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はじめに
日本有数の活動火山である富士山の最後の噴火から丁度 300 年目を数える本年、火山噴火
未遂事象と防災行政をテーマに、標記国際ワークショップを開催いたします。
今回で第 3 回目の開催を迎える本ワークショップは、
「火山災害における効果的な対応方策
を探る」を念頭に、2003 年より隔年で実施してまいりました。
今回は噴火の兆しを捉えながらも実際の噴火には至らなかった国内外の火山の事例を基に、
行政の判断、対応や避難命令の内容・時期などについて、それらが抱える現在の問題点と
改善に向けた課題を検討する場といたします。これまでの事例として、海外から米国（ロ
ングバレー・イエローストーン）、イタリア（カンピ・フレグレイ）、パプア・ニューギニ
ア（ラバウル）、また国内では岩手山（1998 年）、富士山（2000 年低周波地震活発化）等を
例に議論を進めてまいります。
さらに、住民・行政・専門家の連携が問われる災害発生時の効果的な情報伝達については、
情報を受け取る市民の心理をも視野に入れ、より良い方策を探りたいと考えております。
本来これらは自然災害全分野共通の課題でありながら、特に火山においては災害を起こす
ほどの噴火頻度が決して多いとは言えず、そのため、経験に基づいた学習の機会を得るこ
とが困難であるのが実情です。
研究者間においては当ワークショップが有益な情報共有、情報交換の場となり、数少ない
噴火未遂事象の教訓から、今後の火山防災を考える上で役立つ好機となることを確信して
います。
また科学技術の進歩がどのように情報発信・避難指示に貢献していくことができるのか、
一般の皆様にも広く関心をお寄せいただき、忌憚の無いご意見をお聞かせ頂きたいと思い
ます。
最後になりましたが、本ワークショップの開催にあたりご尽力いただいた皆様にはこの場
を借りて御礼申し上げるとともに、今後ともご支援を賜りますよう宜しくお願い申し上げ
ます。
山梨県環境科学研究所
（独）防災科学技術研究所
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所長

荒牧重雄

火山防災研究部長

鵜川元雄
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Proceedings of the workshop (Day 1)
English

1

International Workshop on Strategy of Volcanic Disaster Mitigation
Day 1- December 16.
MC: Good afternoon, ladies and gentlemen. Now I’d like to start the Workshop on
Strategy of Volcanic Disaster Mitigation 2007. We will be focusing on case studies on
failed eruptions. We now like to start the workshop.
I will be moderating the… well, actually my name is Koshimizu. I will be moderating
the afternoon session. I am from YIES. I look forward to your cooperation. And
this afternoon, we will have presentations in English as well, and therefore, we are
availing ourselves of simultaneous interpretation. From English to Japanese, it is
channel one. Those of you who want to listen to Japanese, it is channel one. And
also, if you want to listen to the English translation, it is channel two. Japanese to
English translation is channel two. Please switch to either one of the channels you
wish to listen to.
Now, without further ado, we’d like to call upon the Director of the Yamanashi Institute
of Environmental Sciences, Dr. Aramaki, please.

DR. ARAMAKI: Good afternoon, ladies and gentlemen. We welcome you all.
Well, this is a series of workshops and we, at the Yamanashi Institute of Environmental
Sciences, as well as the National Research Institute for Earth Sciences and Disaster
Prevention, have over the past years been holding this type of workshop where we have
focused on strategies of disaster mitigation. And we have been covering a lot of
different topics in the past. And we are now becoming more and more focused on
specific issues.
And today, we will be focused on the so-called failed eruptions, in other words, those
things which came close to be an eruption but failed to become a full-fledged eruption.
You might think that this is not important, but that is not so. From the point of view of
disaster prevention and mitigation, we believe that failed eruptions do have a very
important meaning. I think that will be the conclusion more or less of today’s
workshop. And therefore, the participants here are people who have this recognition.
And I sincerely hope that today’s discussion and also Tuesday’s discussion will be an
in-depth discussion. I do suppose that that would be the case.
Now, one thing I want to say here is that one of the major topics of disaster prevention
of volcanic activities is the fact that the Japan Meteorological Agency is obliged to issue
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warnings of volcanic eruption. This has become a law on December 1st. This is quite
epoch-making. Just like weather forecast, you have to forecast eruptions. This has
been only decided and this is much talked about here in Japan, at least. Those
colleagues who are predicting earthquakes, it seems that they are trying to suggest that
earthquakes are not that easily predictable. But we, as the experts of volcanic eruption
have to issue such warnings and predict eruptions. So this is a major challenge for us,
and it is the very first time that such a law has been enacted. And we have different
warning levels as it’s stated here, and this is already being applied. Mt. Fuji is
included here. And this system is already in place, as I said.
And the important thing here is, as it says here, looking at the past 30 years or so, there
have been a number of ambiguous predictions and forecast. And this has been quite
successful. What I mean by that is that, instead of saying a specific date, you cannot say
that there will be an eruption, but you can say it is likely around this period of time that
an eruption will take place. And this in itself is a prediction or forecast. Those of
you, many of you, I am sure are engaged in disaster prevention, mitigation. And it is
true that even if it is vague, such predictions are very useful. It is not to the extent of
weather forecast where the citizens will be listening to what the weather will be
tomorrow. But still, we think that such predictions, though vague, are very important.
And that is the reason why we have now in places official eruption prediction. And
this is a landmark event.
Now, what are we going to do from here after? We’ve already completed the process
of hazard map production. Mt. Fuji was the last. But this is not the end of the story.
Instead, there needs to be local mitigation programs, because this is required under the
law. This is the most important thing that needs to be in place. But unfortunately we
cannot say at all that we have any such programs. And so, this is my understanding of
the current situation in Japan.
And based on this, we are trying to focus on these so-called failed eruptions. Iwate
Volcano, I am sure that there will be an presentation on Iwate Volcano and Mt. Fuji too
in a certain way, we could say that these earthquake swarms, low frequency earthquakes
and …, well, it is not erupting right now naturally, but this could also be classified as a
failed eruption in 2000-2001. And we are thinking… we would like to pose this
question to you whether you think that such failed eruptions would help us in
forecasting. And I think that we have to think about what cases do not lead to
full-fledged eruption, what cases do. And so, it is easy. If there is an eruption, you
just follow up what has happened after the eruption takes place. But in that respect, I
think that we need to look into all possibilities, and that being the case, such failed
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eruptions are very significant.
Another point is that… in any case, this is a failed, unrealized eruption. You find out
that that was the case and then you lift the warning. Up until that point in time, the
residents are all very much aware of such risk hazards, and then, as time passes by,
people’s awareness fades out, fades away, and this is inevitable. But you have to,
despite that fact, keep an eye on what is happening, because this is going to be
important for the next event. We have to learn lessons from these cases. Well, these
are the sort of things that I have in mind, and I like to hear your input on this view.
And with this, now I would like to conclude my greetings. Thank you.

MC: Next, we would like to invite Mr. Sakuramoto from Yamanashi Prefectural
Government Disaster Prevention Crisis Management Office to give us remarks.

MR. SAKURAMOTO:
I am responsible for disaster prevention and crisis
management at Yamanashi Prefectural Government. My name is Sakuramoto. Today,
I will be looking at the latest research activities of volcanology, and we have invited the
experts both in and outside of Japan, including Dr. Giovanni Orsi from Italy and Dr.
Herman Patia from Papua New Guinea to come all the way. And I would like to take
this opportunity to express my heartfelt welcome to all of you. Dr. Aramaki, who I
respect, has helped organize this event. And this has become an annual event and we
are pleased to have this symposium organized, and I’d like to take this opportunity to
thank NIED and other people concerned for organizing this symposium. Those of you
who have come outside of the prefecture, I hope that you will enjoy your short stay
today and tomorrow. Together with the symposium itself, I hope that you can expose
yourselves to day-to-day activities that we residents have at the foot of the Mt. Fuji.
And Mt. Fuji is really beautiful today. It is the usual Mt. Fuji that we see at the
beginning of winter. But throughout the year, in all four seasons, Mt. Fuji presents
itself in different shapes. And we are very blessed with this presence of Mt. Fuji, and I
hope that we will be able to have symbiosis with Mt. Fuji for longest time possible.
We are hoping, at the same time, to get Mt. Fuji registered as the World Heritage, and
we are working together with the neighboring prefecture Shizuoka Prefecture to this
endeavor. And I hope that there will be advise and assistance and help from all of you
in our efforts to get Mt. Fuji registered as one of the World Heritages.
With regards to the theme of today’s symposium, or workshop, honestly speaking, of
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course it is the best if we don’t have any eruption from Mt. Fuji. That’s our basic hope.
But as Dr. Aramaki said earlier, as far as we are concerned we have to be prepared, at
least, just in case, when there is an eruption. And if you are prepared, then you don’t
have to panic when there is an emergency and there is an actual eruption. And with
the guidance from the YIES, we have been working on various initiatives, including
hazard map that has been put together just recently. And there are various individual
activities that we are engaged in based on this hazard map. So, I hope that today’s
discussion will lead to the direct help to our day-to-day activities, and we are keenly
interested in discussions like this in this regard, and we are looking forward to seeing
the printed format of the result of the discussions today and the day after tomorrow at
Tsukuba. I hope that the two-day discussion will turn out to be productive to all of you.
And to conclude, I would like to wish sincerely for further success and prosperity for all
of you who are here with us. And that concludes my welcome speech on behalf of the
local government. Thank you.

MC: Thank you very much. So, following the program, which is divided into three
parts, we will first start from taking up the first part, which focuses on the attempted
eruption in 2000 of Mt. Fuji. And so, the first speaker is Dr. Aramaki, who will talk
about the social and political response to the 2000 Mt. Fuji attempted eruption.

DR. ARAMAKI: Thank you very much. Now I would like to focus on Mt. Fuji. I
will be the first speaker to lead the way in the discussion.
Now, to begin with, I would like to introduce to you this book. I believe some of you
many know about this. The title was “September X Day in 1983”. I believe this
book came out in ’82 or ’83, and the book sold very well. And actually everybody
said that the eruption would come at a certain point in time in September, however this
did not happen. The people in the local area were very much influenced or affected by
this, because this area usually gets about 30 million people as tourists. There was a 10
percent or so reduction in the number of visitors to this area because of this book. And
as I watched what was happening, I thought that this was going to be a very disastrous
situation, therefore, everybody starting to say that talking about the possible eruption of
Mt. Fuji was a taboo. But then, in November 2000, and by this time I was very much
involved in this work. There was a workshop looking at, in a more positive way of
disaster mitigation in the case of Fuji eruption. This took place in Fujiyoshida City as
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well as Kawaguchiko Town. I thought that this was a marvelous attempt. However,
at that point, low frequency earthquakes or earthquake swarms were registered under
ground. And then in 2001, the mass media started to report about this. And so, Mt.
Fuji was the big talk of the world or in Japan that time. And the central government of
Japan, of course, they couldn’t stay quiet. They started up a council to draw up a
hazard map of the Fuji Mountain area in July 2001. Now, the people who live around
the Mountain, who may be affected by an eruption was estimated at about 700 thousand
people. But of course, 30 million people or so come to visit the Mt. Fuji area, meaning
that a large population will be involved if there was an eruption, so this would create a
major social impact.
And, back in 1707, there was a great eruption of Mt. Fuji in the Hoei Era, and
Kanagawa Prefecture in the downwind area from Mt. Fuji was affected. Also, the
Tokyo Area had a lot of ash fall. So, Chiba Prefecture, Tokyo, Kanagawa as well as
Yamanashi got together in this program to draw up a hazard map. So, this is Mt. Fuji
taken from Lake Yamanaka. And you see these little bumps under slopes of Mt. Fuji.
And actually these indicate past eruptions on Komitake Mountain on the right hand side,
which is usually regarded as a separate mountain from Mt. Fuji. And then you have
the old Fuji at the bottom, and then on top of that, you have the young Fuji. So, Mt.
Fuji is quite a complex mountain. And this red portion, which is older than Komitake,
we now know that this existed in the past. And this is looking at the velocity of the
earthquake waves and how deep they were registered, and this looks at the electronic
resistance. The stars indicate where the resistance is very low. We understand that
maybe magma could be gathered here. And since we had low frequency earthquakes,
they were actually concentrated in the same areas.
And when you look at the Mt. Fuji eruption history from 10 thousand years ago until
today, there were many different events occurring on Mt. Fuji. And from around two
thousand years ago to the present day, we have the flank eruptions. I am sorry the
English actually is different. The pink portion is supposed to be the flank eruption and
the yellow is supposed to indicate summit eruptions. So, in any case, all these
eruptions and activities happened around Mt. Fuji. And the previous map shows the
lava flow of these eruptions. So, there are all kinds of hazardous factors, and where
these marks indicate, you have especially hazardous factors, the pyroclastic flow surges,
lava flow, and then the air shock waves. Actually the debris avalanche had to be
indicated with these two marks. So, a very diverse and broad hazard could be
imagined and we need to prepare ourselves against these. So, this is an example of the
strombolino eruption, and now, in order to prevent or mitigate disasters, we started up
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by drawing up a hazard map, and we tried to indicate where the eruption vents would
be.
And the characteristic of Mt. Fuji is that you have these fissure vents lined up along the
slope of Mt. Fuji. Where would the next eruption occur? We believe that the
possibility would be high along these lines rather than happening outside of the dotted
area. So, we decided that we should survey these and this was the answer. So, along
the northwest to southeastern line, we find limits of hazard, not much along the other
way. So, we believe that the next eruption could occur in this pink area. And this is
just one example of lava flow, what may happen with lava flow. And we do align like
this. So, this is the possible area where eruptions could occur. Let’s say that the X
mark indicates the area of eruption, then the lava flow would go down this map, not the
other way around. And we can see using computer simulations how far the lava would
flow after an eruption. Well then, what would happen if the vent was created over
here? In that case, lava would flow in this direction. So, we made several
simulations after assuming several possible eruption vents. And you can see that this
as the simulation results.
And after many simulations, we created the hazard map. And if we connect the yellow
and the red indicated in the previous map, you get a map like this. This red area,
wherever the vent is created, this red area is the area where the lava would reach within
two hours. The yellow is within 12 hours, and this just shows the possibility of lava
flow. So, this is one type of hazard map. It is very difficult to draw up these hazard
maps. I’ve explained this over a several minutes, but if you just show this map alone,
it is very difficult for the laymen to understand what is drawn on this map. But if you
strictly follow scientific thinking, you would get a map like this, but it is very difficult
to explain to people who are not from the scientific field. In the past, everybody
thought that pyroclastic flow would not happen in Mt. Fuji. Actually, we now
understand that there were many in the past. Lava flow will come very slowly,
therefore, it is very possible to escape a lava flow. However, pyroclastic flow occurs
quite quickly, so once an eruption starts it is very difficult to escape it. However, very
fortunately in the past, as far as we know, the pyroclastic flows only reach this area,
which is an area where people do not live in. So, everybody thought that we were
relieved of this concern. However, if we explain to… rather, we don’t have to tell
people that they need to move where they live in, because they live in an area where the
pyroclastic flows may reach. But this is another type of hazard map, and then if you
look at the eruption bombs and other dangers in an eruption, you would get different
maps like this. So, once again, in this one single map, you have all kinds of
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information. And of course, this is not all the information that we can provide, but it is
not going to be effective to hand out many, many maps with different information.
And everybody creating hazard maps around the world shares similar difficulties.
Now, what kind of eruptions could be assumed for Mt. Fuji? Looking at the past two
thousand years or so, we can assume what may happen. And based on that, we are
creating the current day hazard maps. So, pumice as well as ash flow in the case of a
major eruption, how far these may reach is indicated on this map. Of course, if you
live closer to the eruption vent here, you would be in more hazards way.
Now, once you get a map like that, the second thing you can think of is how to evacuate.
And there isn’t any effective way to stop a lava flow, therefore, in an eruption you will
have to evacuate from the area. So, we have three zones, Zone No. 1, 2 and 3. And
based on this, we come up with a different map, where to close off traffic and what is
the evacuation route, maps to be handed out to airplanes. Of course, in the case of a
major eruption, ash may be spewed out to ten thousand meters where the airplanes are.
If the ash affects the airplane engine, the engine may stop. Therefore, we have to hand
out different maps to different people. And then, we need to think about the
evacuation routes. And also, we need to think about how to prepare ourselves against
disasters like this to build a society that is robust, a community that is robust in the case
of an eruption. And we have some information, text information on telling people
what is needed to be done.
And a very important data for us is the Hoei Eruption. You have three craters here,
which moved over time. It was a very major eruption. And this red line shows how
much, or how high the ash accumulated and how much scoria accumulated. There
were five centimeters of ash flow in Shinagawa in the Tokyo area. Even one
centimeter of ash would affect our lives if the same kind of eruption occurred today,
because the Tokyo area has many sophisticated systems, the metropolitan system itself
may fail. And this is just example of the total loss or total damage of an eruption of
the Hoei size. Not many people may die. Of course this is just based on the Hoei Era
Eruption. But there may be other accidents related to the eruption that may affect
people’s lives. And many buildings may be crushed because of the weight of the ash
that falls upon them, but maybe it is not going to be that much. Transportation, roads
will be closed, of course. The railway as well as flights will be affected, affecting
many people traveling. Agriculture, forestry and fishery, great damage will be
sustained here and also for manufacturing sector. And, of course, tourism will be
affected. But it is difficult to calculate how much will be lost. But the bulk, or ball
park figure that we get under the most hazardous situation, which is an eruption
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occurring during the rainy season, we believe that the total loss could be as much as 2.5
trillion yen, or an equivalent of 20 billion US dollars.
On the other side, when we try to rethink what may happen, of course, Japan sustains
many kinds of natural disasters. Meteorological disasters would include typhoons,
torrential rain, floods, debris flows, heavy snow, abnormal heat and severe cold weather.
Earthquake is a totally different kind of a disaster, but if you have a major earthquake,
thousands of people can die. But on average over a hundred years or two hundreds
years, it doesn’t occur that frequently, so that’s why we believe that meteorological
disasters are the greatest here in Japan. Earthquakes… disasters caused by earthquakes
may be smaller than that. And volcanic eruptions are, very fortunately, yes, there were
deaths reported in the past, but there were also eruptions without any deaths. And also
the damage may not be as large as other disasters. However, governments only have
statistics concerning how many deaths were registered and how much damage was
caused, therefore, it doesn’t look at the social impact of a natural disaster. So, maybe a
volcanic eruption may have a greater impact than indicated in this slide. So, if the
Tonankai Earthquake and a Fuji eruption occur at the same time, it is going to affect
many, many people, huge number of people. And the biggest possible eruption would
be the Hoei equivalent occurring on Mt. Fuji. However, the total damages, about 2.5
trillion yen, we don’t believe that there will be any people dying directly from the
eruption itself. But there may be other major damages that cannot be calculated in
terms of money. But because the money is calculated as such, I believe that the
national budget spent for mitigation of disasters is calculated very low.
On the other hand, volcanoes bless us with beautiful natural scenery. That’s why we
have many national parks, a total of 28 national parks, where 17 would have active
volcanoes. And in Japan, we have many active volcanoes. And of course, we can
expect that there will be eruptions, and around these areas, we may have dense
population. So if we multiply all these factors together, we may say that the impact of
an eruption will be quite huge. And therefore, it is very important for Japan to be
prepared for such a situation. And there are many lessons that we can learn from the
past examples. And I believe that today we will hear a lot about such things. Thank
you very much.

