれまで」と辞表を書く決意をした。「やっと

終の観測道具とした。

サバサバした気持ちになりました」と斎藤教授にこ
のことを報告すると「早まるな」と引き止められ、

5 月 29 日これまでに無い強い噴気が黒倉山山頂
からあがった。これを機会に松尾村柏台 3 丁目の自

浜口教授からも「早まるな」と伝言を受けた。鷹觜

宅 2 階ベランダから目視による連続観測をはじめた。

所長と佐々木隆夫専務から励まされた。岩手県から

観測を継続し噴気活動を客観的に記載するにはどう

は可能な支援をいただき、雫石町役場から支援の声

すれば良いか、緊急に解決しなければならない問題

があがった。酒井重典盛岡地方気象台長は「私が動

が連続した。観測経費は貯金をあてたが金額が大き

くことで土井さんの立場が少しでも良くなるならや

く不安材料のひとつになった。こうして残した観測

りますよ」と 2002 年 3 月盛岡地方気象台を離任す

記録は 1999 年当時の噴気活動の状況を知る唯一の

る際、一会社にすぎない地熱エンジニアリング社長

連続資料となった。

を直接訪問され、離任の挨拶をされた。酒井台長に
深く感謝した。

当初私は自分が家にいる時間に観測するつもりで
いたが、5 月 29 日からは家内が観測に協力してく

こうして社内批判に耐えながら会社業務と岩手山

れてついには家内が実施するようになった。私は「観

に取り組むさらに苦しい 3 年間がはじまった。1999

測をやってくれ」とは言っていないが、背中がそう

年 11 月 3 日岩手山研究と火山防災マップ作成等へ

言っていたと家内は言う。とにかく日中常時張り付

の貢献が認められて岩手日報文化賞（学芸部門）を

いての目視観測は特に目の疲労があって体力的に苦

頂く栄誉に浴したが、家内ともども気持ちは沈んだ

労であり、噴気の変化を見逃すまいとすることや現

ままであった。また 2000 年 3 月『岩手山の地質−

象を見ていない人に状況を説明して分かってもらう

火山灰が語る噴火史−』を滝沢村教育委員会の協力

努力を続けることは精神的に苦労であった。そして

をえて出版した。本書は「火山防災書」として読ま

それらは苦痛に変わっていった。さらに買い物時な

れることを期待したが、「社員が書いた本の著作権

どに一部地元住民から「観測結果を発表するから観

は本来会社にあるはずだ」と主張するＢ常務には体

光客が来なくなるのだ」と言われることも二人を非

から力が抜けてゆく思いを味わった。

常に神経質にさせた。火山活動の実態を住民に知ら

噴気観測で疲れていた家内は私の退職勧告が引き

せなければいけないと思う使命感と風評被害を受け

金となって 2000 年には体調不良を訴えて歩くこと

る住民の思いとの板ばさみに陥った。いくつかの報

が難しくなり、2 階に上がることに拒否反応を示す

道機関は噴気観測の取材を希望したが、風評被害を

ようになっていた。そして 2001 年の或る早朝、息

生じさせたくないとの思いから断らせていただいた。

苦しく目を覚ますと家内が布団をまたいで上から私
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の首を締めていた。締める腕をほどいて気を落ち着

ＮＳ「岩手山火山防災検討会」の多くの仲間と取り

かせたが、不覚にもまた眠ってしまった。その朝首

組んできた岩手の防災活動が認められたものだった。

を締められたのを忘れていつもとおり台所の家内に

この時だけは喜びが沸いた。9 月 7 日岩手大学で開

挨拶すると「あなたは馬鹿だ、朝首を締めたのに」

催された定例検討会では仲間と大いに飲んだ。

と言われた。終わりのない絶望的な状況から抜け出

2002 年 2 月 22 日業績が悪化していた親会社は会

したい一心であったのだ。家内は観測による身体の

社更生法の適用を裁判所に申請した。その子会社で

疲れと緊張の連続による精神の疲れで倒れ 2001 年

ある地熱エンジニアリング㈱は地熱関係会社と連携

6 月 21 日から 11 月 30 日まで入院した。

して申請を出さずに頑張ったが親会社の破綻の影響
を回避できず 10 月 18 日大量の希望退職者を募った。

家内が入院中の噴気観測は出勤前と休日におこなっ
た。2001 年 7 月 1 日〜 10 月 13 日には東岩手山の入

社員・役員とも激しく動揺した。私は真っ先に希望

山規制が一時解除され、解除を待ちわびていた約

退職の手をあげた。気持ちはひとつだった。「これ

27,000 人が登山を楽しんだ。しかしこの朗報も沈ん

でラクになれる」。2002 年 12 月 20 日私は退社した。
2003 年 1 月 4 日岩手山火山防災の理解者であり最

だ気持ちを鼓舞するものとはならなかった。
同年 9 月 12 日それまでゆるやかに私を擁護する

後まで支援してくれた鷹觜守彦氏は死去した。地熱

姿勢をとり続けてくれた稲月勝哉地熱エンジニアリ

事業再建に取り組む心労が原因の若い死であった。

ング社長が死去した。会社存続に取り組む心労であっ

民間人の私にとって 5 年間の岩手山火山防災の現

た。そこに再び難しい問題が出た。私は同年 9 月

場は過酷であった。民間人が本気で火山防災に取り

12 日から 10 月 13 日まで中国チベット自治区の地熱

組んだ時その身に何が起こるか思考実験すれば容易

調査に出ることになった。出張期間のはじめ頃、家

に結論を得る。私の場合そのとおりの結末となった。

内は欠測を生じさせないように病院を短時間抜け出

阪神・淡路大震災をきっかけに社会への貢献を模索

して観測し家の雑務をこなした。これは当然のよう

しはじめたが、本来それをなすべきは公務員なのだ。

に症状を悪化させた。帰国後、海外に夫を送り出し

「減災の三角錐」あるいは岩手が提案する「減災の

ひとり入院している孤独感と不安感の深さを一変し

四角錐」の底辺にある「行政」そして多くの「研究

た形相から知った。私の両手を強く握り締めボロボ

者」は公務員ではないか、
「報道機関」である NHK

ロと涙を流し続けた。家内は標高 4,000m の高地で

は準国営企業ではないか。公務員が「真の」公僕で

毎日地質調査をする私のために陰膳を欠かさず供え

あれば減災は実現できるのだろう。

てくれていた。この調査では高地作業の影響で体重

1998 年からの火山防災の体験から考えるのは民

は 7kg 減って歯茎は下がり歯が浮き上がった。帰

間の防災専門家を活用してはどうかということであ

国後 1 週間は点滴を受けつつ寝ながら過ごした。私

る。防災行政は 2 〜 3 年毎の定期異動で職員が交代

は体力を失い体重は 3ヵ月間もどらなかった。家内

して部署の専門性を維持できない。仮に正職員とし

の入院の間、斎藤教授は何度も見舞って下さり、長

て防災専門家や防災行政を志す事務職が入庁しても

く話していた。人と話すことが家内にとって最良の

別部署への異動を余儀なくされる。行政は民間技術

治療であった。

力やノウハウの吸い上げを発注、行政委員会委員の

退院後も家内は観測を続けた。火山活動はゆるや

指名、公聴会などで行うが、その場限りであり、行

かな変化を続けていていつ終わるとも知れず、家内

政自体は旧来の発想と手法で運営され自己努力のみ

は一進一退の症状に苦しみ、家内の親戚からは観測

では変われる機会に乏しい。こうした行政機構内部

を止めるよう再三求められていた。これは重圧であっ

で岩手を知り岩手と協調して県土を作ろうとする身

た。会社では批判が続いていた。こうした不安定な

分保障された民間専門家が働くことは、行政が変わ

心理状態が長く続く中で書類の記載ミスが増え、記

る機会を提供するのではないか。今後の自然災害対

憶が飛ぶ、深く考えられないなどの芳しくない症状

応で行政機構内部に民間専門家が力を発揮する場が

が自分にもあらわれてきたのを感じるようになった。

提供されることを期待したい。

2002 年 9 月 4 日この年の防災担当大臣表彰（内閣
府）を受賞した。この受賞はこれまで斎藤教授とＩ
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は、滝沢村役場の藤原

「岩手山火山防災検討会」に参加して

治さんの努力の結果と思い

ます。

前橋 良明
（通研電気工業㈱商品企画プロジェクト課長）

この年の 10 月に、初めて岩手山へ登りこの緊急
岩手山の火山活動が活発化しはじめた、1999 年 4

通報装置を見てきました。8 時に登山を開始し、火

月の第 6 回ＩＮＳ「岩手山火山防災検討会」に通研

山防災検討へ参加した時は、夕方の 6 時を過ぎて懇

電気工業が参加して、私はその年の第 8 回検討会か

親会のみの参加となりましたが、やっと共通の認識

ら参加させて頂き約 5 年が過ぎました。

をもてたような気がし、火山防災検討会の一員にな
れたような思いがしました。

岩手大学工学部 7 号館の 612 ゼミ室に防災担当者
があつまり、緊張感のある議論を展開している中で、

2002 年には登山者カードの回収率が悪く、焼走

プレゼンテーションをさせて頂き、非常に緊張した

りと馬返しの登山道入り口に人感センサ付きのスピー

思いがあります。この当時、岩手山に対する思いは

カを設置し、登山者カードの回収率は 95％と大幅

皆同じだが、岩手県と周辺市町村の対応がうまく噛

に上昇しました。この音声は私どもの会社の女性の

み合っていないように感じられました。

音声を入力したもので、少なからず、回収率アップ
に貢献したものと思います。

双方の担当者とも未経験の事態に対してどう対応
したよいか分からないこと。そして出来れば関わり

また、懇親会席上は異業種交流会となります。自

は最小限に持ちたいという意識が表面化していた時

衛隊の方や警察の方々など普段は考えられない方々

期ではないかと思います。

と情報交換が出来ます。一番の思い出は，陸上自衛
隊岩手駐屯地への雪中見学です。懇親会席上で訪問

その後、火山防災検討会が中心（斎藤徳美先生と

の約束を行い、2 月の雪の中での施設見学となりま

土井宣夫先生）となって、
・ 観測網の強化

した。当方スーツに革靴の姿で 1 時間の施設見学は、

・「岩手山火山防災マップ」の作成

貴重な体験となりました。
火山防災検討会にもハイテクの波が押し寄せてき

・ 岩手山東側の一時入山規制緩和
といった諸問題をクリアしていくことで、参加者の

ています。報告手法の変化です。初めは全員 OHP

連帯意識が向上してきたように感じます。実際、回

による報告でしたが、盛岡地方気象台の小林

を重ねる毎に、何でも気兼ねなしに話し合える検討

んが始めたパワーポイントによる報告が一般的とな

会になってきました。

り、その後、国土地理院、国土交通省、関連企業の

徹さ

2001 年 7 月に岩手山東側の入山規制緩和がなさ

技術紹介等が追従するようになってきました。斎藤

れました。この時は、登山者の安全確保のために緊

先生もこのハイテク化に染まる時期が近いのではと

急通報装置を設置することとなり、2000 年の夏頃

考える今日この頃です。

から県と岩手山周辺の自治体が中心となって、緊急

私は当初、仙台から毎月第三土曜日に岩手大学工

通報装置の設置場所の確認や伝送路の検討を行いま

学部で行われる防災検討会へ参加していました。昨

した。この時期は、各メーカよりプレゼンテーショ

年（2003 年）の 4 月に岩手転勤となり、現在、盛

ン等の活動が行われ、私も火山防災検討会の中で何

岡市内に住んでおり、今年で 2 回目の冬を迎えるこ

回か実施させて頂いた思い出があります。

ととなりました。

緊急通報装置は防災行政無線を伝送路とした方式

検討会のメンバーも 2 年〜 3 年で入れ替わり、初

となり、災害時の情報伝達手段として最良の方式と

期の活動から参加しているメンバーも大分少なくなっ

なりました。今回は、音と光による緊急通報手段と

てきている中で、今回の活動の記録を残すことは有

なりましたが、当初、斎藤先生が考えていた光によ

意義なことであり、この貴重な火山対策資料の記録

る伝達手段と比較して機能アップしたシステムとなっ

作成に参加させて頂き誠に感謝します。

ています。
コストを掛ければ、当然、それなりの、信頼性の
あるシステム構築は容易ですが、限られた予算の中
で、今回のような優れたシステムの構築ができたの
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5. 住民
18℃にまでなりました。1999 年 5 月から 2004 年 7

噴気観測をつづけて
土井

小枝子（松尾村在住）

月までの観測で使った大学ノートは 32 冊、撮影し
た写真は約 5 万 5 千枚です（写真 2）。
観測は毎日です。外出は近所の店での買い物だけ

私の家は西岩手山の黒倉山山頂から北約７㎞の松
尾村柏台にあり、目の前に岩手山が広がっています。

でした。やっと取った畑仕事の日は、作業しながら

私の楽しみは、岩手山の四季の移り変わりを眺め、

観測ノートに記録しました。噴気が強くなると自転

近所の畑で野菜を育て、庭の草花をいじり、近所に

車で家に大急ぎで戻り、写真をとりました。こんな

たくさんある温泉にのんびり浸かることです。

私の姿を見て主人は誉めたつもりで「観測の鬼だ」

ところが 1998 年に始まった岩手山の火山活動は、

と言いましたが、誰のためにこんなに苦労している

1999 年に西岩手山の噴気活動となって目の前にあ

のかとたいへん腹が立ちました。この間に実兄が入

らわれました。同年 5 月、黒倉山の噴気が目立つよ

院し、死去しました。十分に見舞うこともできず苦

うになってきましたので、毎日 2 階のベランダから

しみました。観光客やスキー客を減少させる岩手山

見ていましたが、5 月 29 日、それまでにない強い

を観測していて、毎日心が痛みました。主人は会社

噴気が出て驚きました。そしてこの日から私の楽し

の業務と火山対策の板ばさみにあい、1999 年に所

みはこわれ、地獄が始まったのです。

長から「岩手山を取るか、会社を取るか決めろ」と
言われ、2000 年には主人ともども落ち込みました。

西岩手山の噴気を観測するため、夫の宣夫がカメ
ラ・望遠鏡・三脚 3 台を次々に買い込んできてベラ

観測の疲れはつもり、立っていることもできなくなっ

ンダに据え付けました。そして大学ノートに噴気状

て、2001 年 6 月から 11 月まで入院しました。入院

況を記録し始めたのです。しかし、主人は日中会社

の間に主人のチベット出張があり、たいへん不安な

に出ていて家にいません。その間はどうするのか主

思いをしました。退院後も体調がすぐれず、観測は

人は何も言いませんでした。しかし、背中がはっき

噴気が強い場合を除いて 30 分に 1 回に減らしました。

り言っていました、「お前が代わりにやれ」と。私

主人は 2002 年に会社を退職しました。私にとって

は火山とは無関係の主婦です。しかし、住民の一人

この 5 年間の噴気観測は、「苦」の一言につきます。

として今何かしなくてはと考え、観測しようと決め

しかし、2 階のベランダには斎藤徳美・浜口博之・

ました。そこでカメラの使い方やフィルムの入れ方

太田一也・井田喜明・中禮正明・村上

を教えてもらい、毎日、日の出から日没まで 2 階の

学・岡田

ベランダに座り、観測をつづけました。日に日に噴

など多くの方々が尋ね、励ましてくださいました。

気が強くなってきたため、ノートへの記録、写真の

ありがとうございました。先生方が来られた日は決

撮影、斎藤徳美先生や主人への噴気状況の電話連絡、

まって山が見えず残念でした。

弘・越谷

亮・小宮

信・荒牧重雄・小林哲夫先生

今回の経験で、昭和新山の誕生を記録した三松正

「西岩手山噴気ダイアグラム」の整理などで大忙し
。振幅の大きい微動が発生した日は、
でした（写真 1）

夫さんの苦労がわかりました。いつの日か、この観

深夜零時過ぎまでや日の出前から噴気に変化がない

測が終わりになることを祈ります。

か確認しました。ベランダの気温は 37℃から零下
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30 回、11 月 12 回、12 月 5 回、延べ 87 回）。その間

岩手山観測にボランティアで参加して
沼宮内

に、噴気の出る場所の数も、出る噴気の量も増えて

忠（盛岡市在住）

いきました。定性的な観測からだいぶ様子が分かっ
盛岡を離れて 40 年、岩手山のある風景はいつも

てきたので、場所や評価基準なども決めて、定量的

私の心の故郷であり活力の源泉でした。定年退職を

に 24 時間継続してデータをとり分析する方向へと

機会に故郷でゆっくり登山でも楽しもうと思って帰っ

発展して行きました。24 時間継続する観測映像は、

てきたら、岩手山が噴火の危機に見舞われておりびっ

テレビ岩手（下倉スキー場）と岩手めんこいテレビ

くりしました。この岩手山と周辺の景色・環境がい

（雫石スキー場）が自局のカメラで撮影記録したテー

つまでもそのまま残ってほしいという気持ちから、

プを貸してくれました。録画したテープは、毎週 1

今どのような状況で、どのようになるのかを正しく

回、1 週間分を借りに行き、次ぎの週にそれを返し

知り、もし噴火しても被害を少しでも軽減すること

て次ぎのテープを借りてくる方法で、私がテレビ局

が出来ないかなと思いました。かねがね地球科学の

に対応しました。大学の研究室の一角にモニターテ

勉強をしたいと思っていましたので、岩手大学の斎

レビやビデオデッキ、静止画プリンターなどを準備

藤徳美教授を訪ね、聴講生として先生の講義を受講

し、山本英和助教授、佐野

しながら、岩手山の噴火活動観測に何かお手伝い出

さんのご協力のもと、観測・分析が始まりました。

来ることはないだろうかとお願いしました。先生は

2000 年１月 19 日は特に強い噴気が出て、ヘリコ

快く受け入れて下さり 1999 年 4 月から地下計測研

プターでの観測も行われ、その日から 24 時間デー

究室の仲間に参加させて頂きました。

タの分析記録が始まりました。2000 年 1 月から 3 月

剛さんと両研究室の皆

1999 年には、岩手山の西側で、大地獄谷だけで

までは、大学院生の佐藤寿正君と私とで交代で映像

はなく黒倉山から姥倉山にかけての尾根や北側斜面

の分析評価を行い、コンピュータへのデータ入力は

で噴気が出始めました。岩手山は長い間噴火活動が

技官の野田

賢さんが行いました。2000 年 4 月か

無く平穏に推移してきたので、噴気や地震活動など

らは、越谷

信助教授と技官の野田さんの指導のも

火山活動のデータが無いそうです。斎藤教授をはじ

と、4 年生の卒業論文のテーマに取り上げて研究室

めとする研究室や専門家の皆さんの検討の中で、岩

の 4 年生が映像の評価・分析を行いました。新人の

手山の活動状況のデータベースを作る必要があると

4 年生が入ったときは、最初に、映像の見方、物理

いうことになり、その一端として、大地獄谷や黒倉

的意味、カメラの特性からくる見え方の特徴などを、

山から姥倉山にかけての尾根や北側斜面の、通常状

実際の映像を見ながら説明し、時々は一緒に映像を

態から噴気が出ている状態までデータの収集を、カ

見て、評価が正しいかを話し合ったりしました。卒

メラで見た映像を利用して出来ないかという案が考

論のテーマによって、噴気と地震との相関、気象条

えられました。NHK や民放のテレビ各社は、東西

件、季節変動、その他関連するデータとの相関関係

南北の各方向から岩手山が見える所に監視用カメラ

を調べたりアドバイスしたりもしました。4 年生が

を設置し、岩手山の噴火が起こったら捉えようと狙っ

休みのときは、私と野田さんで観測を続けました。

ていましたので、大地獄谷と黒倉山、姥倉山が見え

卒論生による観測・分析は、2002 年まで 3 年にわたっ

る下倉スキー場の映像を見せてもらえたらありがた

て、メンバーが変わりながら続きました。地震活動

いということになりました。

の低下のあとしばらくして噴気も次第に少なくなり、

噴気が強くなり始めた 1999 年 7 月はじめ、斎藤

2003 年には、卒論のテーマには適さなくなりました。

先生からの依頼により NHK へお願いに行き、下倉

噴気活動の減少と火山活動の鎮静化傾向に伴い、

スキー場に設置されたカメラの映像を見せてもらう

テレビ局の岩手山監視カメラも撤去の方向に向かい、

ことになりました。1999 年 7 月から 12 月まで、私

テレビ岩手は下倉スキー場のカメラを 2002 年 5 月

が随時 NHK へ行って、大地獄谷と、黒倉山から姥

17 日に撮影を停止し、以後、国土交通省の下倉カ

倉山にかけての尾根や北側斜面の、噴気状況を見せ

メラの映像に切り替えて収録していましたが、その

てもらい、写真を撮ってきて分析検討しデータを蓄

テープ収録も 2003 年 6 月はじめで終了しました。

積しました。
（7 月 15 回、8 月 7 回、9 月 18 回、10 月

岩手めんこいテレビも雫石スキー場からの映像を
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2003 年 8 月末で収録を終了しました。現在残って

一市民がボランティアで岩手山観測や防災活動に

いるのは、NHK のカメラだけとなりました。私の

参加するということは、地域住民の中に理解者の裾

テレビ局回りも 2003 年 8 月で終わりとなりました。

野を広げる意味で、防災の四角錐の考えからしても

2003 年 6 月からは国土交通省の下倉スキー場の

良いことと思われ、多くの方が自分の出来る形で参
加されることを期待しています。

カメラによる映像記録を見せてもらって観測してい
ますが、噴気データの分析・記録は続いています。

最後に、このような機会を与えて下さった斎藤先

斎藤先生のおかげで私も大学のメンバーに参加さ

生、土井宣夫さん、そして多くの方々のご指導とご

せていただき、若い学生の皆さんと一緒に火山の勉

厚誼に厚く御礼申し上げます。これからも出来ると

強と観測のお手伝いが出来ました。ＩＮＳ「手山火

ころで力を出していくボランティア精神でやってい

山防災検討会」にも参加し、様々な分野の方々と知

きたいと思いますので、よろしくお願い致します。

り合い、交流・意見交換し、人脈のネットワークが
広がったことは、本当にありがたいことです。
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はじめとする報道各社がペンション村にやって来ま

私達の本当の火山災害
三輪

亨（雫石町ペンションさんりんしゃ）

した。中継車を家の前の空き地にとめ取材をはじめ
たのですが、そのはやさは多分それまで何回も報道

ことの始まりは何時だったのか思い出せませんが

されていたからなのでしょう。18 軒を順番に回っ

ある頃から岩手山の火山性地震のニュースが大きく

て被害状況を聞いて周り勿論私のところにも来まし

取り上げられるようになりました。1998 年の春に

た。建物自体にはたいした被害がないと聞くとそれ

なると、だんだんと地震の回数も増え、それととも

きり来ません。一番ひどそうなペンションにはりつ

に、ひまな時には寝転がって本を読むことをなによ

き取材を続けたようです。被害の多少は地盤の固さ

りの楽しみとしている私にも有感地震が何回となく

によるもので、山の斜面を削って平らにしたところ

感じられるようになりました。なんとなくいやなゆっ

に建てたペンションは余り被害を受けず削った土を

たりとした揺れが 1 時間に何回も寝転んでいる背中

斜面に盛って平らにしたところに建った建物は大き

から感じられてきます。何時噴火してもおかしくな

な被害を受けました。映像で流される様は実態が良

いとの報道も見受けられるようになりました。商売

く分かると思っていましたが、その選択によってぜ

の宿泊予約にも大きく影響してきました。それでも

んぜん違った側面を見せるものだと思いました。収

東岩手山と西岩手山の火山タイプの差や災害マップ

納の面では引き戸のなかの物が全部飛び出し、引き

における降灰の予想などが明らかになってくると、

違い戸は飛び出して来るのを食い止めていました。

我がペンション村は直接的には被害を受けないので

固定電話の回線がパンクして使えなくなったのは理

はないかとの思いが湧いてきました。岩手山の場合、

解できましたが、携帯電話までまったく繋がらなく

実際の危険が迫るかなり前から噴火予想が頻繁に出

なってしまったのは実際にその場になってはじめて

され、対策に費やす時間が得られたのと同時に、観

分かりました。

光産業に身をおくわれわれからすると不必要に不安

報道各社だけでなくプロパンガスとボイラーの業

感があおられ客離れが進んだ感を強く持ちます。こ

者が連絡もしないうちに駆けつけてきてくれて点検

と噴火に関する限り実際には空振りでしたし、なか

してくれた時は本当にありがたかった。下の部落の

なか安全宣言に取り組めない状態が、すばやく対応

皆様からの炊き出し、菓子パンの差し入れ、今でも

した磐梯山の場合に比べて不満を感じさせるのも仕

感謝しています。人的被害も無く、建物の被害も震

方のないところでした。

度 6 弱の割には少なく済んだのではないかと思いま

1998 年 9 月 3 日の震度 6 弱の地震が岩手山火山活

す。水道が復旧するのも数日で済みました。もとも

動によってもたらされたものなのかどうかハッキリ

と営業用の建物だということでどのペンションも頑

しませんが、ペンション村の全員にとっては紛れも

丈に作られ、一軒あたりの土地も 300 坪前後と大き

なく同じものでした。どうやら夏のトップシーズン

く、間隔に余裕があったことも幸いだったのでしょ

も無事に終わり、快晴の夕暮れ時に犬の散歩から家

う。これが町中であったらとてもこんな程度では済

に帰り着いた丁度その時間に地震に襲われました。

まなかったと思います。

庭のその場に立っているのがやっとというなかでベ

こんな災害に負けていられない、明るく元気にな

ランダや階段に飾っておいた鉢植えの花々がバラバ

どと思いながらも今にして思えば異様な高揚状態に

ラと落ちてきます。どうやら揺れが収まった後で、

ありました。数日後には厄払いをかねてペンション

まずしたことは岩手山を振り仰いで噴火の場所を探

村の皆でバーベキューをやり生ビールを飲み騒ぎま

してみることでした。しかし秋晴れの澄んだ、夕暮

したし、その様子は TV で放映もされました。9 月

れの冷え込む大気の中で、山の様子は何の変化もな

半ばに予定されていたペンション村祭りは注目を浴

く見えました。

びて大盛況となりました。その余剰金で防災用の携

家の中は本や CD や食器、調味料などが散乱し足

帯無線を各軒数分買いました。それっきり使ったこ

の踏み場もありません。どうやら建物本体には被害

とが無いのは幸いと言うべきなのでしょう。祭りの

がなさそうだとわかり、とりあえず玄関周りを片付

賑わいは一瞬で、その秋はぱったりと客足が途絶え

けていたところ 30 分と経たない間に、テレビ局を

ました。本当に激減しました。県庁からは人がきて
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実態調査が行われその口利きで殆どのものが借金の
借り換えを行って 1 年の元金の据置期間を手に入れ
ました。
冬を前に火山活動が収まらず安全性を保てないと
の理由で岩手高原スキー場が休業を宣言しました。
これは痛かった。メインゲレンデの休業は一気に冬
の入込みが半減しただけに留まらずイメージダウン
ともなってそれ以外の客足にも計り知れない打撃を
あたえたと思います。6 年間、岩手高原が閉鎖され
ている間にスキー人口は全国的に半分以下に落ち込
み不景気の進行はどんどん進みグリーンシーズンも
客足は遠のく一方となりました。
18 軒のペンションが今は 12 軒になりさらに減る
でしょう。12 軒のなかでも他に仕事を持たざるを
得ないものもいるしその半分ほどしかペンション業
で暮して居ないのが現状です。地震、火山騒ぎがな
くても不景気の進行はありましたがここまで苦境に
落ち込まずに済んだのではと思います。地震で受け
た被害よりも我々のような観光業に携わるものにとっ
ては、その後の経済的苦境こそが最大のものであっ
たと思います。
今回、（2004 年）10 月 23 日に起きた新潟県中越
地震の様子を見るにつけ、自分たちの受けた被害が
あの程度で済んでよかったとも思いますがまた、生
活の基盤に対して受けたダメージがこれから何年も
影響を及ぼしつづけることを知っているだけに、本
当にお気の毒に感じています。
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報道を、多くの人が松川温泉側の被害と勘違いをして