MC: Thank you very much indeed. And next, we would like to proceed to the next
presentation, which is “Volcanic Eruption Prediction at Mt. Fuji and Failed Eruptions”.
Dr. Motoo Ukawa from NIED will be this presenter.
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DR. UKAWA: Thank you for the introduction. My name is Ukawa from National
Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention. And I would like to first
of all take this opportunity to welcome you all to this workshop, co-sponsored by YIES
and NIED.
I myself have been engaged in seismicity of Mt. Fuji from 1983. This year marks my
25th year since I started this work. Yes, as was introduced by Dr. Aramaki in his
opening address, in 1983, there was this book published, the massive explosion of Mt.
Fuji. And in September of 1983, people were predicting that an eruption would take
place. But in that September, an eruption did not occur, instead, seismologists came to
recognize that there were low frequency earthquakes occurring at Mt. Fuji, because they
were observing Mt. Fuji at the foot of the Mountain. So, though there was no eruption,
it seems to be that people who are studying and working on Mt. Fuji, it was a very
epoch making year for us, because we identified that low frequency earthquakes were
occurring. So, that’s why I remember for sure that I started this work in 1983.
Ever since, I have been observing Mt. Fuji, and during this time in 2000, we started to
see the activation of low frequency earthquakes at Mt. Fuji. This was something that
we had not expected whatsoever. And thanks to that, well, initially, at Mt. Fuji, there
were no seismometers really located. But from the summit, over then, 10 kilometers
from the summit, there are seismometers, tiltmeters or GPS, such observation
instruments located in about 20 positions. And most of these instruments were
introduced after 2000. Prior to 2000, we did not dream that we would have such an
observation system in place. But because we have this type of system in place, should
it be that magma ascend and to the extent where mainly to an eruption, we, in some,
rather, will be able to identify such signs of an eruption.
So, using this type of data, what are we trying to predict? Well, at mountains like Mt.
Fuji, about 10 kilometers, 20 kilometers deep, there are the so-called the magma
chambers. We don’t know, unfortunately, for sure where these chambers exist, but it
seems for sure that there are such magma chambers where the magma would
accumulate. And at one point in time… once the magma is filled, then they there will
be fissiles appearing in the rocks, and eventually this would lead to an eruption. Now,
when will this chamber become full? If we can predict that and then observe this
mechanically, then in the mid- to long-term, we would be able to predict eruptions.
Yet, as of now, we have not reached the standard where we can predict to that extent.
So, this is something that we will have to wait for quite some time to happen. I think
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we are still far away from that point in time. But once from this chamber magma starts
to ascend and it creates a fissile in the rock surface, and then we will be able to detect
anomalies in many ways. For example, we would see crust deformation, and we
would see seismic activities taking place. So, such changes on a real time basis can be
observed, and this will provide us information that there is the danger of an imminent
eruption. So, we have reached that standard already. In fact, we do have such
examples. This is 28 years ago. In 1986, at Izu Oshima, there was this eruption. So,
the same tiltmeter, which is installed at Mt. Fuji, was able to detect the uprise, ascent of
magma back in 1986. And Miharayama Mountain was here, and the outer rings were
here. And this is about two kilometers away from the summit. And we dug this well
and here. The tiltmeter was installed. This tiltmeter, back in 1986, on November 21st,
there was this fissure eruption that occurred, but this is what we observed at that time.
So, this flat, well, there was no change observed up until this point in time, but from
around 13 hours, 1 PM, we certainly started to see this change. And from around 4
PM, we started to see the fissile eruption start… fissure eruption, excuse me. And so
this is the photograph that was taken back then. And this was around 16 hours of the
day. The fissure eruption and the changes that took place during this time, since the
tiltmeter started to detect this change, well, actually during this time, the magma
ascended and started to deform the rocks. So, this was detected by the tiltmeter. And
the same tiltmeters are installed in 6 locations at Mt. Fuji, and also in addition to that,
we have GPS. So should it be that there be magma to the extent that it be cause an
eruption, then, under the current observation system, I don’t think we would overlook
such a change.
However, now is it the case where once we started to see this magma ascent, it reaches
the surface? No, that is not the case. There are many cases, which it does not reach
the surface. Now, there are, instead, other cases in which the magma does start to
ascend but then stops half way. And just as in the case of an attempted suicide, we in
Japanese, literal translation would be “an attempted eruption”, but they could be said to
be “failed eruption”. There are many such cases of failed eruption. At, for example,
Iwate Volcano in 1998, which will be presented later on, yes, it did start to show
seismicity, magma did ascend. And we did see such crust deformation, suggesting that
to be the case. And we see here that the location where the magma was ascending.
But at around 2, 3 kilometers depth, the magma came, but then here, it stopped
ascending. And it failed short of an eruption. So, this was one example of a failed
eruption.
And today, we will be hearing from Dr. Saito as to the details of what this means. But
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then after in 2000 at Mt. Bandai, again, there was this failed eruption. And in 2001 at
Mt. Hakone, we did see active volcanic activities and similarly at Hachijojima Island in
2002. We did see such seismicity, but it did not lead to an eruption. So, though the
magma ascends, it does not necessarily results in an eruption. Instead, there are many
such failed eruption cases.
In the case of Mt. Fuji, what is it like? Well, at the foot of Mt. Fuji, we don’t have
much information, data, evidencing there is a volcanic activity. But we do see the
signs of low frequency earthquakes. And this is something that you really do not feel.
Normally, it is about 20, 30 waves per second, but in the case of Mt. Fuji, the low
frequency earthquake is about 1 or 2 waves per sec. So, it is a very slow seismic wave.
And under the summit, 10, 20 kilometers from the summit down, you would detect such
low frequency earthquakes. Naturally, people would not feel this because of the
frequency, but under Mt. Fuji, we continue to see such activities.
And we try to trace back until 1980 these low frequency earthquakes, and then from
October 2000, we suddenly started to see an increase. And the red shows the wave
energy, the blue, the cumulative number. And as far as we can see from this graph, it
is apparent that around 2000, there was some anomaly at Mt. Fuji. But at that point in
time, we had four tiltmeters at Mt. Fuji, but the tiltmeter did not detect any anomalies,
meaning that there was no evidence to show that there was magma ascent, meaning that
the activity was deep down. And we concluded that there was no magma ascent. So,
this would not be defined as a failed eruption. It could have been a step before that.
But with the modern instrumentation, we have not yet detected any anomalies
suggesting that magma has ascended. But even if magma does not ascend, it would
have a major impact on society. In fact, at that time it did, because this triggered us to
produce a hazard map for Mt. Fuji.
Had it been that there was magma ascent detected, and if we were to come up with such
evidence, what would have happened? Well, we have never experienced this, so we
can only imagine what might happen. But even if it were to erupt or whether it would
end in a failed eruption, I think in either case it will have a major social impact. In the
case of a failed eruption, how would the society react? Well, try to imagine what it
would be like. Because it was a failed eruption, this would be a happy ending. But I
wonder if the public would think that way. Dr. Aramaki earlier said that failed
eruptions are good opportunities for us to think about various possibilities. But
meanwhile, if you take on a pessimistic view, for example, if people are advised to
evacuate, then the residents would say they didn’t have to evacuate. And they would
feel disappointed with the prediction. And the next time such a similar thing occurs,

12

they would hesitate to accept the prediction, or it could be that this would hinder people
from taking quick action to prevent the disaster. There is that concern. Now, Dr.
Hirose, who will be presenting at the end, has said that even if we fail to predict, this is
something, a cost that is necessary to ensure safety. This concept of this being an
inevitable cost for safety, and this is something that we need to keep in mind constantly.
Well, today after this, we will be looking into the examples of Rabaul and Campi
Flegrei caldera, Kuchinoerabujima, Sakurajima, Iwate Volcano, and also think about
what would happen in case of a failed eruption, including disaster psychology. So,
disaster psychology will be explained by Dr. Hirose at the end. So, I think it is
important that volcanologists, seismologists work together with those engaged in
disaster mitigation prevention and those people who will be directly impacted by such
eruptions. We need to share our information and understanding. I sincerely hope that
this workshop will serve this purpose. And I look forward to active discussions.
Thank you.

MC: Now, let us move on to the next presentation, which is entitled “The Response of
the Local Governments After the 2000 Mt. Fuji Low Frequency Earthquake Activation”.
And we will invite Mr. Kikuo Sanada from Fujiyoshida City from the perspective of Mt.
Fuji Volcanic Disaster Prevention Conference.

MR. SANADA: Good afternoon, ladies and gentlemen. I am responsible for
disaster prevention at Fujiyoshida City Government in Yamanashi Prefecture. And
with regard to volcanic disaster prevention at Mt. Fuji, there are seven cities and towns
that form the Mt. Fuji Volcanic Disaster Prevention Conference, and I am working at the
secretariat of this Conference. And I will be looking at low frequency seismic
activities at Mt. Fuji in 2000 and what sorts of initiatives have been taken by the local
residents since then.
As was already mentioned this afternoon, the massive explosion of Mt. Fuji was
mentioned. Before I talk about low frequency earthquakes, I have no other choice but
to mention this. Even prior to that, at the foot of the Mt. Fuji, I would like to extend
my heartfelt welcome to all of you to come to our area. There was a reference to the
World Heritage possible registration. But the tortoises are considered to be living in
the Mt. Fuji, so there was a traditional faith in Mt. Fuji, and these are some of the
pictures that have been taken. The portable altar, which is shaped like Mt. Fuji, has
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been used in the festivals. So, you can see that there has been some Mt. Fuji religion
taking root in this area.
Back in 1983, when I was at the second year, or sophomore at the college, I was quite
impressed with this book, because I was wondering what would happen if there is an
eruption at Mt. Fuji. It didn’t happen after all, but there was a great impact on the
local communities. And it was so widely reported by the mass media, obviously, and
the northern foot of Mt. Fuji is one of the famous tourist destinations both to Japanese
and to those who are from overseas. And actually there was a decline in the number of
tourists visiting this place because of this book, and there were some movements to
actually take this to court in the local community. And since then, the eruption of Mt.
Fuji has become one of the taboos in the local community. So, people thought that
they should not refer to any possibility of eruption of Mt. Fuji since then.
But at the same time, there were some slight changes gradually seen in the mindset of
the local residents. And in 1990, at Mt. Unzen Fugen, there was a big eruption with
casualty of 44, as you may recall. And in 2000, in March, Mt. Usu erupted. But this
time, I think this was critical information, but there was a hazard map already available.
And based on this hazard map, there was a proper guidance of evacuation and there was
no casualty. So, the hazard map has attracted attention since then. And in order to be
prepared for possible disasters from volcanoes, hazard map was considered to be quite
important by the local community. And in 2000, which is also one of the critical years,
in July, Miyake Island erupted, and the whole community evacuated this area, and this
was reported by NHK and it has attracted attention.
And then in 2000, the same year, the low frequency earthquake took place frequently
for half a year at Mt. Fuji, and it was reported by the newspaper. And there was a
mindset that has developed amongst the local residents that they have to be prepared for
the prevention of the disaster. And at the Hoei Period, there was a pile up of ashes for
about 5 centimeters back in Edo Era when Mt. Fuji erupted, and if there is another
eruption then there will be a disaster. And the national government has taken action.
And in June 2001, in accordance with the initiatives by the national government, while
there was the hazard map study committee was established in July, in the local
community, we set up the Mt. Fuji Volcanic Disaster Prevention Conference, because
we thought we had to work together. And then June 29th 2004, three years later, Mt.
Fuji hazard map was issued.
And this Mt. Fuji Volcanic Disaster Prevention Conference had 8 cities and towns and
villages, but now we have 7, because two of those got consolidated. Those 7 cities and
towns are Fujiyoshida, Fujikawaguchiko, Nishikatsura, Oshino, Yamanakako, Narusawa
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and Minobu. We were in step with the national government in trying to take actions,
and in order to prevent disasters from volcanoes, we thought that we should know the
Mt. Fuji first. And this is something that you can find in your handouts. This is the
information that we have disseminated, what sort of disasters that could take place.
And we have published a guidebook for the local residents in the northern foot of Mt.
Fuji, based on the hazard map of the national government. And we distributed this
copy to each family.
And then about actual disaster prevention, there was a basic policy of disaster
prevention issued by the national government. And based on this initiative, on our part,
at the local community, we have come forward with the Mt. Fuji Volcano Disaster
Prevention Evacuation Map in March 2006. And the copy of this map is part of your
handout. And what is characteristic about this map is the following. It is not just an
evacuation map or a disaster prevention map. It is more focused on evacuation routes.
As you can see, there are primary, secondary and tertiary zones. The primary zone is
where the vents are expected to be formed when there is an eruption in this red area.
And this light red or pink part is where the lava flow is expected to reach in three hours.
And the yellow part is where the lava flow is expected to reach in 24 hours after
eruption. So, there are primary, secondary and tertiary evacuation zones indicated.
And there will be a lot of volcano information that will be issued at the time of
emergency. And what sort of actions and evacuations that local residents are expected
to take are shown here. And this evacuation map is designed for the local inhabitants,
so that they can understand by looking at this map what they should do. Mr. Aramaki
talked about various disaster phenomena that could take place. And it is very difficult
to understand what they are supposed to do by looking at the whole hazard map. So if
we just show the hazard map as it is to the local inhabitants, can we expect them to
properly evacuate, because what’s important is the evacuation. And if the local
residents find it very difficult to figure out what they should do by looking at the hazard
map, that would not be wise. So, we have inserted cartoons and schematics. There
was a change in the definition of volcanic information by the Japanese Meteorological
Agency since then. But at that time, these were the definitions for the volcanic
information; the “temporary volcanic information with caution”, and “emergency
volcanic information with a possibility of eruption”, and “emergency volcanic
information”. In each of these cases, what sort of actions the local residents are
supposed to take when they are in the primary or secondary or tertiary evacuation zones,
that is shown here. This is Fujiyoshida City’s version of the evacuation map, what
they are supposed to do, based on volcanic information that is issued.
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We have studied the map within our Conference, and this is one picture from that
activity. There are a large number of different types of disaster phenomenon that could
happen. For example, for each city, Fujiyoshida or Minobu or Oshino, the disaster
phenomenon that is expected when there is an eruption is varied. So, we have had a
lot of discussions about what sort of map we should come forward with. And on the
other hand, as you know, Mt. Fuji is not just limited in Yamanashi Prefecture. We have
worked with Shizuoka Prefecture, which shares Mt. Fuji with us. So, even if we take
action within Yamanashi Prefecture that would not be sufficient, because there are other
cities that are sharing the risk for disasters when there is an eruption. So we thought
that we have to work together. So, we have established Inter-prefectural Mt. Fuji
Disaster Information Network with 9 other cities from Shizuoka Prefecture as well.
And this is Yamanashi Prefecture cities from that Conference that I talked about, and
from Shizuoka Prefecture, there are cities such as Numazu, Mishima, Fujinomiya
amongst others that have participated in this Information Network.
Now, on this Information Network, in May 2006, last year, centering around eruption of
Mt. Fuji, when there is a disaster, we thought that we should work together. So, we
have signed the mutual assistance agreement amongst the members of Information
Network. These are mayors of the cities and towns that are the members of this
Information Network. So, we had to know each other, and this is a cross-city and
cross-prefectural activity, which was the first attempt of the kind. And there were also
assistance from the YIES and others. We also encouraged local residents to take part
in disaster simulation exercises. This was done in Fujiyoshida City. The Fire
Prevention Department of Yamanashi Prefecture has organized this exercise and local
residents participated in this disaster simulation exercise, and there were maps provided,
that were created by our Conference. And we thought about what could happen.
And we not just got involved the officials from the government but also local
inhabitants. And there are some other activities that we have conducted. The Mt.
Fuji and the northern foot of Mt. Fuji are well-known tourist sites, and there are many
overseas tourists in the area. So, we started with the English version as well, so that
people from overseas would be able to be aware that Mt. Fuji is an active volcano. So
there is an English version that has been issued with some touristic flavor.
And as you know, this year marks the 300th year anniversary since the last eruption in
Mt. Fuji, back in 1707 in the Hoei period. And commemorating this 300th year
anniversary, we organized the disaster prevention symposium at Fujinomiya City in
November last year, or rather this year. And our Conference was one of the
co-organizers of this symposium. So, we have been engaged in various educational
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activities to raise awareness amongst the citizens.
So, let me summarize what I have said. The low frequency earthquakes have
happened frequently since 2000. What sort of actions the local governments have
taken? First of all, we have established the Mt. Fuji Volcanic Disaster Prevention
Conference, and we came forward with guidebooks, disaster prevention evacuation map,
English version of the map, and we performed the disaster simulation exercises. Also,
we established the Inter-prefectural Mt. Fuji Disaster Information Network with the
cities and towns that share the risk of eruption so that we can share information about
shelters, and we co-organized symposium as well. But the background of these
activities is the increase in frequency of low frequency earthquakes at Mt. Fuji.
Now, failed eruptions, I am not sure if that’s the appropriate word, but there were no
eruptions that happened. But Mt. Fuji is a live volcano and it is an active volcano.
That fact has been made clear to the local residents as well as to the local government.
So, this low frequency earthquake and swarm of earthquakes were the trigger fast to
change your mindset. And we understood that the disaster prevention against volcano
is very important. And the eruption of Mt. Fuji was once considered to be a taboo, so
volcanic disasters were considered to negative toward the local community, because
there could be damage to tourism. But actually, it can be turned into a positive activity
amongst the local residents, because if they are well-prepared against the volcanic
disasters, then they could invite more tourists, because they can feel safe even if they
are in the area. Because we are well-prepared in terms of disaster prevention, so we
can take advantage of this trend. So, there are such changes in the social trend and the
mindset of the local residents.
The volcanic disasters are considered to be a wide area disaster. No single local
government can respond to the disaster single-handedly. So, you have to have a
perspective from a wide area, coordination. So, there is collaboration across the cities
and towns, and also you have to share information. There are Meteorological Agency
information and knowledge and information from experts in volcanology and volcanic
disasters, and you have to have a same understanding, and what sort of disaster
prevention initiatives that are being taken. We have to share all this information
amongst the people concerned. And I said that it has been 300 years since the last
eruption at Mt. Fuji, but we have to take advantage of this trend, heightened awareness
about the disaster prevention, and we have to maintain that momentum. So, as a local
government’s perspective, I have shared what we have done at this local community.
Thank you.
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MC: The three presentations are over. At the end, there will be a discussion time,
where we can entertain questions from the floor. But at this time, if there are any
simple questions about the three presentations that were made, please raise your hands.
If not, then you can ask questions at the discussion time. We are slightly ahead of the
schedule, so we would like to take a break for about 30 minutes, and then we will start
the next presentation from 2:55, five minutes early. There is coffee and tea served at
the lobby, so please help yourself. And there are also posters presented at the back of
this room, related to the topic of this workshop. So, please also take a look. Thank
you.

(BREAK)

MC: Ladies and gentlemen, can we ask you to take your seats? We have next from
Papua New Guinea, Mr. Herman Patia, concerning the monitoring and preparations
during the 1983 to 85 failed eruption at Rabaul Caldera, Papua New Guinea. So,
please.

MR. PATIA: Konnichiwa. My name
is Herman Patia, and I am from Rabaul
Volcano Observatory in Papua New
Guinea. Before I start, I would like to
thank the organizing committee for having
brought me here to share my experience
during the 1983 to 85 seismic crisis,

seismic and deformational crisis in Rabaul.
And I hope that you will learn some of the
experience that we had back in 1983-85.
The title of my talk is “Monitoring and
Preparation during the 1983-85 Failed
Eruption at Rabaul Caldera in Papua New
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Guinea”. The outline of my talk is to show you where about it, and then I’ll go to
discussing the Rabaul volcanic complex, a little bit of the historical eruption history, and
then I go to discuss the 1983 to 85 crisis
period. That’s a little bit or briefly on the
indication for that possible eruption. And
then I will say the experiences that were
taken by government authorities, and also
the Rabaul Volcano Observatory during the
1983-85 crisis.
So, where is Rabaul?
Papua Guinea.
Australia is here, and Papua New Guinea is
just the north of Australia. This is Indonesia, and Japan is further north. Most, over
90 percent of our active volcanoes are
located along the Bismarck Volcanic Arc
that begins from Manam, here, all the way
to Rabaul. And Rabaul is on the eastern
tip of New Britain Island. This is… the
Rabaul Volcanic Complex contains a
caldera. There are a number of calderas,
one to the north and one here. The red
triangles are the cones that are within the
caldera, and the green are the ones that are outside of the caldera.
This is just another map of the Rabaul Caldera. Again the post-caldera volcanoes
include Vulcan here, Tavurvur and these
are the volcanoes as well. The caldera,
the size of the caldera is about 14
kilometers from south to north, and 9

kilometers from east to west. During the
last caldera forming eruption, about
14-hundred years ago, it bridged this 5
kilometers gap that allowed the sea to
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come in, forming the harbor. And during the last 250 years, most or almost all the
eruption have been taking place from Tavurvur here on the east and Vulcan on the west.
Since 1887, we have had three double eruptions where both volcanoes on opposite sides
of the caldera erupt at the same time.
This is again another shot of the Rabaul
Volcanic System. The Rabaul town itself is
located inside the caldera.
During the
1983-85, all the population of the town was
about 15 to 20 thousand people, who were
living inside the town.
Historical eruption goes back to 1767, but as I

mentioned, from 1878, we’ve been
having eruptions from Vulcan and
Tavurvur again in 1937 and in 1994 up
until now. At the moment, the minor
activity is still going on.

Okay, now I will go to the 1983-85 crisis
period.
During the time, there was an
alarming period of volcanic unrest that began
in September 1983 to July 1985, total of about
nearly two years, 23 months. During that
period, the seismicity and ground deformation
increased or intensified to much higher level
since the latest eruption from since the
previous eruption in 1937 to 1943. And
during that time, from September 1983, it
resulted in the declaration of a Stage 2
volcano alert, which implied that an eruption
would occur within a few months. And that
was based on the occurrence of seismicity and
ground deformation, increase in ground
deformation. And this is the stages of alert for Rabaul that was declared, a Stage 2
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alert in 1983 during the crisis period. Stage 1 was like background activity, and Stage
4, an eruption would occur within days to hours and that would have resulted in
evacuation of the whole town area.
This is a seismicity plot, showing where
all the earthquakes were originating
between 1973 and 1993. That’s the total
of 20 years.
The different colors
represent different depth, like, for example,
the green circles are from depth greater
than 2.5 kilometers depth. Green is 1.45
to 2.45 kilometers depth, and yellow is
from 0 to 1.44 kilometers. Now, as you
can see, most of the seismicity, a lot of
these earthquakes occurred during the
1983-85 crisis. This is a plot of number of
earthquakes that were occurring in the
caldera through time. And as you can see,
there is this anomaly from 1983 to about
mid-1985. This was when we declared
Stage 2 alert, where we thought it was going
to erupt. It was like occurring the number
of earthquakes were roughly over two to
thee thousand earthquakes in a month, the
highest being around April 1984, when it
went over 12 thousand per month.
This is uplift, cumulative uplift in
millimeters here again through time. From
when we started measuring ground
deformation through the leveling, there was
a total of nearly two meters, two meters of
uplift since 1973 to about ‘85. About 35 to 40 percent of uplift here occurred during
the seismic crisis in ‘83 to ‘85. That translates to about 70 to 80 centimeters during the
crisis period.
These were the preparations that the Rabaul Volcano Observatory underwent or had
during the Stage 2 alert level. We had improved surveillance to predict the precise
location, timing and the magnitude of expected eruptions. We had monitoring network
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both in seismicity increase from about 12
to 15 stations, and also new monitoring
techniques were also introduced to the
caldera from external assistance, from
national and foreign government bodies
that enabled the Observatory to monitor,
monitoring facilities sufficient to cope
with the situation. We had assistance
from Australia, New Zealand, the United
States and Japan.
We received
monitoring equipment from Japan as well,
including experts in the field of volcano
monitoring. We were fortunate to have
Daisuke Shimozuru-san from Japan who
came over and assisted us during the
seismic crisis.
The other thing that we experienced was
that there were demands from sections of
the public, including government bodies and private industry for information. And we
counteracted by releasing situation reports, information bulletin to government
authorities, and at the same time we carried out volcano awareness programs in the
community. And these were the preparations during the Stage 2 alert that was carried
out by the provincial and the national governments. They passed Emergency Laws or
Acts in Parliament for a law to overlook any emergency, not only volcanic crisis but
also other natural disasters, like tsunami, flooding and so on.
The crisis also achieved the establishment and the definition of our national body, a
national body and Provincial Disaster
Committees.
The function of the
National Disaster Committee was to
overlook and liaise with provincial disaster
committees on how to manage the crisis.
It also led to the production of the
National Disaster Management Plan for
the whole country.
The Provincial
Disaster Committee in Rabaul also came
up with a simplified evacuation plan for Rabaul itself. That evacuation plan was
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exercised, tested and upgraded during its
exercise.
One of the things during the evacuation
exercise was we involved the communities
that were in the high risk areas, so that
they become a part of it and they know
what to do in the event of an evacuation.
And this is the evacuation plan for Rabaul.
Four zones; red with this high risk area
inside the caldera, then you have a blue
here, where the risk is still high but there
will be a tendency for, like, blockage of
evacuation routes. And of course, the
green here and the yellow, I will explain
later.
Okay, information on the evacuation plan
included pickup points, evacuation routes,
safe areas, transit centers and evacuation
centers. The evacuation plan was taken
into the community and made aware to the
communities that were participating in the
evacuation exercise. As I said earlier on,
the danger area was divided into four
zones. The red zone here was the high
risk area. The blue zone had some risks
and likelihood of isolation due to closure
of roads by continuous earthquake
activities, which may trigger landslides.
So, if they are isolated, we had pickup
points by sea. The green zone was, may
due to ash flows and mud flows during an
eruption in the southeast season. That is
April to November. And the yellow zone
is ash falls and mud flows during the
northwest season, November to April.
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Some negative effects of the crisis period,
we had the experience of some inaccurate
reporting by the media. There were a
large amount of money spent on
emergency preparations for the disaster,
which did not eventuate. There were
massive increases in insurance premiums
and loss of profits from businesses due to
reduced business and sales, and, of course,
disruption to education and daily life.
However, on the other side, the seismic crisis achieved a high level of disaster planning
and preparations at Rabaul. It also had the passing of emergency laws or legislation to
cater for a national emergency. It also led to the establishment of National Disaster
Committee and Provincial Disaster Committees, and also the production of a National
Disaster Plan for the whole country.
So, to conclude, during a crisis and even
before and after, pubic awareness program
should continue so that people are
continuously reminded of the hazard, the
risk that they live with. The evacuation
plan needs to be explained or made aware
to the communities. They need to know
where the pickup points and the care
centers, and so on. But most importantly,
you need to test the evacuation plan.
Otherwise, if you don’t test it, then the communities, you know, will not be aware of
what to do or where to go in the event of an emergency. And also, you need to control
all information relating to the emergency,
should be channel 2 information center
that will include a volcano expert, which
will be part of the Provincial Disaster
Committee. So, the information center
should be with the Provincial Disaster
Center.
Domo arigato gozaimasu.
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MC: Thank you very much. Is there any question or comment to this talk? If any
one should have any questions in regards to the presentation, you can ask your question
either in Japanese or in English. Yes.

Q: The question, can you hear? Can you hear? Can you hear? Can you hear?
Well, you earlier said that there are differences… can you hear? Can you hear me?
You earlier said that there are differences in the disaster by season, like April-November,
November-April. Can you explain a bit more about those seasonal differences?

MR. PATIA: Thank you. In Papua New Guinea, especially five degrees down the
equator, we have two seasons only. The southeast season… southeast season that…
where the wind direction blows to the northwest between April and November. And
then it changes during November to what we call the northwest season, where the wind
blows to the southeast between November and April. And that will determine where
most of the ash will be blown to. That’s why we divided the danger area, taking into
the wind direction as well.
One thing about the crisis in ’83-‘85 was that, and also the evacuation exercise, it really
helped the community a lot during the actual eruption ten years later, in 1994. So,
when the eruption began at about 6 o’clock in the morning, people knew exactly what to
do, and they did not wait for instruction from the Provincial Disaster Committee.
There was a voluntary evacuation that began about 6 to 8 hours before the actual
eruption. But that was during nighttime. Had we issued a Stage 2 alert at night, we
would have caused panic and there would have been a lot more death. Thank you.

MC: Thank you very much. The next presentation will be done by… let me switch
in Japanese. We’ll have a presentation on Recent Unrest Episodes at the Restless
Campi Flegri Caldera. And we will invite Mr. Giovanni Orsi from INGV-OV.

MR. ORSI: First of all, let me start expressing my gratitude to the organizers of this
meeting, who have invited me to share with you our experience on the Campi Flegri
Caldera in Italy.
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The Campi Flegri is one of the Neapolitan
volcanoes, together with the Somma
Vesuvius. With the Somma Vesuvius,
this is the Campi Flegri, this is Somma
Vesuvius, this is Procida, and this is Ischia.
And, those volcanoes are located in the
Campanian Plain, this large plain, on the
tyrrhenian side of the Southern Apennines,
which is a young mountain chain. Out of
these three volcanoes, the city of Naples is
there, is here.
Out of these four
volcanoes, three are active.
Somma
Vesuvius, Campi Flegri and Ischia are
active and also explosive in character.

Therefore, the volcanic hazard in this area
is very high. If we consider that the
Neapolitan Area, all the Neapolitan Area
you see is satellite imagery of the
Neapolitan Area, is home for about 4 million people. And also, if we consider that the
active portion of the Campi Flegri caldera hosts about 350 thousand people in this Area,
then you can easily understand that the
volcanic risk is also very high in the Area.
Then, some keywords about the history of
the Campi Flegri caldera. This caldera is
a nested structure, which has been formed
through two major collapse episodes.
The first one occurred 39 thousand years
ago and was related to the Campanian
Ignimbrite, and this is the caldera formed
39 thousand years ago. And the second one occurred about 50 thousand years ago and
was related to the Neapolitan Yellow Tuff eruption, and this caldera here, which is
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nested within the previous one. That’s the first and the second caldera collapses.
After the Neapolitan Yellow Tuff caldera
collapse, which is the last dramatic event
in the Area, we have had about 72
eruptions, and only four of which were
effusive.
So, most of the eruptions,
almost all are explosive. These eruptions
occurred in three epochs of activity, three
clusters of activity. During each of these
clusters eruptions followed each other
about 50-years intervals. And the last
eruption occurred in 1538. Among these clusters of activity, there were quiescent
period, which are very well marked in the field by well-developed paleosols. This is a
structural map of the Area again. So, apart from the volcanic activity, quite intense
volcanic activity, the caldera, and, in particular, the younger caldera has been affected
by quite significant deformation. So, I will start talking about the long-term
deformation, which is the deformation, which has taken place over the last 10 thousand
years, and I will come up talking about the deformation which has taken place during
the recent unrest episodes in one or two years time.
So, over the last 10 thousand years, we have reconstructed the deformation and the kind
of deformation and we come up with this
conclusion, which is summarized here.
This is a deformation along a section,
which goes northwest-southeast in this
part of the caldera. And you have some
parts, which have been uplifted, some
parts, which have been uplifted more,
some parts, which have been subsiding,
some parts, which have been subsiding
less than the other one. So that means here in the structural map, you have these signs
minus the part, which has been subsiding, plus the parts, which have been uplifted and
double plus to parts, which have been uplifted more. So, what comes out is that the
central part of the caldera is the most uplifted one in the last 10 thousand years, about
90 meters of uplift, of net uplift.
Here, there are some pictures of, which show what I am saying. This picture here is
looking from here toward northwest, and you see this flat area is the marine terrace,
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which have been uplifted of 90 meters, that is why it is flat. This is one of the quite
active volcanoes, Lasso Fadaro Volcano. This is another view of this marine terrace.
Now, about subsidence, we have evidence of subsidence also in recent years. You can
see here. This is a Roman town of 2
thousand years ago, now is at 8,10
meters below sea level. And this is a
building, which is of below sea level.
And this line here between dark blue and
light blue is the Roman coast. That
means it is the coast line of about 2
thousand years ago, and this is the
present coast, between light blue and
white. That means that the Roman
coastline has been subsiding, is below few meters of water. So, those are very nice
evidence of the subsidence. And we also have good evidence of ground movement
over the past 2 thousand years and that’s
thanks to these monuments. One known
all over the world is called Serapeo,
because first it was thought that these were
temples devoted to the Serapis god, but
now archeologists understand that this was
a marketplace, a Roman marketplace, next
to the harbor of Pozzuoli, which was a
very important harbor in Roman time,
much more important than the Naples harbor, which is over here. So, what you see
here on these three columns, you see these marks. These marks are holes made by
lithodomes, which are these sea animals, which live between low and high tide. So,
they mean that these indicate the sea level. So, in reconstructing the movement of
these monuments, we come up with these lines here, from the First, Second Century
before Christ, when the monument was built, it has been subsiding up to the year one
thousand. Since the year one thousand, ground has been going up, up to the… slowly
going up, up to the beginning of the 16th Century. And at that time, the ground
uplifting was quite, quite fast. We know that, because we have some edicts by the king
of the time, because the ground was going up and new land was forming and people
were fighting about the ownership of this land, so the king was making edicts, deciding
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about the property of the land, and of course, was attributing the land to the town of
Pozzuoli. And a few days before the 1538 eruption, there was an uplift of 7 meters,
and then the eruption, and then recover of the 7 meters of uplift and then a slow
subsidence. Slow subsidence up to 1969. This is a picture of the town of Pozzuoli
before 1969 and you can see water, sea water in the streets of the town. What
happened in 1969? We had an inversion of the ground movement and an uplift began,
which lasted up to 1972 with a net uplift of
180 centimeters. Then from ’72 to ’82,
there was subsidence with some small
uplift, and then a second unrest episode,
the second uplifting in the beginning
of ’82 till end of ’84 with 170 centimeters
of uplift. That means a total uplift of 3
meters and half. The area of maximum
uplift is in the central part of the caldera,
and this is the harbor of Pozzuoli. And you can see this is the pier before uplifting,
and then they had to make the second one
because the ships could not dock any more.
The pier was too high for them.
So, let’s see, during the first unrest episode,
that’s ’69, ’72 unrest episodes, what
happened? In March 1970, when the
ground had been uplifted already of 80
centimeters, a seismic swarm of about 8
shocks were felt by the population. At
that stage, about three thousand people living in the historical part of the town of
Pozzuoli, this part here which was also the most deformed area and was the site of the
most intense seismicity, were evacuated
and transferred in a temporal lodging.
Later, a new neighborhood was built,
which is this ugly one here, which is still
there, and people were transferred in this
place. So, the people were moved from
this part of Pozzuoli in this part. This
part of town, in which you can see a very
nice cultural stratigraphy from the 7th