1998 年岩手山をめぐる活動の活発化について
高橋

一行（松尾村松川温泉在住）

受け止めていたことが後々わかってきました。翌年に
なって岩手山の噴気活動が活発になり、これをめぐっ

1998 年に始まった岩手山火山活動の活発化。本

て噴気と噴煙、火山活動の活発化と噴火の違いが国民

来なら、そう命題するのが普通なのかもしれないの

一般に十分に浸透されていない中で大々的に報道さ

ですが、あえて「1998 年岩手山をめぐる活動の活

れたため、多くの人々が噴火したと勘違いをして、

発化」としたのはわけがあります。確かに、岩手山

今だ勘違いしている人がいることを、最近の出張で

の火山活動が活発化していたことは紛れもない事実

関西方面に出かけたときに知ることとなりました。

でしたが、同時に噴火までは至らなかった中で、人

また、火山活動活発化によって様々な火山活動に

為的な様々な活動がもたらした影響の方が遙かに大

起因する現象、たとえば笹枯れや熱水、噴気などに

きかったとの実感があったからです。

注目が集まる中、一部火山活動とは関係ない普通に
見られる現象までも火山活動と結びつけられて、検

私は岩手山の麓と言うよりは山中に近い松川温泉
で育ったためか、岩手山に対して特別な山という印

証する間もなく発表されたことは残念に思います。

象はまったくありませんでした。むしろ、庭先とい

このような中、雫石町が地元の視点に立った観測隊

う思いで、子供の時から姥倉山、黒倉山、大地獄へ

を結成したことは非常に頼もしいことと思いました。

出かけていました。特に今回の火山活動の活発化で

住民自らが現状をしっかりと把握し確認できるこ

注目されていた、これらの地域は岩手山の中でもっ

とが、研究者の報告や行政の防災施策に理解と協力

ともお気に入りの場所でした。

を引き出す近道ではないでしょうか。少なくとも私

さらに、日本で最初の松川地熱発電所のそばで、

自身はできうる限りの方法で現状を把握することを

温泉地という土地柄火山というものについて身近に

優先していたので、入山禁止を含む防災行政につい

感じていました。また、北海道伊達市の有珠山のそ

ては当然のことと思いましたし、斎藤徳美先生、土

ばによく行く機会があり、記憶の定かではない幼少

井宣夫博士の報道での会見についても、報道には出

の時でしたが、沸き上がる噴煙を見たことだけは強

てこない詳細を知っていたので理解を示すことがで

い印象として残っています。

きました。しかし、その他多くの地元住民は現状を

松川温泉は岩手山と八幡平に挟まれた秘湯の 1 つ

自ら確認することができないため、不信感を募らせ

で、今回岩手山の火山活動活発化で注目された姥倉

る人もいました。そのような人たちにも地元住民の

山、黒倉山から連なる西岩手山の山中あります。

私が写真や資料を見せて姥倉山や黒倉山の現状を説
明するとほとんどの人が火山活動の現状に驚き、諸

1998 年火山活動の活発化に伴い火山性地震が頻発し
ましたが、私が子ともの時から局所的な地震というの

先生方の会見と防災行政について理解を示されます。

は多々起きていました。これが火山活動に伴うものな

これも、突然の訪問にもかかわらず資料を見せてく

のか今となっては知る由もありませんが。このため当

ださった斎藤徳美先生のお陰と感謝しております。

初、1998 年から有感地震を含む火山性地震が頻発して

岩手山東側に遅れて今年 2004 年にようやく岩手

きたときには大きな不安や恐怖というのは感じません

山西側の入山禁止が解かれました。東側の入山禁止

でした。むしろ、山よりも人の動きの方が心配で、連

が解かれたときより、その周知活動が物足りなく感

日の報道や行政の対応について気にかけていました。

じるのは私だけでしょうか。私たちは火山活動活発

毎日のように火山性地震の観測地点として自分の住ん

化に際して、その後まで含めた人間の側の活動が地

でいる地域の名前が新聞やテレビで報道されることに

元を含めそれにかかわる多くに人たちにとって重要

不安を感じていました。実際に何の被害も出ていな

ではないかと考えます。これを終わりとせずスター

いにもかかわらず、観光客は大幅に減少しました。

トにして人間の側の活動が危機とならない協調体制

また、同年 9 月に発生した岩手県内陸北部地震では、

の構築を地元住民として願っています。

松川温泉には何の被害がなかったにもかかわらず、

この度は、地元住民として寄稿の機会を与えてい

雫石町側の一般県道雫石東八幡平線の一部崩落と滝

ただき感謝しております。今後とも岩手山同様よろ

ノ上温泉、葛根田地熱発電所に至る道路の崩落等の

しくお願いいたします。
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訓練は大がかりなものでした。

岩手山火山防災の取り組みと個人体験
津志田

貞子（玉山村自治会長）

陸上自衛隊の協力の基、河川がこわれた時を想定
した橋をかける訓練は、時代の流れを物語るかのよ
うに設備が整ったものでした。

東北地方には 18 の活火山があります。そのうち
の 1 つ岩手山は昔からみなさんに親しまれており、

昔であれば人の手でスコップなどの手作業だった

見る角度によっては、けわしくも見えたり、積雪の

かも知れないなーと想像しましたが、重機をもちい

時にはとても美しく見えたりしてます。

た作業ではみるみるうちに橋がかかり見ている者に
は、機能のすばらしさに目をうばわれました。

このような環境の中で岩手山のすそ野を走る国道

いつ災害が起きるかわからない状態の中で自衛隊

282 号線沿いに住んでいる私達にも、岩手山に異常
現象が発生した場合、避難にとまどうかと思われます。

の方々の 24 時間体制の勤務や、災害が起こった場

災難は忘れた頃やって来ると言われていますが、

合などの出動の支援活動に私は心より感謝いたして

私達の自治会でも高齢化率が高くなってきており、
また一人暮らしの世帯もあります。台風の時などは、

おります。
遠目からはいつも美しく高くそびえる岩手山であ
りますが、時には油断出来ない姿をさらす場合もあ

「お元気ですか、お変わりありませんか」と電話を

ります。

かけて確認します。しかし予測も出来ない事態になっ
た時、避難所まで行けるだろうかと心配になります。

1999 年、7 月には西側で笹が枯れたところもある

もしかすると（お年寄りであっても）防災無線をた

と聞きました。噴石、火砕流、溶岩流、融雪による

よりに避難しなければいけなくなると思います。

泥流などを考えると避難も大変であるが、反面山の
恵み水資源や、観光資源の 1 つでもある温泉なども

1998 年「岩手山火山防災マップ」が各家庭に配

大切な役目を果しています。

布になりましたが、風向き、地形条件、積雪時の場

今日では登山も再び出来るようになり、登山者に

合によっては、マップの通りには行かないだろうと

とってもまた楽しみの 1 つでもあると思います。

私は思います。そのためにも日頃から火山災害対策

ニュースや報道などによる三宅島の火山防災は、

検討委員会を設置して検討を行い、訓練や火山防災
シンポジウムなど防災意識をみんなで理解し、緊急

一人の死者も出さずに避難が出来たのは、三宅島火

の時に備えなければならないと思います。そして行

山防災経験の積み重ねがあったからだと指摘されて

政機関、防災関係の連携体制の維持と、食糧の確保

いました。
いつも平穏な玉山村であっては、他の地域での防

なども必要かと思います。

災経験の教訓を生かして防災活動を改めて検討して
参らなければならないと思います。経験出来ない部
分は訓練や情報シンポジウムなど各関係機関と連携
をとりながら災害被害は最小限にとどめるような努
力が必要になります。そして防災意識の高揚をはか
りながらこれからも日常変わりなく過ごして参りた
いと希望いたします。

私は戦前生まれで戦争も体験しており、本当に衣
食住の大切さも経験しました。
1998 年の火山活動は私達が住んでいる地域では、
さいわいにも被害はありませんでしたが、その時の
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風化というのは恐ろしい