29

Century before Christ to date has always been inhabited. Now, it is not inhabited
anymore and it is restored and is used for cultural activities by the archeological
superintendency of Naples.
So, what did we, what did we learn during this crisis? Which were the problems
during this crisis? I want to stress that at that time, in 1969, ’72, the scientific
community did not know what was the behavior of the system. We know now that we
have these alteration of uplifting or subsidence. At that time, the scientific community
did not know that, and the only experience of ground movement they had was that,
which had preceded the eruption of Monte
Nuovo, which was just an uplifting. And
there were quite violent controversies
among scientists with involvement also of
mass media. Of course, the main point of
controversy was, were the phenomenon
indicating any impending eruption? That
was the question. And, of course, there
was quite a debate about that.
But there were other problems, which I
think major problems. Two different scientific committees with no well-defined
responsibilities were appointed by two different Ministers. And the main problems
were related to lack of civil protection authority. At that time, there was no any civil
protection authority in Italy. Lack of a properly structured volcano monitoring
network, we didn’t have a monitoring network yet. And lack of a scientific body
officially entrusted with the responsibility of hazards assessment. Of course, the
Vesuvian Observatory was there already. Vesuvian Observatory is the first of a kind of
observatory in the world. It was built in 1840, but was not officially entrusted with the
responsibility of assessment and of monitoring. So, I mean it was quite a mess. I
mean, too many authorities, too many people, no, anyone with the official responsibility
for monitoring and for giving alerts.
What happened between the two major unrests? That is between ’72 and ’82. The
Vesuvian Observatory and the National Council for Research began to build up a
volcano monitoring system. In 1980, there was quite a big earthquake in southern Italy,
not related to volcanoes, but is related to the dynamics of the Apennine South and
Apennine’s mountain chain. And this was really huge earthquake. There were a few
thousand people… a few thousand people died. And after that, the Ministry for Civil
Defense was established. This is a very important date in the history of civil defense
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in Italy, 1980. The volcano monitoring
system, which was built between ’72
and ’82, permitted to give a timely warning
to the civil authorities, to the Ministry,
which was appointed mean time at the
beginning of the ’82-’84 unrest episode.
During the, during the ’82-’84 unrest
episode, the volcano monitoring system
was
improved,
and
the
tactical
coordination of all monitoring activities
was
given
officially
under
the
responsibility of the Vesuvian Observatory.
The scientific responsibility for volcanic
hazard evaluation was entrusted to the
newly established national group for
volcanology. Meantime, this group was a
scientific group. National Groups for
Volcanology was established by the
National Council for research. It was a scientific group, but official group, and it was
entrusted with responsibility of volcanic hazard evaluation and assessment. So, things
were changing.
Now, I show you some few data about the second, the ’82-’84 unrest episode. This is
the ground deformation and the area involved in the ground deformation through time.
You can see that at the beginning, there is quite a relationship between amount of uplift
and the size of the area involved in the
deformation until the area involved in the
deformation reaches the border of the
caldera. That stage, the amount of the
uplift increases, but the size of the area
does not increase anymore. This is one
of the points I take to say that there is
quite a strict control by the structures, by
the caldera structures on the deformation
during the bradyseismic or unrest episodes. And, what I show here, this is the area
with these lines here. This is the area which has had a homogeneous behavior during
the unrest episodes and this is the same area, which has suffered the highest amount of
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uplift in the last 10 thousand years. This
is also important. That means that during
the small unrest episodes, there are small
deformation events. The deformed, the
geometry of the deformation is the same as
over the last 10 thousand years.

Now, about the seismicity, we have here
the ground deformation.
This is the
velocity of the ground deformation, and
here is the seismicity in terms of number of
shocks. And you can see that there is a
very nice correlation between acceleration
of ground deformation and seismicity. Those are the epicenters of the events. In the
first unrest episode, ’70-’72, and those are the epicenters of the event many, many more
between ’82 and ’84.
In the next slide, what I show you is
epicenters and also distribution of
hypocenters. We have seen that the
geometry of the area is the same during
the two years deformation and over the ten
years, and what we see here is that the
hypocenters of the earthquake aligned
along plains, which are fault plains already
active during, over the last 10 thousand
years.
Some comments on the ’82-’84 unrest
episode.
This episode has generated
more problems than the previous event
due to the high level of seismicity. We
have seen there were many more
earthquakes, and large number of shocks
felt by the population. The seismicity
also damaged the old buildings of
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Pozzuoli, and due to the damages, many buildings were evacuated because they became
structurally unsafe.
On October 1984, two days after the largest earthquake, this was an earthquake of
magnitude 4, occurred in the Phlegraean Fields, the largest of this ’82-’84 event. A
seismic hazard map was produced, and indication of the highest risk zone was given to
the civil authorities. At that stage, large population was evacuated from the town of
Pozzuoli because, because of seismic hazard that staged not for volcanic hazard because
due to the structural weakness of the
buildings.
And
then,
another
neighborhood, which was called Monte
Ruscello, it is here, just out of the town of
Pozzuoli, was built. And the people were
transferred there.
So, now after 1984, what we have after
1984 is, we have subsidence, a general
subsidence, but with some small every 4
or 5 years as an average, we have small uplifts, and always related to these uplifts, we
have seismicity. We can see here, here, seismicity related to the small uplift, and this
is the last one in 2006. We have had the last, and this is the distribution of the
epicenters and hypocenters for 2006.
So, just to close up my talks and remarks,
one conclusion is that the unrest events,
the unrest episodes are transient episode in
a long term, ongoing deformation process.
And these are quite significant implication
that they can occur again, and one of these
unrest episodes could lead to an eruption.
Since 1984 that is since the end of the
second major unrest episode, what has
happened?
People living inside the
caldera and in the neighboring areas have not react to this small deformation event and
the related very low energy earthquakes. So, people tend to forget. In fact that they
are taken by… that’s a problem, a very common problem everywhere in the world, I
guess, that people are taken by the daily problems, concerning the daily lives, the life of
their family, so they tend to forget to remove the problem of a future volcanic eruption.
What the scientific community has done in this time is continued in its effort to
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understand the past volcanic and deformation history of the volcano, including its
magmatic filling system in order to perform a long-term volcanic hazard assessment.
Since ’84, we have always… we have kept studying the volcano. And meantime, we
have kept monitoring the behavior of volcano in order to perform a short-term volcanic
hazard assessment. I mean the monitoring system has been improving since 1984.
The Department for Civil Protection has supported and sustained us researchers and
monitoring activity goals, and is elaborating emergency plan.
But, while the scientific community is progressing in a long-term and a short-term
volcanic hazard assessment, the civil protection is making plan. We have… the people
living in the area do not feel the hazards they are exposed to. So, this is a problem.
And I think that stronger efforts should be made in terms of education and information
the population and local authorities. I think that’s, again that’s true in the Phlegraean
Fields, but I think it is true everywhere in the world around every volcano, because
population exposed to potential volcanic
hazards is the main actor in any
emergency plan or risk mitigation action.
Of course, the population is the main actor.
And we can make the best plan we want as
scientists together with civil authorities.
But if we don’t have a population
informed and educated on the volcanic
hazards, I mean our plans would not
succeed. And informed and educated population and local authority would daily act,
taking into account the potential hazards, which could arise from an active volcano if
they are informed and educated. They will keep in mind, they will act, they will take
the daily action according to that. And if they do that, they can improve land use, they
can improve land use planning, and consequently they can generate the conditions for
elaboration of a better and easier emergency plan. And but meantime, they also
increase the probability of such success of an emergency plan in case of an eruption,
and improve the standard of life while waiting for an eruption.
Thank you.

MC:

Any questions or comments to the presentation?
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Q: In Italy, you mentioned about seismic damage, but how do you measure the
intensity of earthquakes in Italy? And you mentioned about damage to building
structures. But I believe that if there is an uplift of 80 centimeters, there will be
damage to building structures. So, can you tell me what were the buildings that were
damaged and what kind of countermeasures were taken? And also, reinforcement
against earthquakes, if any measures were taken, can you elaborate on that?

MR. ORSI: Oh, yes. Actually, our colleague engineers should give a better answer
than me on this question about buildings and structure, situation of buildings. But
what in the specific case of Pozzuoli, what has been done is these buildings were
evacuated, and the first idea was to destroy these buildings and also to reduce the
number of people living in the hazardous area. But I must say, unfortunately, during
the years, these buildings have been restored and so people have gone back. So, now
we have again a large population living in the high risk area, because the buildings have
been restored by the engineers. We have, as volcanologists, we, in Italy, we work quite
close with civil defense, civil protection people, but we also work quite closely with the
group of engineers and architects working on vulnerability of edifice. And that’s
something quite new, because traditionally, the engineers worked on the seismic
vulnerability. At the moment, there is a group of engineers who are working a lot on
volcano vulnerability. And they have made a lot of experience, and they are
transporting this experience also to the Neapolitan Area. They have made a lot of
experience after the last eruption at Monte Serrat. They have done some studies at
Monte Serrat, studying the effects of the pyroclastic flows, for instance, on the buildings
and they are modeling these things and transferring also to the Area. But, to go back to
your question, the buildings in the Pozzuoli Area unfortunately have been restored and
people have gone back there.

MC: Any other questions? Thank you very much. Next is the Detection of
Precursory Phenomena toward Future Eruptions at Kuchinoerabujima and Sakurajima
volcanoes. The speaker is Professor Iguchi from Kyoto University, DPRI.

PROF. IGUCHI: Thank you for the introduction. My name is Iguchi. I am
teaching at Kyoto University, and yet, I have been carrying out my research in
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observing the volcanoes in Kagoshima, Kyushu, southern Japan. So, I would like to
explain to you about my findings as for Kuchinoerabujima and Sakurajima volcanoes.
This is not erupted yet, so it could be defined as a failed eruption, but I have avoided
using this term. That is because this phenomenon is still continuing, is ongoing, and
that is the reason why. If you say “failed”, it seems as if the event has ended and the
volcano is quiet, but I am continuing to witness a series of events, phenomena. And
that is the reason why I have instead used the term “detection of precursory phenomena”,
and I would like to focus my attention on this type of phenomena. Naturally, there are
a number of teaching activities, social activities I am engaged in as well. If you are
interested, you can ask me questions in regards to my teachings and social activities.
This is the crater of Sakurajima. The location, well, we say Sakurajima, people know
in Japan that Sakurajima is close to Kagoshima Prefecture. But Kuchinoerabujima is a
name that is not familiar amongst even the Japanese. It is actually about 14 kilometers
to the west of Yakushima. There are only 150 people living there. And, well, people
of volcanologists would think that this is an area where free of hazards. So, even
volcanologists don’t know about this location. But I would like to explain to you
about Kuchinoerabujima.
This volcano, about one thousand years ago, there was lava flow, two hundred years,
there was volcanian eruption. Recently, it is mostly friatic, or it could be friatic
magmatic eruption, and at an interval between one to twenty years. But friatic
eruption, well, in 1966, this type of eruption, well, actually we saw that… Professor
Aramaki, when he was young, I hear, went to this place, but it was so powerful that
cedars flew, this is about three kilometers. Now, here we are looking at the seismic
activities over the monthly basis, and we started to observe in 1992. And if you could
look at this graph, in 1999, after 1999, the seismicity has greatly increased. You will
see this from this graph. And what’s more, this activation of seismicity that occurs
every once or two years. It is frequently occurring, meaning that each of these events
are more or less of a crisis. And for example, the Meteorological Agency launches
these advisories at these arrowed timings. You might wonder why not at the peak, but
within this phenomena, it is seen that, well, I would like to focus on this event that took
place in 2006.
Now, this event that took place in 2006, actually in July, we see this decline, but then
after, we had this so-called monochromatic earthquakes, after which there was low
frequency and then high frequency earthquakes. From the end of August to December,
we see that the seismicity has become extremely active and this has been monitored by
the seismometers. It is not just the seismometers that are showing this activity. And
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that is what I want to explain to you here. But let me explain where these earthquakes
are occurring. This is some craters in Shindake, where we often see eruption. And at
a very shallow locations, zero-point-five kilometers, we have this hypocenter, so it is a
very shallow depth. And this type of earthquake is occurring. And from around
August, we started to observe these monochromatic earthquakes, as I said, but what
happened at that point in time was around the crater, we started to see this fumarolic
events and the temperature was between 96 to 98 degrees. It was about 2 degrees
increase. And then after it started to stabilize, but in any case, this fumarole, we
started to see anomalies with the fumarole. And this is the most imminent of the air
(?), but by using the GPS, we have measured the ground deformation, and this
deformation here and this around here. This is September. And this change,
deformation, was in which we started to see the ground inflate around the crater. So,
as we started to see this increase in earthquakes, we started to also see the ground
inflation. In January 2005, we saw a similar phenomena occur. Seismicity and
ground inflation seem to have a correlation. It might not be magma, but in any case,
something abnormal is occurring, something is moving here. And this is the
deformation, ground deformation at the crater. You see the ground in which took
action, we saw the displacement. And it is for sure that around the crater, there is this
movement in the direction that causes inflation, ground inflation. And also the depth,
well, I think the depth is around 130 meters, but in any case, it is a very shallow location
where this is originating from. And what’s more, this is the infrared thermography and
aerial view and looking at the temperature difference of one year before, 2005, February,
and the right hand side is when there was a great seismicity with a great deal of ground
inflation. And well, the timing is different and the season is different, but compared to
the normal areas, compared to a year and a half ago, there is this wider area where we
have this geothermal anomaly. And this means that, well, it is possible that an eruption
could occur because of these conditions. And in December, we started to see this type
of gas, volcanic gas, being discharged. And we measured this and it is about 40 tons
per day, the discharge rate. And the Miyakejima Island, compared to that, it is a very
small amount. But we did not detect any such things in the past, and yet we were
starting to detect this discharge. So, we are starting to see everything move towards
this anomaly. But, so far, it has not resulted in any eruption.
Now, how we to interpret this is the next point. And this is the picture that shows what
I am talking here. We have this so-called hydrothermal reservoir here. And from
here, there is this ascent of fluid, and this has triggered seismicity. And… seismicity,
and also the pressure source is rising, we believe. And as a result, we see that the

37

geothermal anomaly is enlarging, meaning that the temperature here is rising. Now, in
this case, it did not result in an eruption, but this type of phenomena, how are we to
interpret this? Simply put, it would look something like this. Kuchinoerabujima, as I
said, experiences eruptions at an interval of one to twenty years, and the last was in
1980. And it is 27 years since the last one, so it is only natural that eruption could
occur. And also, seismicity increased over the years, and this in itself is a crisis. And
to cope with that, it is not just seismicity, but also we are seeing the ground deformation
and temperature rise. All these could be interpreted as precursor phenomena, and yet
while we may not see an eruption here, I think in many case of last year, for example,
there was this volcanic gas discharge. The fact that there is this gas increase, well, the
gas has discharged, and as a result, the internal dilation has been released, the stress has
been released. And this may explain the reason why we have not seen an eruption.
Well, and I’ve written this at the very last slide. And so, we think that this type of
crisis occurs once every year or two, and around next February, I am expecting that the
next crisis will come. The pressure source is very shallow, meaning that the next
eruption may occur, and that is the sort of crisis, sense of crisis that I have right now.
And next, I would like to give you the example of Sakurajima. Sakurajima, well, it is
often erupting, and this was in 1779 that we had a major flank eruption, and 1914, it
was more than one cubic kilometer of lava flow, and in 1946, this was the Showa
Eruption, and it was thought as slightly smaller in scale and at the bottom, it should (?)
1955, and at the Minamidake, close to the summit, we have had a series of eruptions
occur, but recently, it is subsiding. But this magma system of Sakurajima, how are we
to interpret this? Well, simply put, it would look something like this. There is the
Aira Caldera. And there is, at 30 kilometer depth, there is a deep magma reservoir,
chamber. And so, there is 10 million cubic liter of magma being accumulated, and this
has not changed very much. Well, there are some slight differences, but still, it is more
or less stable. And immediately under Minamidake, there is a shallow magma
reservoir, and so the Aira, this big reservoir under the Aira Caldera is accumulating
magma. When it erupts, magma would move under Minamidake, and would probably
erupt. That is our understanding.
What about the recent seismicity? Well, recently, as I have said, things are quiet,
subsiding. And this is what we are seeing these days. And this is on a monthly basis.
And in 1999, there was a close to 100 explosions. Well, in ’99, December, there was
close to 100 explosions, but recently the number has declined significantly. And to
2005, 2006, 2007, it is only 7 times this year. So, it appears on the surface to be quite
quiet. However, to the contrary, well, this is the frequency of the earthquakes, and this
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is the seismicity, seismic earthquakes. And we see that after 2002, the number of
frequency of earthquakes is increasing. So, though it is quiet on the surface, on
sub-ground there is a lot of activity. And also, this is the magma supply there is under
the Aira Caldera, and on the annual rate, it is, I would say, it is about 10 million cubic
liters per annum. This is the average. So, it is 10 million cubic liters on average and
though there are years higher and lower. But over the past decade, we have seen,
excuse me, 100 cubic meter of magma accumulated.
And so, that being the case, we are starting to see some changes here. For example,
this is the crater, summit crater of Minamidake, and this is the Show Crater, and that
was of the 1946 lava flow area. And this year and last year, well, those were of very
short period of time. There was an eruption, and it was the first time in 60 years that
such an eruption occurred. What this means is that in close to the summit of
Minamidake, the eruption occurred locally. And for the first time in 60 years, we
started to see the location change. Well, it was a very small eruption, but it seems to
suggest that something is changing, something abnormal is happening here. Having
said that, we do see such ground deformation, also earthquakes occurring, and the
change in the pattern of eruption. So, looking at these precursory phenomena, what
would happen to Sakurajima in the future?
I think we have to think about what would be happening at Sakurajima. And I have
written 3 scenarios here. Well, it is not something eye catching, but instead, just based
on the past facts, but the first is the “summit eruption”. And that is, well, if it is the
magma in the order of 0.01 cubic kilometers per year, then I think summit eruptions
could occur. Now, the reason why I say so is because, looking at the past eruptions,
well, this is the Phase One, and then it is quiet. And this is the Phase Two, and now it
is quiet. But it so happens that in this sequence Three, in 1970, and around this area,
well, it might be this period only, in another words there is an accumulation, so we are
expecting that the Third Phase may occur again. And this is, I think, the most likely
probable scenario.
Next, I talk about the minor flank eruption. The Showa Eruption is the premise base in
which I come up with this scenario. And the Showa Eruption, the series of events that
occurred up until the Showa Eruption is described here. Prior to that Eruption, there
was the Taisho Eruption, and then up until 1935, for about 20 years, no eruption what so
ever was occurring at Sakurajima. But then in 1935, we started to see the summit
eruption at Minamidake. And the red here is the Showa Crater Eruption, and the black
is the Minamidake. And in 1939, there was this pyroclastic flow at the Showa Crater.
And then at Minamidake, there was this eruption, and then the Showa Crater,
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Minamidake Crater Eruption, there was this repetition. And in 1946, in March, we
started to see from the Higashi flank lava flow. This means that the Showa Crater…
this is similar to what we had been observing at the Showa Crater of the past 10 years.
And the next is, the other scenario is the “large eruption”. And that was making
reference to the 1914 Taisho Eruption. We have to keep this in mind too. And the
reason why I say so is because there is the Aira Caldera, and there is the main magma
chamber here. The benchmark shows the vertical displacement, and before the 1914
Eruption, it went up and then came down afterwards. And then in the Showa, again
in ’46, we see, well, the scale is smaller, but then it goes up and then comes down.
And when the summit eruptions were active, frequent, then it goes down to just a minor
extent. But when there were no eruptions whatsoever, and we see that there is this
vertical displacement continuing. So, when under normal conditions, there is this
vertical displacement. And in 2002, though it is not plotted here, if it is quiet,
Sakurajima would continue to show this vertical displacement. And in 1914, when
there was this eruption, the magma was about 2 billion cubic meters, so there has been
an accumulation of magma in the meantime. And this 2 billion cubic meters, if you
divide this by 10 million, means that it is equal to 200. Two hundred years is what is
required to come and witness an eruption similar to the 1914 Eruption. Well, the last
time was 130 years prior to the Taisho, and before that it was 130 years before. So, it
does not necessarily mean that you have to have 200 years to see such an eruption.
But, in any case, it is possible that an eruption would occur after 200 years.
So, what would happen in 100 years time? Within the next 100 years, we could expect
such an eruption to occur. Now, how are we going to try to predict when the timing
will be? Is it possible for us to predict the timing of this next major eruption? I
personally think that that would be very difficult for us at least with this technology that
we have today. It is not possible to do so.
Then, what should we be doing? Dr. Ukawa talked about this. I think I will be
staying the same old thing again, but still, at the Aira Caldera, there is this magma
accumulating here. And we are in this position here, and at Sakurajima, if there is
going to be an eruption, the magma would move from Aira Caldera to Sakurajima.
This will definitely occur. And from Aira Caldera to Sakurajima, the timing in which
this movement takes place, it is important that we as quickly as possible try to detect
this movement starting. And also, we need to know the volume of this movement. If
that is the case, then we will come to know to what extent or scale of an eruption it will
be, whether it will be equivalent to that in Showa or Taisho, and because there is one
digit difference between the two. And I think it is possible with our current technology
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to identify which scale to expect from this very deep magma chamber. We have to, as
quickly as possible, detect this move to Sakurajima, and we need to try to develop the
technology so that we can quickly detect this change or movement.
Thank you.

MC: Thank you very much.
Yes, please.

Anyone have any questions?

Please raise your hand.

Q: I have come to understand that the ground deformation is coming close to what
was observed during the Taisho Eruption, 1914. At least looking at this graph, it
seems as if we are going to see an eruption equal to that of 1914 Taisho Eruption. I
think that even a non-researcher can reach that conclusion. But have you informed this
to the residents of Sakurajima? Do they know about this?

PROF. IGUCHI: No, we have not disclosed this information, this graph. But, at the
end of last month, November, it so happens that there was this… we always have this
November 12 evacuation drill, and at that point in time, I did try to… I did not show
this graph per se, but still, I’ve said that in past 100, 200 years Sakurajima has erupted
in such and such a way. But I have said that by the end of this Century or beginning of
next Century, there definitely will be an eruption occurring. That is what I have
communicated to the residents. But what the residents said to me was they are
prepared for such an event, but they are curious to know when it will occur. Is it
within 30 years, 40 years, 50 years? And for the residents, what’s important for them
is they have to plan for their future, the next couple of decades. If it is 60 years from
now, they’ll say “I won’t be around by that time, so I don’t have to worry about it”. So,
the timing is critical. And I think that we need to have a more accurate prediction
system. Thank you.

MC: Thank you very much. Any other questions? If not, thank you very much,
Professor Iguchi. Let us move on to the next presentation, which will be “Case Study
of Iwate Volcanic Crisis in 1998”, which will be presented by Professor Saito of Iwate
University.
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PROF. SAITO: I am Saito from Iwate University. I’ll be talking more about
practical issues in disaster prevention back in 1998.
In the interval of 200 to 300 years of eruption, there was time when we thought that
there would be an eruption at Mt. Iwate. As you know, Mt. Iwate is located here, in
the northern part of Japan. And there are 400 thousand people living near here. This
is a view from Morioka City. There is a lot of population, and on the west side, friatol
magmatic eruption is the characteristic about this, and that is the characteristic of this
volcano. So, it is a long-term interval. Eruption happened 240 years ago, and prior
to that, it was 1686, so there was no major eruption in 300 years. So, neither
government nor the local residents were aware of this event.
But in 1995, there was a tremor, a volcanic tremor, and experts paid attention to this, but
nothing happened. But in 1998, there was a volcanic advisory that would say that
there is a possibility for eruption, and there was an urgent action taken to do something
about the eruption. But there was no awareness amongst the residents, so what they
did was strengthening monitoring, and the volcanic hazard map preparation, and
planning and trial of emergency countermeasures. So, those initiatives were taken.
And in 1998, there was an increase in volcanic tremor, and there was an elongation of
10 centimeters in north-south direction for edifice. And there was also fumarolic
activity intensified. But there was no eruption actually that happened. And after the
volcanic advisory, the first map was issued two months after, and then total hazard map
was established in October. And the eruption scenario and countermeasures were
included in volcanic disaster prevention guideline, which was issued for the first time in
Japan. And this disaster prevention drills were conducted twice in each area, in the
near, neighboring area. And this is Kurokurayama, Mt. Kurokura. There was 300
meters of plume that we saw. So, there was intensified surface activities to be
observed. However, this has been shown by analysis of Tohoku University, but one
kilometer or 2 kilometers of ascent by magma was seen. It has not resulted in an
eruption. It was about to erupt, but it stopped short of eruption. And what they did at
Iwate Prefecture, in Hokkaido University, Professor Okada and others did this, as you
know. And we learned from them, their practice, and researchers and the local
governments and, of course, local residents participated together with mass media in
Iwate Prefecture to do information (dis)closure and there were frequent contacts
between those parties. And this is what we call the disaster reduction pyramid. And
this is how we did the countermeasures.
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And with regard to volcanic activities, this scientific information was important. Of
course, what was challenging was how to link the scientific information to practical
disaster prevention activities. And there was a study committee that was established in
Iwate Prefecture for volcanic activities of Mt. Iwate. And there was scientific advice
made to the government. And the Governor made the judgment and the head of the
city and town were given the recommendation. So, the translation from scientific
information into the practical judgment was made in a systematic manner. And this
was done in a collective responsibility by all parties involved. And we had to ask the
local residents to understand how difficult this was. And this was what some people
called Iwate Method, so I think that this was well-appreciated. And at that time, there
was the Iwate Network System, or INS, which connects the industry, academic and
government sectors, and there were Iwate Volcano Disaster Prevention Study Meeting
that was established inside INS, and universities, local governments, corporations and
mass media got together to have frank discussions to do, to see what should be done.
And there were 58 such meetings. More recently, there are twice a year, but back then,
once a week there was such a meeting that was held.
And during this period, about 6 years, there was a high potentiality for eruption. But
without eruption actually happening, there were many impacts, especially the disaster
caused by scientists, because there were some observation and information that were
issued from various circles. And over the Net, there were free discussion and
sensational information was exchanged. And there was a close relationship with the
local government, but from the national government, there was some sensational
information and disclosure and mass media reporting. It was not a sheer lie, but there
was shocking information that was issued and there was a decline in the number of
tourists, and also there was some distrust slightly developing towards the local
governments. And what they did was to set the restriction over the entry into the
Mountain. And three years later, it was assumed that there would be no magmatic
eruption, and it took 6 years to lift this restriction over the entry. And there were two
ski resorts that were shut down during this period, which was a major effect. And
there were some rumors that floated around. And we had to explain to the local
residents on a grass root level. There were more than 100 such occasions where we
made explanations. Also, we invited national government and the national mass media
to come and made explanations to them. If there were some rumors that were floating
around, we tried to talk to them and seek understanding from the local residents in a sort
of like a wack o wack game like manner. And we also asked the mass media to correct
inaccurate information.
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And 6 years passed, and we were able to maintain the trust relationship with the local
governments and local residents. And there were many seismic activities that were felt
by the population during this period, and on the southern side of the Mt. Iwate, there
was an earthquake that was the 6th of the Japanese Richter Scale, and also Mt. Iwate
moved and then Mt. Usu in 2000, and Miyake Island erupted. There were two
eruptions afterwards. And this has made the local community share the fear about the
eruption, and so that’s why they were kept vigilant for 6 years.
By alleviating the restriction on the entry of the Mountain, the vigilant level was scaled
down, and we asked the mountain climbers to submit the cards to ensure safety. But
there was a surface phenomenon that was becoming active, and we were not able to
predict whether or not there would be a friatol magnetic explosion. And there were
also some criticism about these activities, who would be held responsible in terms of
financing. But that was limited to very small circles, so as a result of getting all the
local community involved, we were able to have these countermeasures and have had
network and close relationship with the local residents, and that was proven to be
effective. And there were no hazard maps that were available back then, but actually
that was the time when we were at the highest risk. So, we learned lessons that we had
to be prepared on a day-to-day basis.
So, what was the legacy from this failed eruption? When the magma ascended for the
first time, we were able to observe the volcanic activities and that data has remained.
And we were able to make substantial improvements in the countermeasures against
disasters from volcano. That was an asset that we were able to accumulate. It was a
failed eruption, and we were able to increase understanding. But to what extent we
can issue the volcanic advisory, and whether or not people would respond to such
advisory, there was some negative aspect that was caused by this failed eruption. So,
in this longer-term interval, like 200 years, 300 years, how we can address this issue,
because those people who were involved would be gone 10 years time or 20 years time,
because there is a staff transfer in the local government as well. But there are local
officials who are here with us from three cities that were involved, and they will be
speaking three minutes each. And also Disaster Prevention Offices that were involved,
and they have established, at least, organizations to take countermeasures, and these
could be revitalized when there is another danger. And if start talking about this, then
we would need perhaps five hours, but we would like to have such opportunity on the
separate occasion.
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MC: Thank you, Professor Saito. Are there any questions? If not, then I am sure
there will be another occasion for you to speak. Thank you. The next presentation
comes from Professor Hirose from the Tokyo Woman’s Christian University. It is
entitled “Providing and accepting volcanic information from the viewpoint of disaster
psychology”. And we may take some time to set up the PC. Please wait a while.

PROF. HIROSE: Thank you very much. I am from the Tokyo Woman’s Christian
University. My name is Hirose.
In 1978, Mt. Usu erupted. And back then, from the viewpoint of social science and the
study of humanities, we thought about what happens in the case of a natural disaster, the
victims, the administration, volcanologists. And we tried to look at it from a
comprehensive viewpoint, and especially focusing on the victims of the disaster. How
can we lead them to overcome the difficulties? So, the study goes back up until that
point, so already we have come through 30 years. And when we think about volcanic
eruptions after that, we had the Mt. Unzen eruption and then the Mt. Usu eruption once
again in 2000. So today, in my presentation, I would like to talk from a different
perspective from my previous speakers.
When we think about natural disasters, how do we perceive these risks and hazards?
And when we feel risk and danger, under what situations does those feeling and
perception change? When we think about the society we live in, we live among
multiple risks. It is not just natural disasters that we have to think about. And I
believe that natural disasters are very special among the risks that we live in today.
And also, in the latter half of my presentation, I would like to talk about risk
communication.
Now, when we think about natural disasters, earthquakes and eruptions included, first of
all, we feel the threat. We feel the threat through our five senses. We see smoke, we
feel the tremor. And volcanic eruptions, when people see smoke coming up from the
mountain, people will understand that there is an eruption occurring. And in that case,
people will speedily respond and react. People respond very quickly when we feel the
actual threat, because we can feel and perceive what may happen, therefore we act
speedily so that we can avoid the danger that occurs after that. However, when there is
unfelt threat, for example, when we are predicting that a disaster is imminent, such as
failed volcanic eruptions, and also non-visible disasters, for example, pandemics and
terrorism, pandemic, such as influenza… for two years from 1918, there was influenza
pandemic where in Japan 370 thousand people died over a short period of two years.
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But the reactions to these unfelt threats would be different. When people feel a threat,
for example, when a disaster occurs, when an eruption occurs, people will speedily
respond to that. However, when it’s just a prediction of an eruption or a prediction of
an earthquake, the response comes very late. And also, for non-visible disasters, in
this case people overreact. And this overreaction could occur in failed eruption cases
as well.
Now when we look at how risk information is communicated, a risk situation, for
example, the volcano… the volcano also gives us information. One is primary risk
information, which, for the individual or society, would be seeing smoke or steam
coming out of the mountain or seeing ash fall. And the risk coming down here,
primary risk information going to organizations that deal with risks, for example, the
NIED, or Tokyo University, Kyoto University, these research institutes, or the YIES.
These organizations collect information, analyze and assess it, and create secondary risk
information. So, felt threat and information are accepted by individual and society.
Scientific investigation is made by organizations like the Yamanashi Institute, and that is
the first or primary risk information. And then, after processing that information, the
secondary risk information will be communicated, for example, information in case of a
failed eruption, or eruption alerts would be the secondary risk information.
Now, the mass media. The information taken from these risk study organizations
would send out their own information, or sometimes they would simply quote
information coming out of these organizations to communicate risk. So, the mass
media would be communicating their own information. So, we have the primary risk
information, the secondary risk information, and also for example, the Meteorological
Agency, the government, the Cabinet Office will request research organizations for
information, So these primary, secondary and tertiary risk information are all
combined together to create collective public opinion concerning the risk.
Now, if you remember, in 2003, in February 18th, in South Korea, there was a fire in the
subway in Taegu. More than 100 people died because of this fire, which broke out in
the subways of Taegu. There was another train on the other side over here, and
actually the fire occurred in this other train. One man used liquid to fuel the fire.
And then the smoke came into this other train. And this is the photograph taken in the
train that was situated right next to the train that was on fire. You can see that the train
cars are filled with smoke. However, people seem very calm. This person actually is
looking at his or her cell phone. This person is sitting idly. This man is just looking
down. And when we look at this next photo, which was taken a little bit later from the
previous photo, this person is still looking at the cell phone. There are some people