忘れる間がないほど毎日のように揺れている地震や、

山下

年中行事のような台風災害などと違うところであり、

文男
（大船渡市在住・作家・津波災害史研究家）

やはり災害間隔が非常に長い津波とよく似ている。
岩手山の火山活動が活発化した 1998 年から、噴

噴火の直後は、こんなところには住みたくないと思

火活動と関係機関の対応、対策について関心を持ち

うほどだが、年月を経るごとにだんだんその恐怖感

つづけてきた。津波もさることながら、自然災害の

は薄れてくるし、50 年、100 年を経ると、全く過去

中でも最も始末におえないのが火山の噴火だと思っ

のことになり、ついには、その歴史を背負った、す

ているからだ。山を間近にした噴火への恐れと入山

ぐそこにある山が、いまも活火山であることさえ忘

規制による生活問題などもあって、周辺町村の方々は、

れ去られてしまう。この点は、津波災害とよく似て

取り分け不安な日々だったと察するが、それもこの

おり、実際にあった話だが、津波の直後には、戦々

夏（2004 年）
、7 年ぶりに解除されたので、まだ不安

恐々、汽船の汽笛を津波の襲来と間違えて山に走っ

材料はあるにしても、一応はほっとしておられるだ

たり、巫女による津波襲来の流言飛語を間に受けて

ろう。大事に至らなくて本当に良かったと思う。

の避難騒ぎが起こったりするが、70 年も経つと、
もう、ずうずうしくなって、然るべき根拠があって

その岩手山に代わって、この秋から岩手の災害史
にとって因縁浅からぬ浅間山の噴火が始まった。津

発令されている津波警報にも、勝手に自己判断して、

軽、南部・盛岡、仙台藩など、100 万人もの人々が

なかなか避難しようとしない。それどころか、だま

餓死した天明 3（1783）年の大凶作と大飢饉の原因

されて公民館で寒い一夜を過ごしてしまったなどと、

は、ヤマセによる深刻な冷害に加えて、時を同じく

気象庁や消防団への恨みつらみにまでなる。警報発

した、この浅間山の噴火による降灰が空を覆ったた

令中の入港規制で、折角の魚の値が下がってしまっ

めの日照不足であった。

た、この損害をどうしてくれるのだと大問題になっ

火山の噴火が始末におえないというのは、他の災

たこともある。おそらく津波直後だったら、銭、金

害なら、それぞれ効果に限界はあっても、例えば地

どころではない、津波が来なくてよかった、助かっ

震なら耐震建築ということがあるし、津波なら防潮

たと、ほっとして、そんなことを云う人はいないだ

堤の建造ということもありうる。けれども火山災害

ろう。風化というのは恐ろしい。

は、噴火予知は可能であるにしても、火山噴出物は

報道によると、岩手山の火山活動活発化に伴う入

概して規模が人間業による制御や抑制の範囲を超え

山規制をめぐっても、似たような疑問や非難が当局

ており、予め万全を期すことはほとんど不可能であ

者に寄せられたと聞く。勿論、間違いや不手際があ

る。降灰に至っては、その時々の風まかせであって、

れば改善しなければならない。が、危険は作り話と

人間業ではどうにもならない。

してあったのではなく、科学的な判断によるもので

もう一つ、火山の始末が悪いのは、災害期間が延々

あって、どんな人物にしろ、その危険を隠したり薄

として長いことである。津波などの場合は、せいぜ

めたりすることは許されない。海岸で暮らす人間が

い半日か一日程度であって、翌日からでも直ちに復

海の恩恵を受けて生活を成り立たせ、同時に津波な

興や再建のための活動に入れるが、火山は一度噴火

どのリスクを背負っていきているように、岩手山の

が始まったら最期、事は簡単に収まらない。近い例

周辺で暮らす人たちも、山と上手にお付き合いし、

で云うと、1990 年の雲仙・普賢岳の噴火は、終息

これからも良きにつけ悪しきにつけて山と共存して

まで 4 年の年月を要しているし、現に、伊豆・三宅

いかなければならない。人間、海山の恩恵は受ける

島の島民などは、噴火による全島避難からまる 4 年

が、リスクは一切御免という訳にはいかないのであ

たっても、有毒ガスなどのために未だに故郷の島に

る。一人の命も犠牲にすることなくこのリスクを乗

帰れないという気の毒な状態でいる。岩手山の場合

り切ったのは、まずもって良しとしなければならな

も、入山規制が 6 年もつづいたが、三宅島の島民た

いし、対応に追われてきた関係者のご苦労を多とす

ちの場合と比べて、諸事、不幸中の幸いであった。

るものである。

更にもう一つ。災害と災害の間、つまり災害間隔が
長いために風化し易いということもある。この点は、
478

あとがきにかえて
付け、研究機関、行政関係機関に報道機関を含めた、

岩手山で火山性地震が頻発し、防災体制の立ち上
げに奔走し始めてから、早くも 7 年近くが経過しま

使命感に燃えた関係者がスクラムを組んで自主的に

した。幸いにも、岩手山は噴火に至らず、2004 年 7

防災体制の構築を目指す実践の姿は「岩手方式」と

月 1 日からは全山での入山が解禁されました。火山

も称されています。迅速な火山防災体制の構築には、

性地震の発生や西岩手山での表面活動はなお継続し

ひと と ひと の交流に根ざした岩手ネットワー

ているものの、岩手山の噴火危機対応は一つの区切

クシステム（ＩＮＳ）
「岩手山火山防災検討会」の活

りを迎えたと考えております。

動が大きな役割を果たしたことも特筆すべきでしょう。
今回の岩手山の噴火危機対応の当初から関わった

噴火周期の長いわが国の多くの火山同様、岩手山
では活火山との認識も防災対応も皆無な状態でした。

一人として、斎藤の個人的な想いを少々述べさせて

多くの失敗と模索の中で、岩手山との共生への取り

戴くことをどうかお許しいただきたい。
小生の研究室は 1998 年 3 月末に、20 年余住み慣れ

組みは一定の前進を見ました。
民間人でありながら岩手山の噴火史の解明に力を

た工学部 2 号館から、新築された 7 号館の 6 階に移

注いでこられた土井宣夫博士、岩手山の観測体制の

動しました。研究棟の谷間から、目前には遮るもの

整備を進めてこられた東北大学の浜口博之名誉教授、

もなく雄大な岩手山が迫る高層ビルへの引っ越しで

このお二人の長年にわたる献身的な努力がなかった

した。そして、荷物も解かれないまま臨時火山情報

なら、「岩手山火山防災マップ」や「岩手山火山防

第 1 号が発表され、噴火危機対応に忙殺される事態

災ガイドライン」の迅速な策定とそれに基づく防災

となったのです。振り返れば運命的とも感じられます。

体制の立ち上げは不可能でした。

当時は 53 才、黒倉山の裸地をまっすぐに山頂まで休

それらの実務の推進には、建設省岩手工事事務所

まずに駆け登れたのが、入山解禁の最後の安全確認

（現：国土交通省岩手河川国道事務所）など多くの

の調査の際は 4 回も腰をおろして息をつくことにな
りました。研究生活の後半での 7 年間は決して短く

国の機関の大きなお力添えがありました。
地元岩手大学に火山観測の拠点がない欠点を補う

はありませんが、働き盛りの 50 代に全力をもって岩

べく、観測情報などを提供し助言いただいだ火山噴

手山と対峙することになったのは、
「天の意志」と考

火予知連絡会の井田喜明前会長をはじめ同会委員の

えるべきなのかもしれない…とも思っております。
手探りの当初から悩み考え模索し続けたことは、

先生方や大学、気象庁、国土地理院、防災科学技術
研究所、産業技術総合研究所などの防災、研究機関

いかにして地域の安全を確保するか、いつ、どんな

のご支援は地元関係者の大きな支えでした。

状況で、どこが、どのような判断をするか、そして、

太田一也先生をはじめとする雲仙普賢岳の関係者、
岡田

うにつくるのか、といった点でした。火山噴火予知

弘先生をはじめとする有珠山の関係者などに

は、 減災

その判断を防災実務に結びつけるシステムをどのよ
連絡会、気象庁、関係機関などの火山観測や防災へ

へ何をなすべきか、噴火経験に基づく

具体的なご指導を戴きました。
「減災の四角錐体制」

の支援、盛岡地方気象台の地域防災の実務にも踏み

の構築にご尽力戴いた増田寛也岩手県知事、岩手山

込む対応、岩手県知事の避難対応への助言、首長の

周辺 6 市町村の首長さんをはじめ、地元行政機関、

空振りも恐れず自らの責任で避難勧告を発するとの

防災関連機関、報道機関、民間企業、地域の方々な

認識などの意志形成を経て、場合によっては「岩手

ど、本当に多くの

と呼ばせて戴きたい方々

山の火山活動に関する検討会」が防災実務により踏

のご理解とご尽力がなければ今日の状況は生まれま

み込んだ助言を行なうとの体制が築かれました。そ

せんでした。

れは、一方で、検討会の学術的判断に関わる責任を

仲間

より重く位置付けることでもありました。

そして、その背景として、岩手の地では特有の地
域防災への考え方が育くまれていたことが指摘され

浜口教授が火山活動の微細な信号もキャッチして

ると思います。岩手山では、研究者・行政機関・報

危険性に関して適切な判断をして下さる、土井氏も

道機関・住民が互いに連携して「地域の安全」を守

長年の岩手山との付き合いから火山の息吹を感じて

る地域防災の在り方「減災の四角錐」が模索されま

適切な助言をしてくれる ･ ･ ･ と期待を込めて信じ

した。地域防災の担い手である住民を主体的に位置

つつ、灰色でも座長として白黒の決断を求められ
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ることは多分、いや必ず起きるだろう。生命の重さ

いとの思いで、私事を述べるわがままをさせて戴き

を鑑みるにつけ、気が小さく臆病な性格の小生にとっ

ました。

て、それは大きな大きな心の負担でありました。お

さて、入山の全面解禁と共に、岩手山に関して火

こがましいとのお叱りを覚悟で述べさせていただけ

山防災との視点での報道は激減し、噴火への危機意

れば、もしも、事前の判断が不適切で、住民の方々

識も急速に薄れつつあります。父なる山、岩手山の

の生命に関わる事態を引き起こしたならば、打ち拉

恵みを享受し、故にこの地を終（つい）の棲家とし

がれ、自責の念に苛まされつつ、まさに満身創痍で、

て生きる私たちにとって、健やかに懐に抱かれて暮

もはや待つものもいない生まれ故郷の秋田に向かっ

らす日々は望ましいものです。しかし、一方で私た

て、仙岩峠をトボトボと下るであろう我が姿が思い

ちは、初めて活火山岩手山の鼓動を捕らえ、その息

浮かんだこともありました。

吹から身を守ることの大切さを学びました。再び岩

振り返れば、2000 年 10 月 9 日の未明、人工地震

手山が目覚め、噴火危機対応が求められることが、

の発破が無事終って自宅へ戻る高速道路の上から、

私たちの生きている間にあるのかはわかりませんが、

言い知れぬ不安が沸き上がるのを感じるようになり

いつの日か訪れることは確かなのです。
この 7 年余に私たちが模索し築き上げた噴火危機

ました。そして、翌年の 2 月のある朝突然に、それ
まで同時に数件の決断を繰り返してきたものが、自

対応の成果は、その際に、各機関および

信をもっての即断が一つも出来なくなったのです。

何をなすべきかの大切な指針となります。その集大

冷汗、めまい、生への不安と死への恐怖心 ･ ･ ･ 自

成ともいえる本誌をとりまとめることは、噴火危機

律神経失調症とのことでした。対応の狭間の時間に

対応に携わった人々の責務であり、本誌は、後世に

点滴をし、湯につかり心を休めることとしました。

伝えるべき貴重な遺産として位置付けられる、と小

後日、先進地の経験を踏まえて防災対応への助言を

生は思うのです。

戴いてきた先達から

ひと が

今回の噴火危機対応の終りは、次の噴火に備える

長い間の緊張は誰しも大変な

スタートでもあります。

ことなのです。私も飲んでいましたよ。 と、小生

本誌の出版に際しては、企画・編集の実務に、岩

が処方されたのと同じ精神安定剤の名をあげられた

手県総務部総合防災室土井宣夫火山対策指導顧問、

時は、ふと気が楽になる思いがしました。

菊地真司主任に多大な労をとって戴きました。国土

そして、支えになったのは、1998 年 10 月、雫石
町の公民館での「岩手山火山防災マップ」の説明会

交通省東北地方整備局岩手河川国道事務所、関

の後に、老婦人が二人、手を握って語りかけてくれ

之所長および吉田桂治調査第一課長には多くのご支

た言葉でした。 テレビなどでは、勝手なことをいっ

援を戴きました。「岩手方式」の実践を伝えるべく

ている先生と思っていました。でも、こうして膝を

研究機関、防災関係機関、報道機関、民間企業、地

突き合わせてお話を聞いて、火山が大変難しいこと

域住民の方々には、資料の取りまとめや執筆を引き

がよくわかりました。あなた方の予測が外れたとし

受けて戴きました。また、個人としての体験や思い

ても私たちは決して恨んだりしませんよ。それより

を執筆戴いた方々には、岩手山と向き合った ひと

も、体を大切にして頑張ってくださいね。 多くの方々

としての率直な心情を述べて戴きました。通り一遍

のご厚情が復活を、そして長い火山との対峙を支援

の記録集ではない、関係者の想いが込められた内容

して下さったのだと、今でも熱い想いがこみあげて

になったものと自負しつつ、心から御礼申し上げさ

きます。

せて戴きます。本当にありがとうございました。
まぶしく輝く、我らが岩手山に親しみと畏怖の念

あえて我が情けない姿を曝したのは、地域の方々
の信頼感、 ひと

と

ひと

博

の心のつながりが、

をこめて、あとがきに代えさせて戴きます。

地域の安全を守る礎であることを、改めて訴えたか
2005 年 3 月 1 日

ったからなのです。この 7 年間を思い返せば、何百
ペ−ジの本に書いても書き切れない程多くの出来事

「岩手山の火山活動に関する検討会」座長

がありました。でも、おそらく、唯一の公式記録集

「岩手山火山災害対策検討委員会」委員長

になるであろう本誌にこのことだけは記しておきた

斎藤徳美
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資料1: 1998年岩手山噴火危機対応に関する文献一覧
1998年1月から2004年7月までの期間の岩手山とその周辺地

hydrothermal system around Quaternary granite in the

域の現象および火山防災に関わる文献を掲載している。

Kakkonda geothermal system, Japan. Geothermics, vol.27,
no.5/6, 663-690.
月刊地球，
土井宣夫（1999）岩手山の縄文時代以降の噴火史．

【A】
浅沼優子・石川みち子・三浦まゆみ・平野昭彦・横澤せい子・石

vol.21，
no.5，
257-263．

井真紀子・岩渕光子・野崎智恵子（2000）岩手山火山災害

火山噴火予知
土井宣夫（1999）岩手火山における地熱活動．

第31回日本看護
の防災に関する地域看護職の意識と実践．

連絡会会報，
no.74，
13-16．
土井宣夫（1999）岩手山の噴火史と山体構造からみた平成10

学会抄録集−地域看護−，
56．
吾妻

崇・粟田泰夫・吉岡敏和・伏島祐一郎（1999）1998年岩

岩手大学地域共同研究センター平成10年
年の火山性活動．

手県内陸北部の地震と雫石盆地西縁断層帯の古地震活動．

土井宣夫・梶原竜哉・青山謙吾（1999）水準測量による1998年

地球惑星科学関連学会合同大会予稿集，
Sb-P018．
吾妻

崇・粟田泰夫・吉岡敏和・伏島祐一郎（1999）1998年9

9月3日岩手県内陸北部地震前の岩手山南西部の隆起運動．

月3日岩手県内陸北部の地震に伴う地震断層（篠崎地震断

火山，
vol.44，
no.5，
255-260．

のトレンチ掘削調査．
地質調査所速報，
no.EQ/99/3，
平成
層）

土井宣夫・土井小枝子・斎藤徳美・浜口博之（1999）西岩手山

平成11年9月
10年度活断層・古地震研究調査概要報告書，

の1999年の表面現象．
日本火山学会講演予稿集，
no.2，
146．
土井宣夫・越谷

工業技術院地質調査所，
19-27．
吾妻

崇・粟田泰夫・吉岡敏和・伏島祐一郎（2000）1998年9

信・古澤

明・佐藤寿正・入澤恵子・矢内桂

三（1999）岩手山における約6,000年前以降の火砕サージ堆

月3日岩手県内陸北部の地震に伴う地震断層（篠崎地震断

積物群の特徴．
日本火山学会講演予稿集，
no.2，
128．
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地震予知連絡会会報，
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粟田泰夫・吉岡敏和・吾妻

度年報，
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崇・伏島祐一郎（1999）1998年9
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信高・矢内桂三（1999）東岩手火山の過去1,000年間の噴出

地震
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Vd-P002．
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葛根田地熱地域の
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防災科学技術研究所火山噴火調査研究室（1998）岩手山の

地震活動と葛根田花崗岩の形状．
日本火山学会講演予稿集，

火山活動．
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7-9．

no.2，
80．
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成11年度年報，
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（5万
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（文責：岩手県総合防災室

土井宣夫）

資料 2 : 岩手山火山情報発表状況一覧（1998年3月17日〜2002年10月16日）
火山情報発表状況（1998年）

第 1号

1998年

本表のマグニチュード
（M）
は発表当時の値で表記されている。

3月17日 18時10分

第 2号

3月20日 14時00分

第 3号

3月27日 14時00分

第 4号

4月 3日 14時00分

第 5号

4月13日 14時00分

第 6号

4月24日 15時00分

第 1号

4月29日 16時50分
第 7号

4月29日 18時30分

第 8号

4月30日 14時00分

第 9号

5月 1日 16時45分

第10号

5月 3日 14時30分

第11号

5月 6日 14時30分

第12号

5月 7日 16時45分

第13号

5月11日 15時30分

第14号

5月15日 15時30分

第15号

5月22日 14時00分

第16号

5月29日 14時00分
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3月12日から東北大学の傾斜計・
体積歪計に同時変化。2月18日から
火山性地震多い。
東北大学の傾斜計・体積歪計の変化
引き続き観測される。3月19日から
火山性地震増え、
やや大きな地震
含まれる。
東北大学の傾斜計・体積歪計の変化
引き続き観測される。3月19日90回
その後減少傾向。
東北大学の傾斜計・体積歪計の変化
引き続き観測される。3月19日90回
その後減少傾向。
東北大学の傾斜計・体積歪計の変化
引き続き観測される。4月7日31回と
やや増加。
東北大学の傾斜計・体積歪計の変化
引き続き観測される。4月15日31回と
増減くり返し。
4月29日15時前後多数の火山性地震。
15時00分Ｍ2.7。傾斜計等のデータに
大きな変化。
西側を震源とする地震急増。傾斜計
と体積歪計15時前から大きく変化。
地震回数16時以降急激に減少。傾斜
計・体積歪計従来の変化傾向に戻っ
ている。
表面現象異常無し。網張温泉に震度
計設置し観測開始予定。
傾斜計・体積歪計の変化引き続き観
測される。網張温泉に震度計5月1日
18時から観測開始。
傾斜計・体積歪計の変化引き続き観
測される。地震回数やや多い。5月4日
（長山震度１）。
11時30分頃Ｍ2.5発生
傾斜計・体積歪計の変化引き続き観
測される。地震回数やや多い。5月7日
（長山震度3）。
03時00分頃Ｍ3.3発生
傾斜計・体積歪計の変化引き続き観
測される。地震回数やや多い。5月11
日08時32分頃Ｍ2.8発生
（長山震度3）。
（5月8日から観測
八幡平監視カメラ
表面現象異常無し。
開始）
西側を震源とする地震やや多い状
態続いている
西側を震源とする地震やや多い状
態続いている
西側を震源とする地震やや多い。
（長山震度2）
。
29日04時56分頃M2.8発生