46

covering their mouths and noses, but nobody seems to be alarmed. So, when we only
have very vague information, when something unpredicted happens, people do not
really respond to a situation. We call this normalcy bias. And this is actually a very
abnormal situation, but we tend to think that nothing so abnormal could occur in our
normal lives. We try to think in terms of our normal daily lives, and respond
accordingly. For example, if people thought that this was sarin gas and if you had
information like that, people will panic. These people, how they understand and
perceive this situation are actually deciding the behavior of these people, and also, their
life and death afterwards.
Now then, I am sorry this is a rather difficult too see box here. This is supposed to be
mass media. Over here is the individual and society, and over here, we have the
research institutes, domestic as well as overseas volcanologists, for example. And the
organizations that deal with risks, and also the decision-makers, the government
organizations. This side also will mainly be the government organizations.
But, when there is some danger, if the mass media reports that, for example, when we
heard about the situation in Iwate, rumors may come out. And when and how that can
happen? The mass media, when they are in need of creating their own information to
communicate, sometimes they come up with very absurd information. Therefore, the
research organizations or the organizations that deal with emergency situations need to
inform the mass media so they do not start sending false information that they created,
or simply site someone’s words and spread that through their media. Good, concrete
information must be sent from the research organizations and those organizations
dealing with risks. And also the society, individuals need to know. They have a need
to know. And the mass media is there to provide that information. And there is this
loop, this positive feedback loop, which accelerates over time. And like a gear, we
need to place another loop here, where the government and the administration overreact
to the needs of the public. That tends to happen here in Japan when there is a disaster,
not just disaster situations, but also in other scandal situation occurring in the
government. So, it seems that when you see a child cry, rather than trying to find out
why the child is crying, people tend to try to simply act to make the child stop crying,
and we see similar situation happening in informing the public.
Now here, we see Japan, which is becoming a more mature society. So, first we need
to look at the cost and benefit. We have the economic and psychological costs on the
right hand side. For example, thinking about those costs, if you need people to
evacuate from a certain area, how much economic and psychological costs are incurred.
On the other hand, we have ensuring safety of citizens. And when we try to balance it
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on a seesaw, the balance point sometimes moves towards the right hand side when we
play safety first.
So, sometimes, even if there is not such a great necessity, because people want to do
everything to ensure safety, people react, for example, it means that the perception of a
possible eruption may be affected when we move towards the safety side, when we try
to put safety first. We may overreact. But in that case, it becomes very difficult to
look at the cost and benefit of reacting and balancing our action against certain risks.
Now, we carry out a survey every year, this year also we will carry this out. Actually,
this will be done in the spring next year. This comes from the 2005 national survey.
We sampled 1,117 people, and we looked at all kinds of risk factors. We haven’t
included volcanic eruptions, but we do have earthquake here. On the horizontal axis,
we look at how severe people believe the risk is, the social risk. On the vertical side,
we have indication of how people perceive the individual risk, and we have a scale of
one to four, four being more severe. So, in the case of earthquakes, people believe that
it is highly risky for the society as well as individuals. And probably when we think
about volcanic eruptions, of course, volcanoes only will be existing in a very limited
area, therefore it may be a little lower on the scale. However, risk perceptions against
natural disasters are quite high. Probably eruptions would be placed around here, close
to avian flu risk. The lowest here is the thermal power plants, AIDS, nuclear wastes.
In 1993, in our survey back then, the risk associated to nuclear waste was quite high, but
it came down the scale. But still, major earthquakes, the risk of major earthquakes,
people believe, that there is a very high risk factor. People believe that we have to be
prepared against major earthquakes.
Now, communication of risk information. The amount of information that goes out
when government and corporate PR divisions, of course, we have these corporate
scandals coming out recently, and also the government is also sending out information.
We have on the top, we have mass media, multiple channels on our TV. We have 24
hour broadcast on TV and radio. And the Internet is becoming a major source of
information. Many people rely on the Internet. So, risk information, the mass media
will be communicating risk messages, which may be bloated. And in my previous
slide, I talked about the primary, secondary and tertiary risk information. The
information created by the mass media would be tertiary information, and that tertiary
information would become very bloated. It would be very much large. So, we had
another survey, a national survey in 2003, in April. We surveyed more than three
thousand people, actually 3,276 people nationwide, and asked them which information
source they saw as very credible and not credible. The “not credible” on the right hand
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side, or “the most credible” on the left hand side. Information concerning the avian
flue or earthquake information, food safety information, people believe that
international organizations such as the UN and WHO are highly reliable and credible.
The second credible source, people answered that comes from specialists, from research
institutions and universities. The third most credible information source people
perceived were coming from the government. On the other hand, also, people thought
that the information coming from the government as well as government agencies were
not credible at all. That was the highest on the “not credible” side. And of course,
this is the case of Japan, but people thought that information coming from the
government is taking into consideration very many factors, therefore they may have
processed that information, they may have altered the true sense of the information.
So therefore, people rely more on the UN, WHO or research institutions and universities.
People did not see these organizations as not credible sources of information, and since
we sampled many people, we believe that this is quite accurate, and next year in January,
we will carry out a follow-up survey for the same thing.
And starting this December, the Meteorological Agency has set up the volcanic eruption
alert system. But these alerts and warnings, the function, the primary function is to
secure the safety of individuals and the people around or close to those individuals, and
the secondary function is to maintain social life and economic life to protect the
community and economic activities, which may be affected by a volcanic eruption.
Therefore, that is why alerts and warnings would be sent out.
And this is one model of an alert system. When there is the danger of a disaster
occurring, based on that information, the Agency or organization that issues these alerts
will gather information, assess that information and, for example, observatories or
Meteorological Agency, will decide to issue a warning or an alert, and that alert would
be sent out to the mass media, to the community, to corporations and also to
governments, local and central. But sometimes misinformation is also sent out. And
you might say that failed eruption information could be counted among that. Let’s say
that an eruption alert was issued but the eruption did not occur, or a flood alert was
issued but no flood actually happened. We see that sometimes happening. And so
people may perceive that as bad information or misinformation.
But government organizations may sometimes act ahead of the agencies that issue alerts
and send out that information to the community. But even if that happens, will the
alert system itself lose credibility? According to our survey, we do not believe so.
Sometimes, of course, when people misuse the system, or sometimes mistake how to
send out information. And also in the United States, when we were still in the Cold
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War Era, there were some air raid alerts that were issued in the United States. But,
when these false alerts when sent out, how did the citizens perception change? It
seems that people simply understood it as something that was not a human error. They
did not believe that this affected the credibility of alerts, because people believed that
this came out of the best effort of the government. People accepted that as a simple
mistake.
The problem occurs when we think about how people respond to the alerts and
warnings. There are not many people who will follow the instructions, including alerts
and warning. It is not just in Japan but also in the US and Europe. Even if there is an
evacuation recommendation or instruction issued, people will not respond. Maybe less
than 50 percent of people respond and follow the instructions. In Mt. Usu eruption, 90
percent of people followed the evacuation orders when the eruption occurred, and also
in Kiso as well as Mt. Fugen erupted, the compliance rate was very high, because they
knew that eruptions could happen. However, for example, in a tsunami warning or a
heavy rain warning leading to an evacuation instruction or an order, only less than 50
percent of the people will follow the evacuation orders. And I showed you the subway
fire case. People do not really understand that something can happen to themselves.
They cannot imagine anything happening to themselves. And in that case, people end
up not following the evacuation orders. So, the problem is how can we explicitly
inform the public about the imminent dangers? I don’t believe that information on an
attempted eruption would lead to any panic or chaos. But, the importance is how can
we inform the public that it is indeed an emergency situation or a dangerous situation?
So, how do people perceive these misinformation or false information when the
information was simply a “false positive” when an alert was issued however the danger
did not occur? People will have to pay for inconvenience, for example, stores may
have to close down, children may have to go back home from school. But people
believe this that it is a cost that they pay to secure safety. This is accepted. So, we
may have to tell people that even if an alert is issued, the hazard may not always occur,
so you have to accept that to happen. Starting this October, an earthquake alert system
was set up and put into effect. However, even if there was an alert issued and no
earthquake occurred, people will have to accept that as an insurance fee or of sort. But
“false negative” is more dangerous. When no alert came out but a hazard occurred.
It seems that in this case, credibility is greatly lost.
Disaster information. There are people who are very sensitive to such information and
those who are not sensitive. About sixty percent of people are not sensitive to disaster
information. About 40 percent would be very sensitive. But people exist together in
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the society, both the sensitive and the non-sensitive people. So, in such a society, how
should we communicate the risk information? How we do that is very important. So
we need an appropriate way to communicate risk. We need to create a very positive
image. How much of a risk there is, what kind of risk exists should be understood
clearly by the general public, the specialists as well as the organizations that handle the
risk situation. We do not want a one-sided feeding of information. We need to have a
transaction between all the parties involved, an interaction, rather, of all parties
involved.
Nobody from the USGS is with us today, but this person is called the Mom in
Seismometer, or the Mom of Earthquake Studies. She is from the California Seismic
Safety Commission of the USGS. She is an expert, and people listen to information
coming from her as being very credible. This is a photograph taken from the Scientific
America, but a risk communicator like this person, a person who can communicate to
the general public and who will be trusted by the public is needed. So, the Mom of
Seismology, Lucy Jones, says that risk communication has to be something that
encourages people, to give people hope, that if you do this, you will be safe.
Now, I would like to give you another example of a risk communicator from France,
from a nuclear power plant. I was intending to show you a video, but it takes about 4
minutes, so I probably rather not. Anna Ogino, a Japanese celebrity actually visited
this plant. You find that France has the second largest number of nuclear power plants,
following the United States. Japan comes third. But there was a risk communicator
in France who was able to tell the public about what this person did. But I don’t think
I have time to show you this video, but maybe later on, if you have any questions, I
might be able to show you this.
So, to come to my conclusion, so eruption risk information, let’s say that we have
information about a possible eruption. Alerts and warnings must invoke people’s
concern. If it doesn’t do that, that alert or warning is not going to be effective. So
first, raising people’s sense of concern is on the one hand. On the other hand, this alert
or warning may not become true. There are these two sides. It raises concern, but
people understand that that may not be true, it may turn out to be a false alarm. But
under this situation, by persuading the public, the information provider must tell the
public to accept this, that it is part of the cost to secure safety of the public. And, to
make sure that these information are very effective, to let the public know that this
information is very effective that they need to get used to getting information like this.
And in a case of a very dangerous situation, people will be able to evacuate, to mitigate
any damage occurring from an eruption. And that means we need to create a society
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that is open to risk information. It means that the society should accept information
and each individual will need to respond according to the information. Each
individual is responsible for accepting and behaving according to the information that
they received. Sometimes they may receive false alerts, maybe an alert comes out but
the eruption or an earthquake did not occur. People should say that it was good that
eruption did not occur. And when they get another alert in the future, they should
decide that they will behave accordingly. We need to make sure that people are always
sensitive to and respond accurately to any alerts. Thank you.

MC: Thank you very much indeed. I do believe that you might have any questions,
but since we are short of time, we would like to postpone the Q&A for later. And this
after, we would like to break for about five minutes, take a 5-minute break, and then we
would like to proceed to the discussion. So, I’d like to break for 5 minutes. Thank
you.

(BREAK)

DR. ARAMAKI: Ladies and gentlemen, we would like to proceed to the general
discussion. But it so happens that it has already passed our originally scheduled
ending time. But because we are availing ourselves of simultaneous interpreters, we
don’t have the liberty of extending the session. But we have requested that they stay
on for longer than originally planned. And I was supposed to be moderating this
session, but from a long distance, we have asked them from Iwate… we wanted to hear
about the Iwate case, and Professor Saito had to cut short his presentation, and I think
this is a very interesting case, and so I’d like to ask Professor Saito to partially chair this
session. And so, could you try to carry out the discussion? I am sorry.

PROF. SAITO: When I explained about the measures taken at Iwate, we, aside from
the researchers, had the administrators also in the context of trying to defend, protect the
community having working. And also, as has been said, people are engaged in risk
management. There is a need to reach a consensus and communicate this, and since
we do have people with us who are engaged with this, first from Mr. Haruo Minami

52

from Iwate on the Fire Department, we’d like to hear what he has to say.

MR. MIYANO: Yes. Today, we are talking about volcano eruption disaster
mitigation. We started out from there today. And nationwide, there are different
experts, but Iwate Volcano, there is this Professor Hamaguchi of Iwate University who
has taken the initiative in carrying out these activities, and Professor Saito is with us.
And also there is Professor Doi, who is a volcanologists by a sheer coincidence, but
they came together to try to come out with disaster prevention measures, and the
prefectural government has taken an initiative as well, and the prefectural government
has been carrying out various measures. But this has led us to form this group to work
on this issue together.
Now, I think what is important is that we continue to train and foster personnel engaged
in disaster mitigation as Professor Saito says. And also, as was earlier mentioned,
there are a number of risks involved, but again, we should be happy if it is a false alarm.
And we should try to partly say that “fortunately” it turned out to be a false alarm. We
are very happy that that was the case in Iwate volcanic crisis and also the Usu Volcano
before and after. If we look at the sentiments of the residents before and after these
volcanic crisis, I think that we do see that it was good that if it ends up being a false
alarm. And also, I think that this applies to earthquakes and flooding. So, I think we
are going to have a very good learning experience.

PROF. SAITO: From Takizawa Village, Japan’s number one village with the
resident’s population of 50 thousand at the foot of Iwate Volcano, we have with us Mr.
Fujiwara, who is engaged in disaster mitigation.

MR. FUJIWARA: Over the past five years, as I was in charge of disaster prevention,
and the safety measures that I had tried to take during this period are what I would like
to talk about today.
Yes, there was a talk about training, fostering personnel, and when I became in charge
of the disaster prevention, first I did not know what volcanoes were all about. And I
was the only person in charge. Of course, I had a boss, but I was the only one working
on such disaster mitigation, and I was very much anxious as to what I could do. This
Iwate Volcano, I think that, I don’t know when this will happen, it might be in decades
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or hundred years or more, that we might see a series of failed eruptions. Yes, we are
starting to accumulate at least basic knowledge, but having partners working on the
same issue, we can listen from the experts. And through this INS, Network System,
we are able to learn from each other. I personally think I have learned a great deal and
gained confidence in myself in trying to tackle with possible eruptions. And I think
that this is something that we must continue on into the future.
Another thing is that I did, in terms of safety measures, there were four municipalities in
which there were these mountains. Right now, they have been merged and there are
only three, but they were very careful in trying to advise climbers, mountain climbers.
And if there was danger, they closed the entrance. And at one time, we did have
problems with rumors. There were no climbers, tourists coming. But we could not
lift the warning without any evidence, so we worked on gathering information to ensure
that we could lift advisories and warnings. Another issue is, in case of mountain
climbers who want to climb the mountains taking on the risk by themselves. Of course,
this is one of the most beautiful 100 mountains in Japan, Iwate Volcano, so there are
mountain climbers who say that they would like to risk their lives and climb. But this
is something that we have to tackle with.

PROF. SAITO: We have another member from Shizukuishi Town.
director of disaster and fire prevention, Mr. Obara. Yes, please.

We have the

MR. OBARA: Thank you. The government has been taking various measures, but I
want to introduce a very unique case.
We were keen to try to contribute to disaster mitigation as much as possible. And
though we are laymen, we have established this special group to investigate the Iwate
Volcano. And the municipal government took the initiative and researchers, experts
have provided us with a lot of information in doing so. But there were a number of
things that we could not understand, but because the Mountain was in our locality, we
wanted to confirm what was happening with our own eyes. And six of us got together,
and we formed this group and three from the town government, and one person who
was a local resident familiar with the details, and also staff members who are living
close to the foot, there were two. And we climbed the Mountain once every month to
investigate. We tried to visually inspect and took photographs. And we took a large
number of photographs. And we did take a thermometer and went to the places where
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we saw smoke being emitted, and we periodically measured the temperature. So,
those were the types of things that we did.
And in 1999, since June of that year, when the volcanic activities were subsided, and for
next 5 years until 2004 when the entry restriction was lifted, we had engaged in various
initiatives, issuing various forms of reports, and the reports were presented at INS or
disclosed to the local community or disseminated to the disaster prevention
organizations. There were some criticisms and other jeering, but we carried on despite
that, and we were able to gain some recognition about our activities. And this is
something that was done by us as laymen. And we were given the Fire Prevention
Award in the 5th Disaster Prevention Festival. And our activities were gradually
beginning to be recognized in society. And getting in touch with various circles and
people have given us some level of recognition, and for five years, we did this officially,
and the organization was disbanded and now I am engaged in this observation
personally. And this is the 9th year that I started, and I still am carrying this on.

PROF. SAITO:
Well, there were voices heard from the local government
representatives. But risk management, whether or not there were false, positive
alarms… this was false, positive… to say that such advisory was false or positive, I am
not sure if that is the appropriate description of that advisory. Mass media plays an
important role. It is not just communicating some facts. But mass media has to play
an important role in protecting the local community. So, one of the gentlemen here has
been engaged in the disaster prevention.

MR. SHIKUWA: Well, I am from IBC, Iwate Broadcasting, and we are a local mass
media. So, disaster information broadcasting is one of the missions that we have to
fulfill as an obligation of a local broadcasting station.
And with regard to INS, with regard to Iwate Advisory, we have been engaged in full
disclosure of information, and after the information disclosure, there were some lecture,
in-depth lecture with question and answer session with Professor Saito involved. So,
there were no instances where we had trouble with the local media in terms of
information disclosure. The INS is not part of our job. The meeting was held every
Saturday, and there were volunteers, all volunteers that participated in this meeting.
And of course the reporters, some reporters in the local media may be well-versed in
disaster prevention, but there are very few of them, so we had to go to INS to learn, first
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of all, to know what each of these numbers mean. So, this is the occasion where we
can obtain the information, and the local governments and the police and the fire
prevention stations and academic experts got together. So, it is not just information
broadcasting about Mt. Iwate, but there was also tsunami disaster at Sanriku coastal area.
So, the INS is the platform where we can meet all kinds of experts.
Professor Saito did not mention this, but INS stands for the Japanese that means
“getting together all the time over drink”. And so, we are close to each other as
members of INS, and there are many other Yamanashi broadcasting local stations. So,
we are not just doing this for news broadcast, but we are there to get to know each other
and obtain information. Thank you.