火山情報発表状況（1998年）
第17号

1998年

本表のマグニチュード
（M）
は発表当時の値で表記されている。

6月10日
第18号

第19号
第 2号

6月19日
6月24日

第20号
第21号
第22号
第23号
第24号
第25号
第26号
第27号
第28号
第29号
第30号
第 3号

西側を震源とする地震回数依然
やや多い。
6月9日第78回噴火予知連検討結果
14時00分
（マグマの活動に起因した火山活動
の活発化を示している。活動がさら
に活発化する可能性がある）。
現地調査で、
大地獄谷で噴気温度の
11時30分
上昇と泥噴出跡を確認。
活動が活発した場合には噴火の可能
16時00分 性あり。23日・24日低周波地震、24日
火山性微動観測。
活発な地震活動続く
16時00分 微動発生、
14時00分 活発な地震活動続く
活発な地震活動続く
14時00分 微動発生、
活発な地震活動続く
14時00分 微動発生、
活発な地震活動続く
15時00分 微動発生、
活発な地震活動続く
15時00分 微動発生、
活発な地震活動続く
15時00分 微動発生、
活発な地震活動続く
14時00分 微動発生、
活発な地震活動続く
14時00分 微動発生、
14時00分 活発な地震活動続く
14時00分 活発な地震活動続く
10日08時29分頃から振幅の大きい
09時00分
火山性微動と火山性地震観測
（M2.5）
。
活発な地震活動続く
10時30分 微動発生、
活発な地震活動続く
16時30分 微動発生、
活発な地震活動続く
14時00分 微動発生、
活発な地震活動続く
14時00分 微動発生、
活発な地震活動続く
14時00分 微動発生、
活発な地震活動続く
19時20分 微動発生、
活発な地震活動続く
14時00分 微動発生、
活発な地震活動続く
14時00分 微動発生、
14時10分 活発な地震活動続く
活発な地震活動続く
14時00分 微動発生、
14時00分 活発な地震活動続く
活発な地震活動続く
14時00分 微動発生、
14時00分 活発な地震活動続く
活発な地震活動続く
14時00分 微動発生、
活発な地震活動続く
14時00分 微動発生、
活発な地震活動続く
14時00分 微動発生、
活発な地震活動続く。
微動発生、
14時45分
大地獄谷の噴気活動変化なし
活発な地震活動続く
14時00分 微動発生、
活発な地震活動続く
14時30分 微動発生、
活発な地震活動続く
14時15分 微動発生、
地震活動続く
14時15分 微動発生、
震活動続く
14時45分 微動発生、
地震活動続く
14時30分 M3.4の地震発生、
震活動続く
11時30分 微動発生、

6月 5日 14時00分

6月25日
6月26日
6月27日
6月28日
6月29日
6月30日
7月 3日
7月 6日
7月 7日
7月 8日
7月 9日
7月10日

第31号
第32号
第33号
第34号
第35号
第36号
第37号
第38号
第39号
第40号
第41号
第42号
第43号
第44号
第45号
第46号

7月10日
7月10日
7月11日
7月12日
7月13日
7月14日
7月15日
7月16日
7月17日
7月21日
7月24日
7月27日
7月29日
7月31日
8月 3日
8月 5日

第47号

8月 7日

第48号
第49号
第50号
第51号
第52号
第53号
第54号

8月10日
8月14日
8月18日
8月21日
8月25日
8月28日
8月31日
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本表のマグニチュード
（M）
は発表当時の値で表記されている。

火山情報発表状況
（1998年）
第 4号

1998年
第55号
第56号
第57号
第58号
第59号
第60号
第61号
第62号
第63号
第64号
第65号
第66号

第 5号
第67号
第68号
第69号
第70号
第71号
第72号
第73号
第74号
第75号
第76号
第77号

9月 3日
9月 3日
9月 4日
9月 5日
9月 6日
9月 7日
9月 8日
9月 9日
9月11日
9月18日
9月25日
10月 2日
10月 9日
10月13日
10月16日
10月23日
10月30日
11月 6日
11月13日
11月20日
11月27日
12月 4日
12月11日
12月18日
12月25日

17時15分
23時20分
16時30分
14時00分
14時00分
14時00分
14時00分
15時30分
14時30分
14時20分
14時30分
14時10分
14時00分
18時20分
14時00分
14時00分
14時00分
14時00分
14時20分
14時20分
14時00分
15時00分
14時00分
14時00分
14時00分

M6.1、
長山6弱
山頂の南西約10km、
表面的な火山活動異常なし
地震活動徐々に減衰
余震活動徐々に減衰
余震活動の推移
余震活動の推移
余震活動の推移
岩手山西側の地震引き続き発生
岩手山西側の地震引き続き発生
M2.4とM2.5の地震発生
西側で震度2の有感地震発生
火山性微動引き続き発生
火山性微動引き続き発生
火山噴火予知連が統一見解発表
火山性微動引き続き発生
火山性地震引き続き発生
震動観測の結果
遠望、
震動観測の結果
遠望、
震動観測の結果
遠望、
遠望、
震動観測の結果等
震動観測の結果等
遠望、
遠望、
震動観測の結果等
震動観測の結果等
遠望、
遠望、
震動観測の結果等
震動観測の結果等
遠望、
緊急火山情報
臨時火山情報
火山観測情報
合計

（1999年）
火山情報発表状況
第 1号
第 2号
第 3号
第 4号
第 1号
第 5号
第 6号
第 7号
第 8号
第 9号
第10号
第11号
第12号
第13号
第14号
第15号
第16号
第 2号
第17号
第18号
第19号

1999年

1月 5日
1月14日
1月22日
2月 1日
2月 2日
2月12日
2月26日
3月12日
3月26日
4月 9日
4月20日
4月23日
5月14日
5月22日
5月22日
5月23日
5月24日
5月25日
5月28日
5月29日
6月11日

14時00分
14時00分
14時00分
14時00分
18時10分
14時00分
14時00分
14時00分
14時00分
14時00分
14時00分
14時00分
14時00分
20時35分
22時10分
11時10分
14時00分
18時00分
14時00分
17時40分
14時00分

500

遠望、
震動観測の結果等
昨年の活動結果等
観測結果、
遠望、
上空からの活動結果
震動、
震動観測の結果等
遠望、
火山噴火予知連の統一見解
遠望、
震動観測の結果等
遠望、
上空からの活動結果
震動、
震動観測の結果等
遠望、
遠望、
上空からの活動結果
震動、
遠望、
上空からの活動結果
震動、
20日午前の地震活動のついて
遠望、
上空からの活動結果
震動、
遠望、
上空からの活動結果
震動、
M3.4の地震、
雫石町長山で震度4
遠望観測結果
その後の地震、
遠望、
上空からの活動結果
震動、
遠望観測の結果
震動、
火山噴火予知連の統一見解
遠望観測の結果
震動、
通常より多い
黒倉山の噴気量、
震動、
遠望観測の結果

0回
5回
77回
82回

本表のマグニチュード
（M）
は発表当時の値で表記されている。

火山情報発表状況
（1999年）
第20号
第21号
第22号
第23号
第24号
第25号
第26号
第27号

1999年

第28号
第29号
第 4号
第30号
第31号
第32号
第33号
第34号
第35号

6月29日
7月 9日
7月30日
8月12日
8月27日
9月13日
9月24日
10月 8日
10月18日
10月29日
11月12日
11月12日
11月12日
11月13日
11月16日
11月26日
12月10日
12月22日

14時00分
14時00分
14時00分
14時00分
15時00分
14時00分
14時40分
14時00分
18時00分
14時00分
14時00分
21時30分
22時40分
11時20分
21時00分
14時00分
13時30分
14時00分

現地観測の結果
震動、
遠望観測の結果
震動、
遠望観測の結果
震動、
震動、
遠望観測の結果等
遠望観測の結果等
震動、
北斜面噴気量通常より多い
大地獄谷付近の地震増加
大地獄谷等の噴気量時々多い
火山噴火予知連の統一見解
大地獄谷等の噴気量時々多い
4日に岩手山西側で噴気量多い
20時54分に振幅の大きいな振り切れ微動
微動は発生後に地震が多発
表面現象に異常が認められない
火山噴火予知連会拡大幹事会の見解
活動は微動発生前の状態に戻る
噴気はたびたび多くなった
噴気はたびたび多くなった
緊急火山情報
臨時火山情報
火山観測情報
合計

0回
4回
35回
39回

緊急火山情報
臨時火山情報
火山観測情報
合計

0回
1回
19回
20回

火山情報発表状況
（2000年）
2000年

第 3号
第 4号
第 5号

1月 7日
1月28日
2月 4日
2月10日
2月24日
3月 7日

第 6号

3月 7日 20時10分

第 7号

3月10日 13時30分

第 8号
第 9号
第10号

4月14日 13時30分
5月12日 13時30分
5月22日 20時00分

第11号

6月 9日 14時00分

第12号

6月22日 09時30分

第13号

7月12日 14時00分

第14号

8月10日 14時00分

第15号

9月11日 14時00分

第16号

10月11日 14時00分

第17号
第18号
第19号

11月1日 19時15分
11月14日 14時00分
12月14日 14時00分

第 1号
第 2号
第 1号

14時00分
14時00分
18時00分
14時00分
10時00分
17時40分
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地震発生状況・表面現象
地震発生状況・表面現象
火山噴火予知連の統一見解
3日・8日振幅の小さい微動発生
02時20分大松倉付近Ｍ2.9 長山震度3
17時10分犬倉山付近Ｍ3.8 長山震度4
17時09分Ｍ2.7･17時36分Ｍ2.4
長山震度2・1
3月7日の地震発生後回数は
一時的に増加
地震発生状況・噴気量のやや多い状態
西小沢で新たな噴気孔群観測
火山噴火予知連の検討結果
西岩手の一部で植生の立ち枯れが
進んでいる
大地獄谷で亜硫酸
現地観測結果、
ガス観測される
西側で微小な低周波地震6月に
入ってやや増加
地震発生状況・噴気量一時的に
多い状態
地震発生状況・噴気量一時的に
多い状態
亜硫酸ガス今回観測
現地観測結果、
されない・表面現象前回と変化なし
火山噴火予知連の検討結果
地震・微動・噴気の状況
地震・微動・噴気の状況

本表のマグニチュード
（M）
は発表当時の値で表記されている。

火山情報発表状況
（2001年）
第 1号
第 2号
第 3号
第 4号

2001年

1月16日
2月 6日
3月15日
4月11日

14時00分
14時00分
14時00分
14時00分

第 5号

5月16日 14時00分

第 6号
第 7号

5月29日 14時00分
6月25日
13時00分

第 8号
第 9号
第10号

7月18日 14時00分
8月16日 14時00分
9月18日 14時00分

第11号

10月12日 14時00分

第12号
第13号
第14号

10月23日 10時00分
11月15日 14時00分
12月19日 14時00分

地震発生状況・表面現象
予知連の検討結果と地震状況・表面現象
地震発生状況・表面現象
4月1日長山震度1・噴気の状況
・5月5日火山性
5月2日長山震度１
微動・噴気の状況
予知連の検討結果
6月20日〜21日の現地観測結果・
5月27日火山性微動・噴気の状況
地震発生状況・表面現象
地震発生状況・表面現象
地震発生状況・表面現象
10月3日〜4日の現地観測結果・
10月6日火山性微動・噴気の状況
予知連の検討結果
地震発生状況・表面現象
地震発生状況・表面現象

（2002年）
火山情報発表状況

第 1号

第 2号

第 3号

第 4号

第 5号

第 6号

第 7号
第 8号
第 9号
第10号
第11号
第12号

2002年

緊急火山情報
臨時火山情報
火山観測情報
合計

0回
0回
14回
14回

緊急火山情報
臨時火山情報
火山観測情報
合計

0回
0回
12回
12回

1月5日と6日に各1回の火山性微動
1月16日 14時00分 観測。西岩手山の噴気活動やや活発
な状態続く。
第91回予知連の検討結果 噴気活動は
2月 4日 10時00分 活発な状態が続く。今後も火山活動に
注意が必要。
西岩手山の噴気活動は活発な状態が
2月19日 14時00分 続く。2月3日に観測開始以来最も高い
300ｍの噴気観測。
西岩手山の噴気活動は活発な状態が
3月20日 14時00分 続く。2月3日に観測開始以来最も高い
300ｍの噴気観測。
西岩手山の噴気活動やや活発な状態
4月17日 14時00分 が続く。3月22日と4月10日に各1回の
火山性微動観測。
東岩手山で一時的な地震活動
（低周波
5月16日 14時00分 地震）
の活発化が見られたが、
火山活
動に大きな変化なし。
第92回予知連の検討結果
5月24日 10時00分 噴気活動がやや活発な状態が続く。
今後の火山活動の推移に注意が必要。
6月18日 14時00分 岩手山の火山活動に大きな変化なし。
7月19日 14時00分 岩手山の火山活動に大きな変化なし。
8月20日 14時00分 岩手山の火山活動に大きな変化なし。
9月20日 14時00分 岩手山の火山活動に大きな変化なし。
第93回予知連の検討結果 岩手山で
地殻変動、
噴気活動とも
は、
地震活動、
10月16日 11時00分
に低下している。
火山観測情報の定期的な発表の終了。
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（気象庁資料）