PROF. SAITO: Well, time is limited. But of course we have to talk about Mt. Fuji.
But there are local aspects, and also there are areas where national governments are
involved. So, Mr. Doi, you will be here tomorrow, so I will give you just two minutes.

MR. DOI: In 1998, as a private citizen, I was involved for 5 years for disaster
prevention, and now I am in the local government for two years.
In mid-February 1998, the Mt. Iwate was considered to be a risk, but Professor
Hamazaki from Tohoku University came up with a highly precise and high-density
observation network, and that was already available. And information obtained from
that network was given to us. And in 1997, in November, we did have the information
that Mt. Iwate started to move. And there was an explanation given to the members of
INS from Tohoku University. Three months prior to the start of the movement, the
local community was made aware of this. So, there was a preparation time given
because of high accuracy in observation. So, there was such interest that was
observed.
And once I got into the local government, what I found was that there are 4 volcanoes
with the long intervals in Iwate Prefecture, one of which is Mt. Iwate, and the local
governments with such volcanoes are very weak in preparing themselves before
anything happens. After eruption occurs, perhaps they will do the response properly,
but when it comes to advance preparation, they are quite insensitive and they are not so
responsive. Once the eruption happens, then the national government will take
initiative, and so is the local government and the top mayors of cities and towns will
move. But, even if there is information that eruption might occur, the local
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governments nor the national government will take action. So, under such background
and circumstances, how we can come up with the system and organization to respond to
the possible eruption, that is the problem that we face for the volcanoes with longer
intervals.

PROF. SAITO: We have mentioned that we took the Iwate Method, but I’d like to
give bad information also. Tohoku University Observatory Professor Hamaguchi has
left there, and we do not have much funding for our work. It is very difficult to
maintain the system that we have. Right now Iwate Prefecture has done a very good
job so far, but as time changes, the government changes, it seems that everything goes
back to what it was in the past. Mr. Doi also will be leaving in March, and so how we
will be able to continue with this activity is something that we are facing right now.
Therefore, we can’t say that the good job Iwate has been doing will continue toward the
future. We do have some concerns, and with that last word, I would like to end.
Thank you.

DR. ARAMAKI: I am very sorry that we have gone beyond the time. I’d like to
release the interpreters now, because this will need overtime. But, after this, I would
like to have an off-the-record conversation.
One other thing I would like to say about Iwate Prefecture and Mt. Iwate is that this is
one extreme example of a failed eruption, and they are very enthusiastic about these
activities. The prefectural government, I believe Mr. Doi was very shocked, because
he used to work in the private and then went into the government. That’s why he was
shocked, but it seems that many governments are reactive to any situation. They do
not respond proactively. But being proactive may be very important, especially when
it comes to natural disasters, many things are at stake. And tomorrow, we will leave
Yamanashi. On Tuesday, we will have another discussion in Tsukuba City. I hope
that we can continue on with our discussion there. And, let us take up just one
question or comment.

MR. SANADA: My name is Sanada. I was one of the presenters. Thank you very
much for your input from Iwate. And I heard a lot and was informed a lot from our
participants from overseas.
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I’d like to make one comment. It seems that we need something to trigger our actions.
A false alert or a failed eruption led to the actions in Iwate, and people started action
after the low frequency earthquakes of Mt. Fuji. And it seems that we need to liaise
with people we come face to face with. We need to be in contact with the people we
need to share information. These connections are necessary if we are to respond
efficiently. That’s what I heard after listening to the Iwate example, and also
coordinating actions. How are we going to coordinate actions and continue with that
coordination? I believe we need to do a lot here and the areas around Mt. Fuji. But I
believe people in Iwate also understand the difficulty of continuing and maintaining the
network that has been established. I think that is a very difficult issue that we face.
So, I have actually two questions. One is how to maintain the system, and how to train
people who would succeed with the job. If you have any suggestions of what could be
done, I would like to listen to your opinion. And secondly, evacuation. In the case of
a disaster, how to evacuate the citizens will be the key. You mentioned that the
imminent eruption was avoided, but have you planned which area to evacuate, or did the
eruption subside before you made up these concrete plans? Especially here in Mt. Fuji,
we have 700 thousand people living around the Mountain, and this evacuation may be
very difficult, and we have discussed the possibility of this with the government. But
because of the large population, we believe that it may be very difficult if we do have a
case where we need to evacuate the people.

PROF. SAITO: Yes, the area around Mt. Fuji is going to be very difficult, because it
is close to Tokyo with a large population. I can only say that it is going to be very
difficult to evacuate the people here. But in Iwate, we didn’t know where the eruption
would occur, but Professor Hamaguchi said that he was observing to know where it
would erupt. He wanted accurate information to understand where it may occur. And
therefore, we did draw up a lot of hazard maps. But accumulating observation data
was the key, and of course, we discussed this with the government, but the final decision
would come after all these things. And the evacuation, evacuation order would come
from the Governor. We decided up to that point, and we had some evacuation drills
and trainings. And if an evacuation actually occurred, the Governor would inform the
leaders of districts, and the leaders would go on TV, if necessary, to call out alert and
evacuation orders. That was the plan.
And about continuation, this is really difficult. Iwate is a local prefecture. We don’t
have many universities, not many people in the local government. So drawing up
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these plans for everything… we had all these connections before we established our task
force. We were able to speak with each other, because we are a small locality. And
so, if anything happens, we decided that we will get together and start up anything that
is necessary. Probably that was possible, because we were a small community, but in
the case of Mt. Fuji, it is going to be very difficult, because it is going to include a very
large area.

DR. ARAMAKI: Mt. Fuji does have major challenges, but Iwate did face major
challenges in the past. So, please do keep your experience on record. The reason
why I say this is because these failed eruptions, they could occur again and again in the
future. Of course, Professor Hirose says that people accept to a certain extent false
alarms. But, people who are working inside must have felt scared seeing that they
turned out to be false alarms, etc. And you’ve gone through this tension, but then your
memory would start to fade out. You forget things. The question is how to keep this
up, or can you keep this up? Mt. Fuji will start to experience such things and there are
a number of things that need to be taken into account. And putting aside whether there
was actually this eruption or not, I think that there are a lot of lessons to be learnt from
Iwate Volcano. And we want to continue to have discussions of this sort.

Dr. DOI: This is already in the informal segment of our discussion. And the
interpreters can’t… if anyone has anything, please do so. This is not the official
segment, so the translators will be leaving at around 5:50 when the taxi comes.
Well, your question about how to avoid people from losing this momentum and keeping
up the work. Well, I think that you have to have a core within the community. I think
that is what is necessary. And what I mean by core, well, in the case of Iwate Volcano,
you don’t have an observatory, so that cannot be the core. But, if there is a facility, it
could be a prefabricated building or anything. And if you have people housed there,
and also records as to what has happened, provided that you have these three things in
place, you can build something that could be called a core. And, you have to work on
building such a core function. I think that is what is necessary. If you lose this core
function, then everything will be returning to what it was like in the past. I don’t think
that there is a major time gap between the eruption, the possibility of eruption between
Iwate Volcano and Mt. Fuji, only about two-year difference. But in any case, I think it
is important that we establish something that can be called a core function. Well, you
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shouldn’t rely on universities in Tokyo.
government.

You shouldn’t rely on the national

DR. ARAMAKI: I support that. You said three things. But the first thing you can
start with is keeping records. I want everyone to start keeping records and we want to
support you in doing so. The other two will be difficult to a certain extent. Of course,
you should make efforts to do so, but the other two will be difficult.
Yes, I do agree with you, yes. Anything else?

Mr. SANADA: Well, you talked about building this core function. Well, it is not an
observatory, but, for example, YIES, it is also functioning as a research center,
information gathering center for Mt. Fuji. And we at the community, Professor
Hiroshi Ikeya, who is a visiting professor as well as Dr. Aramaki, are giving us advice.
And whenever we hold meetings, most of the meetings are held at this venue. That
being the case, YIES is providing a lot of a support, and I’d like to take this opportunity
to thank you.

DR. ORSI: It is a very interesting job in… oh, sorry. I understand you all have done
a fantastic job in your area. But still, you have problems despite that. Maybe the
reason is that a problem like a volcanic eruption cannot be dealt at local scale. It is a
problem, which has to be taken care of by your central government. So, I don’t know
if you got the point in my talk. I tried to show that there was a change in the
organization in Italy, and that was in 1980, when the Ministry of Civil Defense was
established. That was a real change, because before, we had so many different
organizations, so many different ministers, so many different agencies, which would
take care of different things that were not funded enough. There were sometimes
conflicting among them. And since we have this central, how do you say, the “central
point”, where all the natural and not only natural disasters are taken care of. So, things
work much better. If the central government establishes the monitoring system, after
two years, it cannot say “I don’t pay anymore, I have no money.” It has to take care of
these. So, that is something, which… I am just bringing our experience in Italy, you
know. Things have changed when everything has been taken care of by the central
government. Maybe that’s something, which should be… I mean, you cannot do that
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in one day or in one year, you know, in a country. It is a long process.
that’s some point toward which every country should move.

But maybe

INTERPRETER: And this will conclude our service for simultaneous translation. I
am sorry, the taxi has come.
(###)
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International Workshop on Strategy of Volcanic Disaster Mitigation
Day 2- December 16.

MC: Ladies and gentlemen. I am Fujita from the NIED who will be moderating for the
whole session. Good morning ladies and gentlemen.
First of all, I’d like to have the President of the National Research Institute for Earth
Science and Disaster Prevention to address you.

Dr. OKADA: Good morning, I’m the President of the National Research Institute for
Earth Science and Disaster Prevention. My name is Okada. Thank you very much for
taking part in the “International Workshop on Strategy of Volcano Disaster Mitigation.”
Now, as a subtitle, we have here the case studies on attempted eruptions. How do we
react and how do we determine such failed eruptions. Now, on this theme, day before
yesterday, in Fuji-yoshida City in Yamanashi Prefecture, a meeting has been held. And I
heard that there was some very positive constructive discussion.
Now, today, based on such outcome, I would hope that you will further deepen the
discussion into further details. Now, stillborn or failed eruption is a case when the
mountains did not … volcanoes did not erupt despite precursory symptoms. And there
has been many levels. The swarm of earthquakes at the volcanoes could be also be
called as failed eruption, and there could be some sudden canceling of eruptions and
they could be called a dramatic failed eruption. And this could be very interesting in
terms of volcanology, and also socially, it could be a potentially a very problematic.
Now, so from academic, what kind of information could we provide to the people. And
how should the government as well as the local municipalities, officers in charge, what
should their strategy be. This is going to be a very difficult theme. But today, we hope
that the various discussions will be made based on the experience of the past attempted
eruptions and to support, so that there will be good directions to be suggested.
Today’s workshop is held under the co-sponsorship of NIED as well as the Yamanashi
Institute of enviro… Environmental Science. But it’s also helped by the Meteorological
Agency, Cabinet Office, Education Ministry, Volcanological Society of Japan, and
Inter-Prefectural Mount Fuji Disaster [Information] Network. So thank you very much
for the cooperation of these agencies.
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MC: Mr. Motoo Ukawa is going to explain the purpose of this workshop.

Dr. Ukawa: My name is Ukawa. I’m in charge of volcanic research. I’d like to extend
my appreciation for your participation in this workshop, co-sponsored by Yamanashi
Institute of Environmental Sciences and NIED.
Yesterday, or two days ago, we had a very first day session at Yamanashi Institute of
Environmental Sciences. This is the second day. We are hoping that we will be able to
deepen discussion.
It seems that the projector has the problem, so we have to use smaller size screens.
Maybe hard for you to look at the screens. So for those who are sitting in the back seats,
please move to the front seat.
In the year 2000, Usu mountain erupted followed by the eruption of Miyake-jima Island
volcano. Immediately after that, Mount Fuji started to have very active low-frequency
seismicity. This was not predicted by any researchers.
Since 1980 to 2006, we have recorded a frequency of low-frequency earthquakes …
earthquakes and the accumulated energy. In the year 2000, since October of that year,
rapidly, low-frequency activity started to rise. This occasion is to actually [wrote]
hazard map, and we had association of volcanic researchers.
Two years before this, Iwate Mountain of sur … rise of magma. It was so close to the
actual eruption. This also resulted in hazard map creation and there was a network
created by those who were involved with volcanic disaster prevention. It did not erupt
however. This was an occasion where people started to talk about the volcanic disaster
prevention.
So this was the failed eruption, though it did play an important role for us to form the
volcanic disaster prevention mitigation systems.
And last year, we had this Io-jima Island volcano that we were studying. At the time, the
movie, Io-jima came to the theater. This is GPS record. Several dozens of centimeters
rise was actually observed. And this is not a rare phenomena. But five years ago, there
was uplift of over one meter. And this was when we actually had a eruption. Up to 2007,
we had similar phenomena, but it did not reach the actual eruption. Iojima Island had
only Self Defense Force station; there is no residents. However, there was a serious
concern that whether this volcano was going to erupt or not.
So this failed eruption can bring about the social impact. And for researchers, it’s quite
frustrating not being able to predict whether there is eruption or not.
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Two days ago at the Yamanashi Institute of Environmental Sciences, we were able to
clarify our discussion that the failed eruption actually impacts in many aspects of
disaster mitigation. On a positive side, it is a phenomena that enabled us to set up a
better mitigation system and gave us an opportunity to check whether we have healthy
system to fight against the volcanic disasters. But on the other hand, there are … there
are negative sides to it as well. Because it does fail to erupt, although there are many
signs of seismic activities. So this may result in a cost that is a negative side. And the
fact that we are not clearly predict that there may be eruption or not, this uncertain
information must be communicated that too is a problem. Those who are involved with
prediction, we always faced with this [difficult] problems, how we can possibly improve
the accuracy of our prediction. So there are multiple problems.
Every time we have an event, event can bring about different impacts. In case of Mount
Fuji or a large volcano, even size may not be so large, but there is a major impact on a
large population in the vicinity. And people living there may have different cultures and
much depends on the observatory systems. How well established the observation
systems may be is also an important factor.
We have three speakers today from overseas. From within Japan, particularly from
Iwate Prefecture and Yamanashi Prefecture, we have speakers to talk to us about the
past events of failed eruptions. This would be a great opportunity for us to deepen our
thoughts on the failed eruptions.
This morning, we would focus on examples in overseas. We have Dr. Jacob Lowenstern
to talk about Yellowstone, and secondly, Dr. Herman Patia will talk about Rabaul …
Rabaul Volcano. And thirdly, Campi Flegrei caldera will be discussed by Dr. Giovanni
Orsi. This afternoon, we would have a speaker from Kyoto University. Professor
Kagiyama will talk about the stillborn eruptions in Japan. And Mr. Kitagawa from Japan
Meteorological Agency will talk about the alert level and warnings in Japan.
Later, we will have general discussion where we would cite Japanese events of Iwate
Mountain as well as Bandai Mountain. Professor Nakamura from Utsunomiya
University will be discussing this. And we would invite comments from Mr. Yamazato
from Japan’s Meteorological Agency. As much as time allows, we would like to
continue and deepen our discussion on the failed volcanic eruptions. I would expect
there will be a very active discussion this afternoon.
So I’ve talked about the purpose of this workshop. Thank you.

MC: As Mr. Ukawa mentioned, we would like to have very active discussion later.
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You may have received the abstract. The program is attached to that. There is minor
change to the program. We were expecting to have discussion this morning, but we
decided not to have a discussion this morning. But afternoon session will start at three
o’clock and we would like to have general discussion for one and a half hours starting at
four twenty. Revised programs are ready on the reception desk. Discussion points will
be presented by Dr. Doi and Dr. Sato.
Now, we would like to go to the very first presentation. We have Dr. Jacob Lowenstern
from Yellowstone Volcano Observatory to talk about the Yellowstone calderas.