資料3 : 月別地震回数一覧（1998年1月〜2004年12月）
東北大学松川観測点で計測された地震の回数
1998年1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1999年1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2000年1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2001年1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月

22
68
424
764
1283
1806
1725
1140
1801
387
238
208
255
192
227
246
378
258
199
168
194
114
178
121
217
141
160
80
101
97
72
93
92
108
97
55
83
84
55
61
62
58
79
88
47
90
44
19

2002年1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2003年1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2004年1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月

9866

2530

1313

65
35
60
127
64
91
42
67
42
39
43
51
36
22
28
59
114
33
69
37
49
90
35
22
58
41
44
42
43
55
66
61
37
36
44
32

726

594

559
（気象庁資料）
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資料4 : 有感地震一覧（1998年5月1日〜2004年9月30日）
雫石町長山の有感地震観測表（1998年）
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

5月 4日
7日
11日
19日
20日
29日
6月 9日
11日
19日
21日
21日
23日
25日
25日
28日
7月 5日
5日
5日
10日
10日
10日
12日
20日
24日
25日
8月 7日
16日
26日
28日
30日
9月 3日
3日
3日
3日
3日
3日
3日
3日
4日
4日
5日
5日
8日
16日
18日
10月 24日
12月 2日
24日

11時30分
03時00分
08時32分
07時00分
03時45分
04時56分
05時40分
08時49分
00時36分
03時23分
09時52分
07時06分
05時38分
06時38分
15時45分
06時11分
17時28分
17時30分
04時39分
04時41分
08時31分
09時06分
05時58分
06時04分
03時41分
11時24分
14時20分
11時31分
09時23分
20時13分
11時01分
16時58分
17時10分
17時18分
19時22分
19時24分
21時25分
21時57分
04時41分
12時46分
03時34分
09時46分
13時30分
05時16分
15時22分
14時57分
11時41分
02時26分

１．
９
２．
９
２．
４
１．
７
１．
８
２．
３
１．
４
１．
２
２．
５
２．
１
１．
６
１．
６
２．
３
２．
０
１．
５
２．
０
３．
９
２．
７
１．
６
１．
７
１．
８
１．
０
２．
３
１．
５
２．
２
１．
４
２．
１
１．
７
３．
２
１．
２
１．
６
６．
２
４．
３
３．
４
２．
５
２．
９
４．
０
３．
３
２．
０
１．
０
１．
７
２．
０
２．
４
２．
０
２．
２
２．
５
２．
５
１．
８
504

１
３
３
１
１
２
１
１
１
１
１
１
１
２
１
２
３
２
１
１
１
１
２
１
２
１
１
１
３
１
１
６弱
２
１
１
２
３
１
１
１
１
１
１
１
２
１
２
１

岩手県内陸北部
岩手県内陸北部
岩手県内陸北部
岩手県内陸北部
岩手県内陸北部
岩手県内陸北部
岩手県内陸北部
岩手県内陸北部
岩手県内陸北部
岩手県内陸北部
岩手県内陸北部
岩手県内陸北部
岩手県内陸北部
岩手県内陸北部
岩手県内陸北部
岩手県内陸北部
岩手県内陸北部
岩手県内陸北部
岩手県内陸北部
岩手県内陸北部
岩手県内陸北部
岩手県内陸北部
岩手県内陸北部
岩手県内陸北部
岩手県内陸北部
岩手県内陸北部
岩手県内陸北部
岩手県内陸北部
岩手県内陸北部
岩手県内陸北部
岩手県内陸北部
岩手県内陸北部
岩手県内陸北部
岩手県内陸北部
岩手県内陸北部
岩手県内陸北部
岩手県内陸北部
岩手県内陸北部
岩手県内陸北部
岩手県内陸北部
岩手県内陸北部
岩手県内陸北部
岩手県内陸北部
岩手県内陸北部
岩手県内陸北部
岩手県内陸北部
岩手県内陸北部
岩手県内陸北部

雫石町長山の有感地震観測表（1999年）
１
２
３
４
５
６

49
50
51
52
53
54

3月 9日
5月 9日
22日
22日
22日
6月 13日

07時18分
01時56分
19時09分
19時11分
19時17分
07時59分

１．
４
２．
２
４．
０
１．
３
１．
６
３．
３

１
２
４
１
１
３

岩手県内陸北部
岩手県内陸北部
岩手県内陸北部
岩手県内陸北部
岩手県内陸北部
岩手県内陸北部

02時19分
17時09分
17時10分
17時36分
09時25分

２．
４
２．
３
４．
３
１．
９
１．
４

３
２
４
１
１

岩手県内陸北部
岩手県内陸北部
岩手県内陸北部
岩手県内陸北部
岩手県内陸北部

16時33分
12時43分

１．
１
２．
６

１
１

岩手県内陸北部
岩手県内陸北部

08時24分

３．
２

１

秋田県内陸南部

06時51分
07時51分

２．
５
３．
２

１
１

岩手県内陸北部
岩手県内陸北部

18時18分

１．
８

１

岩手県内陸北部

雫石町長山の有感地震観測表（2000年）
１
２
３
４
５

55
56
57
58
59

2月 24日
3月 7日
7日
7日
6月 14日

雫石町長山の有感地震観測表（2001年）
１
２

60
61

4月 1日
5月 2日

雫石町長山の有感地震観測表（2002年）
１

62

5月 4日

雫石町長山の有感地震観測表（2003年）
１
２

63
64

4月 30日
5月 24日

雫石町長山の有感地震観測表（2004年）
１

65

8月 8日

（気象庁資料）
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資料5 : 岩手山地震活動
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507

508

509

（1〜8はすべて気象庁資料）
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資料6:岩手山登山者数一覧（2001年〜2004年）
平成16年度岩手山入山者数

７月
８月
９月
10月
計

359
338
240
94
1,031

5,065
2,519
2,336
842
10,762

2,762
987
554
182
4,485

9
12
19
12
52

8,195
3,856
3,149
1,130
16,330

4,346
3,730
2,995
1,491
12,562

3,002
1,285
967
421
5,675

21
18
36
1
76

7,806
5,452
4,428
2,150
19,836

5,392
3,333
4,134
1,829
14,688

3,515
1,162
1,100
455
6,232

23
22
38
30
113

9,379
4,835
5,803
2,612
22,629

5,596
4,668
5,033
1,424
16,721

3,849
1,812
1,769
493
7,923

152
15
32
23
222

10,268
7,071
7,472
2,175
26,986

91.6％
94.5％
95.9％
94.5％
93.9％

88.9％
91.9％
93.9％
94.9％
91.8％

1,362
788
460
228
2,838

94
53
31
25
203

43
54
33
21
151

1,499
895
524
274
3,192

9,694
4,751
3,673
1,404
19,522

平成15年度入山者数

７月
８月
９月
10月
計

437
419
430
237
1,523

平成14年度入山者数

７月
８月
９月
10月
計

449
318
531
298
1,596

平成13年度入山者数

７月
８月
９月
10月
計

671
576
638
235
2,120

下山者カードの回収率
７月
８月
９月
10月
計

77.0％
91.7％
93.2％
93.1％
86.5％

（岩手県総合防災室資料）
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資料7 :岩手山周辺6市町村観光客入込み数
岩手山周辺市町村の観光客入込み数
3,935,294 3,936,457 4,052,971 3,949,641 3,715,282 3,703,132 3,743,228 3,749,134 3,767,507 3,805,754
2,976,293 3,441,726 3,578,311 3,119,584 2,986,836 2,860,682 2,780,047 2,782,893 2,713,170 2,930,222
662,587
261,493
280,164
272,642
259,512
184,271
307,050
345,076
781,937
676,798
203,762
227,485
228,768
219,112
226,573
190,225
199,813
202,452
222,739
212,036
3,326,872 2,819,351 2,917,070 2,743,299 2,341,334 2,344,371 2,332,481 2,271,439 2,058,225 2,003,158
431,200
422,560
481,540
404,470
462,830
405,830
415,860
377,520
400,400
384,500
41,432,889 39,363,535 41,589,158 40,003,617 37,614,384 38,235,823 39,071,344 39,255,148 38,710,795 38,123,622

岩手山周辺地への観光客の入込み数（県内客）
366,460
506,447
305,172
119,948
629,485

383,416
485,997
304,748
113,663
563,213

347,437
494,713
285,498
113,969
608,361

379,977
456,430
265,488
112,474
557,840

406,052
418,972
358,132
72,666
469,956

447,349
273,397
296,174
157,735
442,896

410,425
322,221
280,027
174,304
471,276

428,466
301,379
269,103
197,776
453,898

404,411
348,711
208,855
186,163
388,893

379,749
417,890
216,200
177,873
364,942

558,457
189,905
221,064
14,534
230,834

575,392
93,298
241,578
32,506
228,918

517,697
79,979
234,353
59,154
243,449

536,823
89,329
205,364
84,501
240,416

494,287
121,514
216,503
26,704
219,313

495,193
106,628
202,029
24,528
204,282

1,022,741
366,695
537,752
190,241
671,814

928,122
402,200
514,380
233,458
714,725

965,289
390,708
474,467
282,277
694,314

898,698
470,225
425,358
212,867
608,206

874,942
524,518
418,229
202,401
569,224

岩手山周辺地への観光客の入込み数（県外客）
700,864
326,734
324,262
43,692
492,800

825,718
350,892
379,121
48,813
369,592

774,518
272,286
349,442
55,373
312,515

698,967
238,510
270,582
46,089
300,609

岩手山周辺地への観光客の入込み数（県内客、県外客の計）
1,067,324
833,181
629,434
163,640
1,122,285

1,209,134
836,889
683,869
162,476
932,805

1,121,955
766,999
634,940
169,342
920,876

1,078,944
694,940
536,070
158,563
858,449

964,509
608,877
579,196
87,200
700,790

（
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岩手県観光協会資料）

岩手山周辺市町村の観光客入込み数

岩手山周辺地への観光客の入込み数（県内客）

岩手山周辺地への観光客の入込み数（県外客）

岩手山周辺地への観光客の入込み数（県内客、県外客の計）

（
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岩手県観光協会資料より作成）

資料8 : 岩手山火山活動対策の予算措置状況（平成10年度〜平成16年度）
１. 国の機関
（1） 国土交通省東北地方整備局岩手河川国道事務所関係

平成10年度
平成11年度
平成12年度
平成13年度
平成14年度
平成15年度
平成16年度
合
計

654,100
419,200
531,100
532,300
1,057,400
335,300
341,200
3,870,600

199,000
270,000
194,000

14,000
246,000

663,000

260,000

366,600
644,400
604,700
372,700
431,200
386,700
369,800
3,176,100

1,233,700
1,333,600
1,575,800
905,000
1,488,600
722,000
711,000
7,969,700

6.0
35.5
50.8
92.3

422,000
398,000
405,000
214,000
271,000
1,710,000

（2） 農林水産省林野庁東北森林管理局関係

平成11年度
平成12年度
平成13年度
平成14年度
平成15年度
合
計

（5）
（5）
（2）
（1）
（3）
（13）

0
0
0
2
3
10

174,000
31,000
23,000
29,000
29,000
286,000

0.9
0.4
3.1
1.2
5.6

2. 岩手県

平成10年度

平成11年度

23,060千円
・情報伝達体制の整備（衛星携帯電話、
監視カメラほか）
20,650千円
・岩手山火山防災マップ作成
・テレビ会議システム
9,030千円
・ 火山活動に関する各種委員会運営
1,087,395千円
・ 噴火対策防災訓練、
シンポジウム開催
上記以外 ・ 風評被害を受けている岩手山周辺の観光施設対策
の事業 ・ 治山事業
・ 火山砂防事業
・ 災害警備用資機材 など
・情報伝達体制の整備（電話会議システムほか）
18,309千円
・ 人工地震探査
3,728千円
・地震計・地温計の整備
32,133千円
・ 火山活動に関する各種委員会運営
・ 噴火対策防災訓練、
シンポジウム開催
・ 被害概況把握地図作成
1,617,452千円
上記以外 ・ 元気な岩手キャンペーン
の事業 ・ 土石流危険渓流等調査
・ 道路情報板
・ 治山事業
・ 火山砂防事業
・ 災害警備用資機材 など
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平成12年度

平成13年度

平成14年度

平成15年度

平成16年度

合

計

1,280,759千円

901,112千円

444,575千円

31,646千円

211,244千円

・人工地震探査
・地震発破孔掘削
・監視観測体制の強化（地震計、
地温計の維持など）
・ 情報伝達体制の整備（テレビ、
電話会議の維持など）
・ 火山活動に関する各種委員会運営
・ 噴火対策防災訓練、
シンポジウム開催
上記以外 ・ 治山事業
の事業 ・ 火山砂防事業
・ 災害警備用資機材
・ 監視カメラ維持 など
・監視観測体制の強化費（地震計、
地温計の維持）
・ 情報伝達体制の整備（テレビ、
電話会議の維持など）
・ 火山活動に関する各種委員会運営費
・ 噴火対策防災訓練、
シンポジウム開催費
上記以外
・ 治山事業
の事業
・ 火山砂防事業
・ 監視カメラ維持費 など
・監視観測体制の強化（地震計、
地温計の維持）
・ 情報伝達体制の整備（テレビ、
電話会議の維持など）
・ 火山活動に関する各種委員会運営
・ 噴火対策防災訓練、
シンポジウム開催
上記以外
・ 治山事業
の事業
・ 火山砂防事業
・ 監視カメラ維持 など
・大地獄谷火山ガス調査
・監視観測体制の強化（地震計、
地温計の維持）
・ 情報伝達体制の整備（テレビ、
電話会議の維持など）
・ 火山活動に関する各種委員会運営
シンポジウム開催
上記以外 ・ 噴火対策防災訓練、
の事業 ・ 治山事業
・ 火山砂防事業
・ 監視カメラ維持 など
・監視観測体制の強化（地震計、
地温計の維持）
・ 情報伝達体制の整備（テレビ、
電話会議の維持など）
・ 火山活動に関する各種委員会運営
・ 噴火対策防災訓練、
シンポジウム開催
上記以外
・ 治山事業
の事業
・ 火山砂防事業
・ 監視カメラ維持 など

5,574,183千円
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4,416千円
6,105千円
11,736千円
15,215千円

7,108千円
12,717千円

9,722千円
6,760千円

3,780千円
6,054千円
6,762千円

7,664千円
6,762千円

3. 岩手山登山者安全対策協議会（雫石町、滝沢村、西根町、松尾村）

平成12年度
平成13年度
平成14年度
平成15年度
平成16年度
合
計

24,412
9,867
3,940
3,371
200
41,790

2,302
138
13
16
2,784
5,253

494
184

987

549
1,227

987

4
3,384
3,884
2,142
1,901
11,315

27,212
14,560
7,837
5,529
5,434
60,572

【参考】岩手県内陸北部の地震に伴う災害復旧事業概要（岩手県）

105,221

126.0

高エネルギー吸収防護柵工

玄武の２

607,656

698.0

舗装復旧工
高エネルギー吸収防護柵工、

玄武の３

160,221

208.5

ロックボルト付き吹付法枠工､
高エネルギー吸収防護柵工、
舗装復旧工

玄武の４

544,723

790.0

路線変更（橋梁工、
路面工）

玄武の５

426,808

364.2

ロックボルト付き吹付法枠工､路線シフト＋擁壁工、
巨石張工

玄武の６

208,567

173.5

現場打ち吹付法枠工、
護岸工、
舗装復旧工

メグリ沢

263,316

566.5

現場打ち吹付法枠工、
厚層基材吹付工、
大型ブロック積工、
舗装復旧工
プレキャスト法枠工、

メグリ沢の２

16,081

67.5

高倉山

55,430

330.9

現場打ち吹付法枠工、
ポケット式落石防止網工、
大型ブロック積工、
舗装復旧工

高倉山の２

70,377

276.0

モルタル吹付け工、
舗装復旧工
ポケット式落石防止網工、

2,458,400

3,601.1

201,326

150.0

玄

武

計
長山（玄武洞）

厚層基材吹付工、
かご枠工、
舗装復旧工

ブロック積工、
河道掘削
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資料 9 : 岩手山東側の緊急通報装置等の設置に係わる許認可事務一覧
土地利用規制等

1
看
２
３
看
４
５
６
看
７
看
８
看
９
10
11

御神坂ルート
岩手県
登山口
（占用）
中間点
国
●
〃鬼ケ城
国
●
〃不動平山小屋 国（県） ※●
松尾村地内
国
●
焼走りルート
岩手県
登山口
（占用）
〃第一噴出口
国
●
〃平笠不動小屋
国
●
〃平笠不動旧
国
●
上坊ルート
岩手県
登山口
（占用）
〃神社上
国
●(貸付のみ)
馬返しルート
滝沢村
登山口
〃１合目
国
●
〃7合目
国
●
〃避難小屋
国（県） ※●
山頂
岩手山
神社

申請先

−

●
●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●
●

●
●
●

森林管理署 県・自然保護課
（保安林内作

●
●
●

（貸付申請書）

申請内容 −

無し

●

盛岡地方振興局
・保健福祉環境部

（工作物の新築許可申請）

村教育委員会
経由・意見書
（現状変更許可申請）

業行為承諾書）（広告物の設置許可申請） （行為許可申請）

申

↓
振興局
・林務部

請
関
係
条件等

−

申請及び
許可予定

4月9日
→4月下旬

↓
↓
八幡平自然保護官
県教育委員会
事務所
（保安林内作
↓
↓
文化庁長官
業許可申請） 十和田自然保護官
事務所
・国立公園・看板の色彩･茶系 ・所有者の承諾書添付 ・9合目山小屋
の許可後・工作物1基10 未満 （岩手山神社OK）
松尾村の教育委員
承諾
が事務所権限（OK） （国有林 協議中）
会経由
4、
5月上旬 県知事許可 済(4/13) 4下旬→5月中旬
3月下旬
→5月中旬 3月30日→4月下旬 （関係部署への照会）→5月11日頃
〜5月上旬

・森林法及び鳥獣保護関係は、
土地所有者承諾書（岩手山神社／国有林）
の添付を要する。

そ ・御神坂、焼走り、上坊の登山口は、県道敷地内のため道路占用が必要。
の ・焼走りルート第1噴出口は、盛岡営林署内のため、滝沢村から盛岡森林管理署へ提出を協議。
他 ・平笠不動は、岩手営林署内のため、西根町から岩手森林管理署へ提出。
・※印 不動平山小屋と8合目山小屋は、
国から県が借りているため､県に申請。
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（滝沢村防災防犯課資料）

資料10 : 岩手山の火山活動と防災対応の仮想シナリオ

（「岩手山火山防災ガイ
ドライン」2000年3月より引用）
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資料11: 岩手山関係6市町村の人口及び世帯数一覧
岩手山関係6市町村の人口及び世帯数（1998.10.1現在）
盛岡市
雫石町
西根町
滝沢村
松尾村
玉山村
6市町村計

287,837人
19,631人
19,117人
48,917人
6,924人
14,143人
396,569人

112,201世帯
5,677世帯
5,735世帯
16,806世帯
2,270世帯
4,125世帯
146,814世帯

岩手県計

1,418,207人

473,660世帯
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索引
■あ
相ノ沢 166, 203, 393
ｉモード災害伝言板 330
IPU煎餅 363
秋田駒ケ岳 25, 205, 222, 305, 312,
, 390, 467
秋田焼山 222,
,390, 467
旭日之湯温泉 354
浅間山2004年噴火 478
アマチュア無線 339,
, 349
網張 166, 167, 168
−温泉（元湯） 197, 212-213, 430
−コース 63, 70
ＡＰＳ（測距・測角自動観測装置） 3, 176,
アンサーバック式同報系無線 283
安心・安全なまちづくり 434
安心報道 320
安全管理者の設置 315
安全対策
,
, 281
−調査
, 118-119, 369,420,422
安否情報 327
■い
硫黄塔（硫黄チムニー） �Ⅸ, 4, 213-215, 420
一次救急医療 346
犬倉山 167, 168, 397
イーハトーブ火山局 → 岩手山火山防災情報ステーション
一本木原岩屑なだれ（堆積物） 189, 385, 387
岩手県
−災害警戒本部 79, 241
−地域防災計画（火山対策編） 6, 10,
, 103
−と岩手山関係６市町村長との協議 17, 62, 243
−防災会議 10, 24
−内陸北部の地震
1998年9月3日−（岩手山南西部地震）3, 10, 112, 164, 172,
201, 204, 218, 256-257, 260, 263, 283, 307,
311, 325, 332, 390, 397, 402, 409,
, 425,
436, 456, 457, 474
2004年7月9日− 4
岩手山
−温泉 354
−火山及び地震災害対策調査団 235
−火山活動対策検討会 9, 16, 27, 90, 95
−火山活動対策市町村ヒアリング 55
−火山活動対策の予算措置状況 514,515,516
−火山活動特別調査隊（雫石町） 12, 113,
, 436,
−火山活動特別調査隊（西根町） 285-286
−火山活動に係る交通規制箇所図 228
−火山災害消防活動マニュアル 297
−火山災害対策検討委員会 9,
, 91, 222, 242, 243
−火山災害対策図 11, 61,
, 275, 280, 292, 445
−火山災害避難所生活体験 357
−火山砂防計画検討委員会 10, , 103
−火山対策関係6市町村連絡会 17,
−火山対策に係る対応記録 248-252
−火山治山計画検討委員会 11, , 103, 235
−火山治山全体計画 235
−火山噴火警戒避難対策検討委員会 16, , 222, 396
−火山防災検討会（ＩＮＳ） 6, 18,
, 175, 302, 316, 318,
338, 458, 459, 463, 469, 470, 479
−火山防災ガイドライン 6, 10, 17, 41, 91,
, 123, 222, 274,
291,518
−火山防災計画 329
−火山防災現地説明会 83
−火山防災サミット 12, 105, 225,

−火山防災情報ステーション（イーハトーブ火山局）
12, 108, 225,
, 293, 392
−火山防災シンポジウム 11, , 276, 290, 294
−火山防災総合監視司令センター 237
−火山防災対応マニュアル 279
−火山防災ハンドブック 100, 222, 292
−火山防災（解説）ビデオ 222
−火山防災フォーラム 12, 105, 225
−火山防災マップ Ⅻ, 6, 9, 10, 40,
, 222, 274, 280, 287, 289,
292, 307, 398, 434, 440, 460, 466, 480
−基準重力点 183
−航空磁気測量図 183
−航空偵察 231
−構造探査 111
−災害予想区域図 9
−人工地震構造探査 13
−測候所 367
−登山者安全対策
−監視業務 369
−協議会 13, 18, , 280, 287, 449
−訓練 271, 285
−マニュアル 117
−土砂移動監視計画 224
−西側 9. 66, 100, 118, 281
−南麓エリア協議会 104,
−の火山活動及び火山対策に関する勉強会 221
−の火山活動に関する関係市町村等連絡会議 9, 17, 52,
−の火山活動に関する関係機関連絡会議 17, 90
−の火山活動に関する検討会 11, 15, 16, , 95, 242, 243, 319,
439, 479
−の火山活動に伴う道路関係連絡会議 228
−の火山観測 391
−の火山対策関係省庁連絡会 175, 221
−の形成史 384
−の入山規制に関わる関係者会議 17, 57
−の入山禁止処置緩和を求める要望書 61
−のへそ 421
−登ってみないと分からない 320
−東側 63, 115-118
−噴火危機 323
−噴火災害対処計画 231
−噴火対策防災訓練 11, , 103, 275, 279, 287, 290, 294, 297,
328, 438, 451
−防災樹林帯 → 緩衝林
−見どころマップ 227
いわて情報ハイウエイ 78
岩手ネットワークシステム（ＩＮＳ） 6, 89
岩手方式 14, 90,
, 321, 338, 434, 442, 449, 462, 464, 466
岩手メディカルハムクラブ 340
■う
有珠山2000年噴火
, 153, 362, 463
姥倉山 Ⅴ, 212, 397
−北斜面 Ⅴ, Ⅵ, Ⅹ�414-416
−断層（群） 418
−南斜面 Ⅺ
−南断層 418
−分岐 415, 430
馬返し（柳沢） 167, 168
−コース 63, 70
雨量計 229,236
上坊コース 254
雲仙普賢岳噴火
, 108, 461
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■え
衛星携帯電話 75, 177, 243
液体シンチレーションカウンタ 352
海老の尻尾 178
円形裸地 415
遠望観測 159
■お
生出湧水 354
大川開拓スコリア 385, 386
大型土のう型枠工法 224
御釜湖 169
大地獄谷 197, 212-215, 430
−北火口 Ⅸ
−中央火口丘 385
−のガスモニタリング
, 243, 420,
−の火山ガス 212-215,
−の主噴気孔 4,
, 420, 430
−の噴気 Ⅸ
−の噴気温度 4, 430-433
−の噴気観測 472-473
御苗代湖 3, 169
−の湖水表面温度 427
−の結氷の変色 2, 413
鬼ケ城カルデラ 395
御神坂（おみさか）コース 63, 70
御室（火口）�Ⅳ, 212, 387
大松倉山 2, 4, 412
音声注意喚起装置 → 人感スピーカー 281
温泉水
−の化学分析 12, 354
−の伝導率変化 353-354
−の温度変化 353-354
音達調査 68, 280-281
温度分布 420, 426
■か
開口きれつ（割れ目）
, 400, 408,
葛根田（滝ノ上） 403, 405
−花崗岩 2
−第一発電所 332
−第二発電所 333
−地熱地域 195, 210, 403
−地熱発電所 332, 467
−の大岩屋（玄武洞） 3
−マグマ 195
学者災害 85,149
火砕サージ（堆積物） 385, 387, 390
火砕流（堆積物） 86, 225, 236, 387
火山（性）ガス 45, 417
−調査 68, 430
−の温度 430, 431
−の化学組成 432
−の同位体組成 433
−放散量 418
火山活動の連動 385
火山機動観測（班） 6, 158, 159, 169-170
火山基本図「岩手山」 174
火山災害 474
−監視システム計画 16
−危機管理 460
−警備警戒本部 9, 269
「火山災害の軽減」（ビデオ）121
「火山災害を知る」（ビデオ）121
火山砂防
−計画策定指針 223
−フォーラム（2004） 227

火山情報公開は迅速に 84
火山情報 6,19,
,149,396
−の隠蔽 85
−発表状況
,499,500,501,502
火山性
−活断層 418
−地震 158, 203, 392,506
−地震の月別回数 503
−地震の日回数 506
−微動 22, 203, 393, 456,509
−微動の発生源 110
−有感地震一覧 504,505
−流体 417
火山専用空中赤外映像装置 199, 424
火山対策
−アドバイザー 242, 443
−監 10, 96, 241
火山泥流（土石流；堆積物） 225, 390
火山トレンチ調査 → トレンチ調査 231
火山との共生 123, 152, 155, 315, 479
火山の癖 391, 400
火山噴火予知
−計画（第４次；1989-1993年） 204, 391
−計画（第６次；1999-2003年） 1
−連絡会 11, , 85,
, 163-165
−連絡会の統一見解 20, 164
−連絡会拡大幹事会 157, 455
火山防災先進地に学ぶ → 防災先進地の視察 84, 108
火山防災の危機管理は知事主導で 85
ガス抜き 22
仮設トイレ 255
活火山
−と都市 391
−を抱える岩手 312
活動火山・大規模地震対策都道府県議会協議会 299, 301
火道 400,420
金沢火砕流（堆積物） 385
鎌倉森 197
刈り払い（登山道の） 255
刈屋スコリア 386, 387
軽米町1999年豪雨災害 362
環境試料水 352
観光客
−入込み数
, 378, 381,
, 513
−減少対策 293
−の減少 267, 378, 381, 474
−誘致助成事業 267
監視
−員 45, , 281, 282, 367
−カメラ 12, 112, 224, 269, 338, 472
緩衝林 51
岩屑なだれ 265, 384, 391
観測映像 472
観測点 166-168
■き
危機管理 86, 308, 451
−体制 439
機上観測 172, 261
揮発性成分 21
基本理念 17, 102
逆断層 3
−型地震 172, 175, 407
球状圧力源 2,
,
,
強震動観測 205
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極磁力異常 197
協定の締結 276
協働意識の重要性 85
許認可事務一覧 517
享保16-17年（1732年）噴火 386, 388
緊急
−開拓事業 264
−火山情報 153
−対策ガイドライン 10, 41, 102
−地域雇用特別交付金 383
−通報装置 43, 45, , 116, 280, 284, 435, 470
−報道（放送）訓練 302, 311, 463
−離着陸場
261, 263
近赤外域 424, 429
金線法 192
■く
空気積層電池 443
空振計 159, 392
空中磁気探査 196-198
空中電磁探査 196-198
グランドトゥルース 425
鞍掛山 197
グリーンツーリズム 382
グリーンワーカー（国立公園等民間活用特定自然環境保全活動）
68, 72
栗駒山 25, 305, 312
黒姥北１号噴気 414
黒倉山 Ⅴ, 3, 212, 397, 430
−姥倉山分岐 430
−姥倉山（間）稜線（尾根） 430
−の噴気 Ⅶ, Ⅷ, 414
クーロンの破壊関数 410
群列地震観測 205
■け
警戒区域 17, 86
警戒避難基準雨量 48, 236
傾斜計 205, 392
下山カード 117, 281
−の回収率 511
玄武温泉 218
玄武洞の崩落 3, 256-257, 319
減災
−の正四面体構造（テトラヘドロン） 121, 149, 324, 469
−の四角錐 14, 103,
, 303, 310, 321, 464, 469, 479
県政記者クラブ 325
現地説明会 83, 120, 452
■こ
広域避難計画 456
高磁気異常 198
高温岩体 195
航空いわて 113,270
航空機搭載型マルチ・スペクトル・スキャナー 199, 424
航空磁気測量 182
高周波地震 1, 203
高速道路
−の通行規制 337
−被害想定 336
構造性地震 397
降灰除去作業 228
光波測距 113, 194
高比抵抗 198
広報 282
合成開口レーダー（ＳＡＲ） 1, 199,
, 216,
古記録（古文書） 191, 211

枯死（植物の） 412-422
今後の火山対策 244-247
■さ
災害
−看護 347
−看護ネットワーク 347, 362
−救援ボランティア 356
−コーディネーター 79, 356, 360
−ネットワーク 358
−警戒本部 9, 244
−対策関係省庁連絡会儀 221
−対策機器 326
−対策基本法 97, 449
−対策本部 73
−用伝言ダイアル171 327
−報道（への姿勢） 302, 312
作業許容濃度 68, 119, 421
笹枯れ Ⅹ, 4, 33, 476
砂防堰堤 223
３次元Ｐ波速度構造 398
三陸沖地震 390, 467
三陸はるか沖地震（1994年12月28日−） 1, 390, 464, 467
山体崩壊 265, 390, 391
山頂噴火 386
山腹噴火・側噴火 386
■し
自衛隊の災害派遣 26, 86,283
自衛隊と消防団の連携 88
歯科による身元確認 346
磁気異常図 183
地震 506,507
−計 11, 158, 203, 392
−断層（調査） 397, 409
−のマグニチュード 504-505
−の余震 10
自主防災（組織） 288, 437
地すべり（地形） 419
雫石町長山 10, 100, 166, 167
雫石盆地西縁断層 106
自然公園法 70,517
自然災害共済 376
自動震源決定システム 465
篠ケ森火砕流（堆積物） 385
篠崎地震断層 3, 10, 407, 409
地盤と防災研究会（ＩＮＳ） 9, 13, , 395, 467
渋民火山灰 384
渋民溶結凝灰岩 384
下倉山 177, 179, 181
ＧＰＳ（汎地球測位システム） 402
−繰り返し観測 194
−連続観測 175, 206, 392,
,402,
−連続観測システム（GEONET） 174
社会の安全 → 地域の安全 88
集中総合観測 206
昇華硫黄 414
貞享3年（1686年）噴火 386, 387
常時観測（対象）火山 160, 299, 391, 394
将来の噴火に備えて 390
植生 419
−帯 419
−破壊 419
−変化 429
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■ち
地域振興から見た岩手山 319
地域の安全 14,
, 305, 479
地域防災 454
地域防災計画 274, 289, 291
地温計 11, 416, 443
地温
−調査 66, 278
−分布（図） 420
−連続測定 416
地殻熱流量 409
地殻変動 402, 403
治山ダム 237
地磁気
−異常分布 197
−連続観測 184
地中温度
−観測 192
−分布図 369
地熱活動 192
中・長期対策ガイドライン 42
超長周期地震 208
地図情報システム（GIS） 185, 224
直轄火山砂防事業 222
■つ
角掛（つのかけ）湧水 354
■て
低磁気異常 198
低周波地震 203, 403, 508
超− 208
低比抵抗 198
手作り火山セミナー 314
テレビ会議システム 16, 243
電話
−アンケート 307
−会議システム 16, 76, 243
電子基準点 175
■と
冬季対策 177
道路防災シンポジウム 105
木賊川（とくさがわ） 451
特異な火山監視態勢の構築 87
特設公衆電話 326
特別保護地区 70, 517
特別養護老人ホーム 438
登山者
−安全対策マニュアル 117, 279
−安全対策訓練 117, 271, 285
−カード 64, 117, 281, 368, 470
−カードの回収率 66, 511
−数 511
−の自己責任 117, 156
登山道の切りかえ 117, 254, 284
登山箱 67
土砂移動監視（機器）システム 236
土壌
−ガス 192
−空気中水銀濃度 192
土石流（火山泥流） 48, 225
−感知センサー 12, 236
−模型実験 226
トリアージ訓練 76, 339
トレンチ調査 111, 188, 189

主噴気孔 420
準（サブ）プリニー式噴火 385
将来型資源探査センサ（ASTER） 193
JERS-1（ふよう１号） 405
尻志田スコリア 385, 386
1/10年超過確率日雨量 51, 223, 236
取材で求められた専門性 312
重力
−観測 181
−繰り返し測定 205
消防基地局 298
消防団対応マニュアル 279
昭和新山 471
場外離着陸場 261, 444
自律神経失調症 480
人感スピーカー 44, 66, 118
人工衛星画像 193
人口及び世帯数 519
人工地震探査 1, 13, 206, 308, 319, 322
人災 450
震動観測 158
■す
水蒸気 417
−のカーテン 415
−の柱 415
−爆発（噴火） 9, 22, 189, 236, 385, 388, 466
水準測量 194-195, 216-220
数値地図 25,000 187
スコリア丘 388
ストレスの緩和 85
ストロンボリ式噴火 388
砂込川 390
■せ
生活維持へ自助努力を 154
正常化の偏見 87
赤外熱映像カメラ（装置） 159, 192
積雪計 229
絶対重力計 182
−観測 181
雪上機動部隊（スノーラビット） 270
全磁力
−連続観測 184, 205
−磁気異常分布図 183
浅層地下水層 421
前兆現象（地震活動） 2, 394
選択肢の提供 85
■そ
総合監視司令センター 11, 237
相互応援協定（覚書） 76, 288
相対重力観測 182,
測距・測角自動観測装置（APS） 176, 179-181
外山（そとやま）火山灰 384
■た
代替ルート（登山道の） 254, 284
ダイク 408
対策推進の理念 17, 102
大正8年（1919年）噴火 386, 388
体積歪（ひずみ）計 392
タウンページ「緊急ダイヤル欄」 327
滝ノ上（葛根田） 10, 166, 167, 283, 393
−温泉
283, 444, 450
−地熱地域
203, 208
多段階崩壊説 265
単色地震
3, 412,509
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■ふ
風化というのは恐ろしい 478
風評被害 85, 104, 302, 304, 319, 381, 435, 436, 462, 468
−が大きな課題 314
輻輳（電話回線の） 75, 157
不動平 112
プータロ村 167, 168
ファンシューティング解析 210
振切れ微動 3, 412
ブリューヌ正磁極期 384
ブルカノ式噴火 385
ふるさとの山ふたたび 304
プロトン磁力計 183, 184
噴煙騒ぎ 272
噴火
−危機 203, 479, 480
−史（調査） 111, 318
−シナリオ 188, 518
−微動 20
噴気 198, 476
−凹地 419
−活動 389, 412
−活動の同期性 416
−活動史 419
−観測 112, 468, 471
−ダイアグラム 414, 471
−地 419
噴気孔 Ⅹ, 419
−分布調査 66
噴石 100, 189
■へ
ヘリテレ画像情報ネットワーク 12
ペンション村 474
■ほ
報道の使命 87
報道被害 149, 304
防災
−意識 85, 153-154, 266
−意識＝使命感 87
−行政無線装置（同報系） 283, 284, 294
−航空マップ 444
−先進地の視察（火山の）108, 270, 274, 282, 289, 292, 298, 446
−対策特別委員会
299
−報道（の必要性） 313
−用携帯無線 474
北海道・東北六県議会議長会 301
ボッカ大将 368
北行（アセンディング）軌道衛星 201, 406
ボーリング（試錐） 392, 395
盆花湧水 354
■ま
マグマ
−の貫入 2, 395, 416, 418
−の貫入量 46
−水蒸気爆発（噴火） 22
−噴火 385
松川 159, 167, 168, 409
−温泉 195
−コース 44, 119, 293
−地熱地帯（地域） 403, 476
−地熱発電所 476
−湧水 354
松山逆磁極期 384

十和田ａ火山灰 385
■な
内陸地震 390
長山（雫石町） → 雫石町長山
七滝コース 44, 59, 293
南行（ディセンディング）軌道衛星 201, 406
■に
西岩手山 385
−カルデラ（鬼ヶ城カルデラ） Ⅳ, 385
−の枯死 412
−の表面活動 412
−の噴気（活動） 412
−噴気ダイアグラム 112,
, 471, 473
西小沢 Ⅺ, 468
−１号噴気 214, 414
−２号噴気 414
西根断層（群） 3, 410
入山規制 9, 284, 320
−解除の取り組み 13, 295, 319
−緩和の背景
−緩和の要件 115, 454
−の一時緩和（2001年７月１日〜） 43,
, 71-72
−の全面解除（2004年７月１日〜） 66-69, 72,
, 119, 308
■ね
熱水
−対流系 193, 196
−貯留層 1, 416, 417
−変質帯 198
−湧出地 417
熱赤外域 424
■の
農業災害補償制度（NOSAI制度） 371
■は
ハザードマップ 397
発震機構 4, 407
八合目避難小屋 253, 367, 369
八幡平 25, 222, 305
ハル君の部屋（CD-ROM) 108
バルジ 419
ハローページ「緊急ダイヤル欄」 327
磐梯山1888年噴火 265
■ひ
光ファイバーケーブル 224
被災者生活支援制度 376
東岩手山 117, 385
PIXE分析（装置） 352
歪・傾斜変動 203
非常災害現地対策本部 25
「ひと」と「ひと」（face to face）
, 124, 441, 479, 480
表面現象 3, 112, 318,
−の発生プロセス 417
避難勧告 1,3, 17, 77, 437
避難勧告では自己責任の自覚を 86
避難指示 1,3, 17, 77
避難所生活体験 357
ひめかみ 260, 444, 454
表層すべり 419
平笠
−岩屑なだれ（堆積物） 190, 385
−コース 63, 70
−不動小屋 44, 254
微量元素濃度の変化 354
1/100年超過確率日雨量 48, 51, 223, 236
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■み
見掛け比抵抗分布 197
三ツ石山 397, 413
三宅島2000年噴火 122
宮沢賢治 391
妙高岳（中央火口丘）Ⅳ, 212
■む
無人化施工技術 224
無線基地局 330
■め
目倉（座頭）清水湧水 354
■も
茂木モデル 408, 409
モホ面（近傍）低周波地震 399, 508
モーメントマグニチュード 410
盛岡市防災マップ 277
諸葛川（もろくずがわ） 451
■や
薬師（岳）
−火口 Ⅳ, 385
−火山 190, 385
焼切沢 59, 197
焼走り
−コース 254
−溶岩（流） 386, 388
柳沢（馬返し）コース 63, 70
柳沢湧水 354
山子沢岩屑なだれ（堆積物） 385
■ゆ
有感地震 395, 397, 504
融雪型火山泥流 48, 77, 236, 387, 390, 434, 456, 466
融雪孔 154, 414
湧水
−の化学分析 12, 113
−の水温変化 354
−の伝導率変化 354
UJNR(天然資源の開発利用に関する日米会議） 175
雪浦軽石 385
■よ
余震
−確率 453
−分布 409
予知情報の隠匿 84
■ら
ラコスト重力計 182
ラドン濃度測定 355
■り
臨時火山情報 160
−第1号（1998年4月29日） 2, 6, 89, 160, 396
−第2号（1998年6月24日） 6, 19, 61, 89, 161
−第3号（1998年7月10日） 10, 161
−第4号（1998年9月3日） 161
−第4号（1999年11月12日） 162
■れ
レグモス（REGMOS） 176
連動した活動 385
連帯と連携 439
連携の強さ 449
■ろ
ロールプレイング方式（役割演技法）防災訓練 226
■わ
ワイヤーセンサー 239
分（わかれ）火山灰 384
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