Dr. Lowenstern: So I should [???] use these? Okay. I’ll try this one.
Okay, good morning. And thank you for inviting me here. I am very delighted to be
back in Japan and I appreciate the opportunity to be here. Today, I am going to give a
talk both on Long Valley and Yellowstone calderas. So I work at Yellowstone primarily.
I apologize. I am not a complete expert on the Long Valley system. However, I have
much help from David Hill in putting
together this talk. And I am going to focus
quite a bit on Long Valley, because I think
it is most pertinent to your session today
with …. There have been many examples
of failed eruptions or what we think are
failed eruptions in the Long Valley area
over the last 30 years. And so I’m going to
summarize partly the science and partly
the human interactions that have taken place, associated with those events.
So Yellowstone, this is the western United
States here, Yellowstone sits up here at the
edge of the Snake River Plain. And it’s at
the far eastern edge of the Basin and
Range Province of the spreading in the
western US. Long Valley caldera sits here
at the far western part of the Basin and
Range. So where the spreading is at the
very edges, that’s where we have two of
our most active caldera systems.
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Both of them are in areas with significant amount of uplift. The ground level is two
kilometers above sea level and at its lowest level, there’s a lot of nearby tectonism. We
have linkages that we see between earthquakes, ground deformation, and hydrothermal
activity, and complex structures.
Moving specifically on to Long Valley. It’s
…. Again, this is the Sierra Nevada
mountain range which is mostly cretaceous
granite rocks. And the rocks there, they’re
intruded into Long Valley here is about 30
kilometers across. This is the caldera.
You’ll be seeing this area in some other
slides. So I’ll just show you a little bit here.
This is a lake, a very alkaline lake, a pH of
about 10 called Mono Lake. There’s continuing geologic and volcanic activity in this
area, I’ll talk about later on. And the main thing here is that the elevations are high, the
entire region is uplifted. There is a lot of translational strike-slip activity. So much of the
plate motion on our transform plate margin takes place on the San Andreas Fault. But
there is also quite a bit of strike-slip movement through Nevada along some of these
Basin and Range structures. And so, actually, in this area, we have a normal fault here,
we have normal faulting up here. But quite
a bit of transtension and there’s a
dilational jog in this entire area which
appears to allow some hot mantel to get up
and cause some volcanic activity.
Just a few quick pictures. This is looking
from a place called Mammoth Mountain,

which is on the west end. So we’re now
looking to the northeast from the west end
of the caldera. This is the resurgent dome,
the caldera boundary is over here.
This is Mammoth Mountain itself. This is a
geothermal power plant that’s now up to
about 50 megawatts. It’s called CASA
DIABLO. And we’re looking towards the western part of the Long Valley caldera now.
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Mammoth Mountain itself is about 30 to 50 thousand year old dasite complex that is
younger than most of the activity at Long Valley.
I didn’t mention it, but most of you may be aware, Long Valley itself was created
760,000 years ago by eruption of the Bishop Tuff, which is about 600 cubic kilometers
of magma that was spread out over much of the western United States.
And then in this picture again, you see
Mammoth Mountain. You’ll notice that
there are a lot of ski slopes on it. It rises to
about 3700 meters, somewhere in that
neighborhood. And then there is the town
of Mammoth Lakes that sits at the bottom.
There’s a lot of building that’s taken place
over the last 30 years. They’re still
continuing to expand this ski area. This
city of Mammoth Lakes itself has at least
10 to 15 thousand year-round residents, and then more than that, in the winter time. And
it’s also pretty much a year-round resort at this point. A lot of people come there in the
summer time as well.
So it’s a very seismically active area and
one of the most seismically active areas
outside Yellowstone and outside the San
Andreas area. You can see much of the
activity is actually south of the caldera. So
the caldera’s here. And in the Sierra
Nevada itself, but somehow connected
with the Long Valley system. There’s an
incredibly seismically active region.
This shows the magnitude of earthquakes
is next to time. Over here, so you can see
that there were a lot of very large
earthquakes that occurred back in 1980
and through the 80s. And this caused …
these earthquakes are associated with
some of these failed eruptions and brought
much attention to the area from geologists,
and as a result of that attention, to people
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in the local area and throughout the nation as well.
You’ll see this diagram later on in the talk
as well. It shows you the uplift over time.
And back from 1978, this is a leveling in
here. This is the continuous information
we have, which is a two-color EDM. Now,
we are no longer using this system. And
we are just totally relying on GPS instead,
but we’ve been able to combine to make
sure that everything is consistent.
And you can see that over time, the ground
movement has increased and always gone up. Unlike many other systems, Long Valley
has never had a subsidence episode. It’s always been going up. And the total uplift here
now is about 70 centimeters since the very late 1970s. You’ll also notice that seismicity
within the caldera and within the Sierra Nevada, this is accumulative number here, 1200,
so you can see 800. These numbers have been also increasing with time. Of course they
have to in accumulative number. But it’s the periods of uplift here correspond typically
to periods of higher seismicity.
Now, the volcanic hazard is still relatively
high in this area, partly because there are a
number of very young eruptions. This is
5000 years to zero. And this is the area
that I showed you north of Long Valley
caldera from Mammoth Mountain,
towards the north, there’s this series of
craters and lava domes called the Inyo
craters and the Mono craters. And all the
way into the center of Mono Lake where
some of the most recent eruptions have
taken place. These are all rhyolitic
eruptions and in some cases, phreatic
explosions. And quite a few of them, as
recent as 500 to even 300 years before
present. And this is not out of the caldera.
So there’re much smaller eruptions, but
they still are nearby and of much concern.
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And you can see that one of the eruptions 600 years ago created significant ash fall. You
can see thicknesses here of 20 to 80 centimeters near the town of Mammoth Mountain
here where the ski slopes are, and even some ash in the town of Mammoth Lakes. And
so, there is some concern that this most active and most recently active area could cause
some problems for the town.
Now, one note about warning systems. I’m
gonna show you a series of different
warning systems through this talk because
things have changed over time and the
warning system itself has changed
numerous times since the early 1980s to
the present.
Originally, in the 1970s and through 1983
there was a three tier system that was used
by the hazards programs in general until in 1980, that is when the volcano hazards
program was started in the USGS. Before that time, there was no hazard program per se
for volcanoes. It was just more generically run by the national office for all hazards.
So we had something called a notice, which was hazardous conditions exist. But there
was no time frame on it. Either you do they exist or they don’t exist. Then there was a
watch where you believed that there was something could happen within months of
years, and a warning where something was imminent.
Now, in 1980, there were a series of four magnitude 6 earthquakes that occurred in … in
May. And you can see again that most of
these are occurring south of the caldera
itself, but in the general area.
You have to remember that in …. A
couple of important things here. First of
all, in 1979, in 1977, Wes Hildreth
published two very important papers on
the Bishop Tuff magma system that got a
lot of people that … a lot of …. They
were important geologic papers in literature and many people read them. And they
began thinking about the hazards from the Long Valley area, and this would be the
geologists of course.
Also, Mount St. Helens erupted in May 1980. And so, those two things combined to
make geologists very concerned about volcanic hazards, especially in this area here
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when there were four magnitude six earthquakes.
So the USGS in May put out a watch for
future potentially damaging earthquakes.
And if we look back, the watch is actually
something to happen within months or
years.
And then there was the fourth of the
earthquakes occurred, and so the USGS
considered that a success. Earthquakes
continued over the next couple of years.
There were a lot of swarms. And as I
showed you before, uplift was noticed when they went and did releveling of the road
benchmarks and found that there had been a significant amount of uplifts some tens of
centimeters since the previous time that the benchmarks had been leveled.
So in May 1982, after we had this watch,
the original watch had been taken away.
Of course, they still had a notice out. But
the scientist draft of a watch because they
were concerned about all of the swarms
that had been taking place. The USGS
Director and the California Office of
Emergency Services did not approve a
watch, but they approved moving it to a
notice of potential activity. This
information got out to newspapers,
especially, the Los Angeles Times. And
there was then an article in the papers
saying that the USGS was about to release
this notice. And then of course, the next
day, there was the notice. But a lot of
damage had been done that people of the
communities around Mammoth Lakes
found out in the newspaper that there was
a volcanic watch going to occur. Of course, many of these people at that time still
weren’t aware that the place that they lived even had volcanoes in it. This was not
something that anybody was aware of except the geologists. And again, the geologists
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were more aware of this because of the recent work that had just been done on the
Bishop Tuff.
And this was right before a big weekend, Memorial Day weekend, when many tourists
typically come and it caused quite a bit of people deciding to cancel their plans for
coming to the area. And much controversy occurred as a result of that.
So here is some headlines from the years 1982-83. “Lava eruption may be brewing.”
“Town fears volcano scare hurts tourism.”
“The seminar shakes up the area.” Here,
they think that “the prediction is in hot
water,” meaning that the people who made
the prediction are in trouble, because
they’ve done something maybe they
shouldn’t have done. “Panic ….” Anyway,
and “Skiers hit slopes, scientists are
monitoring.” So a lot of information came
out then.
And yet, activity continued. In January,
there was another earthquake swarm.
In the San Francisco Chronicle here you
can see an editorial cartoon that says,
“California scientists gather in Mammoth
Lakes to investigate seismic disturbances.”
And so again, the scientists are in hot water,
which means that they are in some trouble
with the public for being too providing
information that may not be correct.
Also in 1983, some of the local citizens
groups arranged a meeting with town
business leaders and geologists and civil
defense authorities. And it is termed by
Dave
and
his
friends
as
the
“Thousand-year Lunch.” And I guess that
is supposed to mean that it seemed like it
took a thousand years to get through that
lunch because there was a lot of anger and frustration by some of the people from the
local communities.
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Later in that year, the USGS director
changed the system for warnings with a
single level warning scheme. So either you
have a warning or you don’t have a
warning. And there’s no other information
whatsoever that comes out. And by doing
that, they eliminated the watch that had
been created previously. As it says right
there. The notice of potential volcanic
hazards was taken away.
One positive thing that happened through
this entire process was that in October of
1983, the town of Mammoth Lakes created
another road that provided an evacuation.
They call it the scenic loop, but it’s also
sort of informally called the escape route.
So this provides the people of the town
with two different ways of leaving in case
there is renewed geologic or seismic
activity that causes any problems.
And that was probably the worst part of the thing. Because 1980, ’81, ’82, and ’83.
Since that time, Dave Hill and other USGS colleagues have worked very very hard with
the local communities to provide them continuing information on hazards in the area, to
provide coordinated efforts to who has responsibility for different aspects of civil
defense and warnings. And so, they meet
four times a year and the community is
much much happier with how geologic
warnings and geologic monitoring is
taking place.
Things were relatively quiet between 1984
and 1988.
And then there was another pretty
important episode in 1989. The Mammoth
Mountain earthquakes swarm and
intrusion.
Well, Mammoth Mountain sits right over here. This is the caldera itself, caldera
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boundary. And each of these small dots
here represent … the yellow dots
represents an earthquake that occurred
within this swarm of 1989. These red
squares over here are deep long period
earthquakes. And they are not just what

happened in 1989, but all of the long
period earthquakes that have been
identified from then and all the way up to
the present. So this is two different time
frames that is being shown for the red and
the yellow. All of these yellow earthquakes
are on the order of one to four kilometers deep, so they’re fairly shallow. Whereas, these
are on the order of 30 kilometers beneath the sub-surface.
The sort of yellow-green blobs right hee
are areas that were later identified as
containing high CO2 flux through soils.
It’s all cold CO2 and this was not noticed
until about 1993, 1994, three or four years
after the initial swarm in 1989. But it is
believed, and there’s actually quite a bit of
scientific evidence to show, that the CO2
gas started coming out of the ground in
1989 immediately after that swarm. And I can talk a little bit more about that later on.
So here’s some of the tree-kill areas that have occurred. This one is about 500 acres in
size. It’s near a place called Horseshoe Lake. You can see right here. There’s a sign that
says, “CO2 hazard area ahead.” So the Forest Service has put up signs to help guide
people and provide them information about being careful, especially in the winter time
of getting down in low elevations and …. Because there is believed to be one death
specifically at this location in the winter time for a skier who fell into a hole where the
snow was melting near a tree and just the CO2 had built up to high concentrations in
that area.
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So some of these VLP earthquakes are
believed to … to result from fluid
movement in the crust. Overall, they have
zero source volume. They’re volume
neutral events. There’s the VLP part of it
comes from this end where a large slug of
fluid is moving out into a series of cracks,
oscillating and then out and in shallower
depths, we have brittle failure events,
which are little sheer events occurring as
fluids migrate through some sort of a fracturing network. So overall, you get this is the
raw wave form. You have a very long period event that can taken out and then the high
frequency events that are sitting on top of this. And it all occurs together. So it’s called a
compound event including VLP, LP, and brittle-failure sources, occuring all the way
from the deep crust, in some cases, into the shallow crust.
After this, this is 1991. Another system was created and we still have two more to come
after this. This one was created by the
California OES together with the
earthquake team. And it’s a five different
letter system for different kinds of alerts
and status. Eruption likely, so the A is the
highest eruption status, and E is the lowest,
and then normal down here. This was
again still when the earthquake team and
earthquake program were primarily
responsible for the monitoring around
Long Valley. It wasn’t until a few years
later that the volcano program took over
some of the efforts at Long Valley and
started working on their own system of
warnings that would be more consistent
with the ones that were used elsewhere in
the country and in the world. So as you
can see, there’s some confusion here
among the scientists and among the public
about how it was best to provide warnings for these kinds of geological events.
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Some renewed uplift in the mid-90s and
swarms occurring. Another swarm here
with three magnitude 4 earthquakes. And
at this time, the volcano program had
taken over Long Valley operations.
You can see now here again, back in 1980

with a lot of uplift, when things were
relatively quiet. Continuous uplift over …
starting in around 1989 at the time of the
Mammoth
Mountain
swarm
and
continuing on through until the late-90s.
And we’ll talk about this particular event
in a moment.
So here again, more headlines for some of
these swarms that occurred in the 90s.
Focus on the visitors, not volcano
coverage. This is the local overblown
articles. The locals were very concerned
that there was too much attention going to
the volcano hazard. “The local committee
does a slow burn on volcano reports,”
meaning that they were not very happy.
And here’s one contrasting opinion, “Geologic activity is a positive draw.” But in the
national press and more regional press, it was just “Volcanic gas implicated in tree
die-off.” Of course, that’s true. “Gas
emissions close Sierra campground.” And
so information was getting out. Here’s the
San Francisco Chronicle. “Magma shaking
things up beneath Mammoth Mountain.”
And I think it was 1996, Dave Hill and
colleagues put together a response plan for
volcano hazards in the Long Valley region
and Mono craters region. That is a
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publication that is available on the web. I can certainly get a copy for you if you provide
me with information, your contact information.
And among other things within that report
was another system now moving to color
codes. And this is very close to what we
now have for Long Valley and everywhere
else on our volcanoes in the US. And here
we have green for no immediate risk,
moving to a watch which is yellow.
Orange, warning, and red, eruption in
progress. And so this was Long Valley
Volcano Observatory’s effort at creating
something. So now, the official observatory had been created alongside the Cascades
Volcano Observatory and the Hawaiian Volcano Observatory. And around this time, the
Alaska Volcano Observatory was created as well. So we had these, at this time, four
volcano observatories and Long Valley was one of them and was creating a volcano
response system. And in it also was some specific wording on what would be required
to move from a green to a yellow. And so, in this case, it wouldn’t be a surprise to any
of the local leaders if there was a certain number of earthquakes over a certain
magnitude than they knew that we would move from one step to another. There was also
some prescribed information. The amount of ground uplift one would expect before you
would go from this green to this yellow. And there’s also similar wording for moving on
that. At some point of course, it is a subjective decision amongst the people who are
doing the monitoring or what level you should be at and what warnings should be given
to the public.
And the final sort of major episode was in
1997 and 98. And I showed you in the
slide of the uplift a few slides ago, that in
the late 90s, after a continued period of
uplift throughout the 90s, there was a very
significant period of uplift that was noted,
and it was accompanied by further swarms.
This is what’s called the south moat of the
Long Valley caldera. Again, Mammoth
Mountain would be over at this edge right
here.
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And you can see here that there was this
continued uplift and then in November of
1997, very steep increase in uplift rate on
the order of 10 centimeters of uplift over a
couple of months. So much greater than
accumulative number in thousands of
earthquakes here. So a considerable
number of earthquakes right at the same
time.
Now, another thing that was very
interesting was that this swarm, and this
was not recognized at the time, but
Stephanie Prejean, who did a post doc
with Dave and is now a seismologist at the
Alaska Volcano Observatory, went back
and looked in detail at some of the
earthquakes that had occurred during that
swarm, and found that as a function of
time, the earthquakes were migrating in a
near circular pattern outward from the initial area, and moved in a matter of eight hours
on the order of a couple of kilometers. So a very very fast, migration of the earthquakes.
Also, there was some migration out upwards and outwards from the area at the southern
part of the caldera.
Now, today, this could probably be done in real time, but at that point in time, they did
not have this information. And Dave says
that if he’d known that the earthquakes
were migrating so rapidly on the order of
hundreds of meters per hour, he almost
certainly would have called an increase in
the alert level. But they never did. They
were very very close to calling a yellow
and they decided not to.
There was also a lot of non-double couple
sort of earthquakes, explosive source
mechanisms, found in during this period of time, again consistent with fluid moving
through the crust. And so, both the 1989 swarm and the 1997 swarm, there is significant
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evidence existing for hydrothermal fluids
migrating and being part of the source of
the earthquakes occurring during these
events.
These are magnitude 4.6, 4.9, 4.6. All with
these non-double couple solutions.
Another thing that’s definitely Prejean was
able to do, looking at similar earthquakes
from 1997, so a little bit before this, she
was able to take the earthquakes, relocate
them with this hypo-DD software and come up with more accurate solutions than had
been in the catalog. And she found that a
lot of the earthquakes mapped onto very
very narrow fracture systems. And so
instead of being a big cloud as you’d
normally see it on these maps, you can see
that discreet fractures were being used and
were the source of many of these
earthquakes.
This is an overview then of what we’ve
got in the Long Valley region. It’s thought
that there’s a plexus of dykes found
beneath Mammoth Mountain with a lot of
basaltic activity, the deep LPs are taking
place during magma movement down in
this region here. There’s some sort of a
perched gas body located up in the upper
crust, hydrothermal. But also cold CO2
located up near the surface. In 1989, that cold CO2 was punctured, that reservoir, and
allowed much of the gas to escape towards the surface. The thought is that the gas
coming out in 1989 was not new gas coming from a brand new intrusion, because there
was too much CO2 for the inferred amount of basalt movement that was observed with
the geodetic controls. So the thought is …. And also because the gas does not contain
any sulfur gas, doesn’t contain any steam. It’s all cold, it’s carbon dioxide. The thought
is that it was located near the surface in some sort of a body and was moved towards the
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surface as a result of the activity. Then, we have a crystallized magma body. But
occasionally, it appears that bits of magma are coming up into the upper crust and
causing earthquakes and many swarms. Dave’s opinion is that because so much of the
uplift has …. there have not been subsidence episodes but only uplift over the last 20
years, that most of the uplift can be attributed to magma intrusion into the upper crust.
Otherwise, we should see subsidence episodes in between the uplift episodes.
Okay. So and then finishing up on
Mammoth Mountain, the only sort of
notable thing that’s occurred recently is
that there’s a fumarole way up high on the
ski slopes. A fumarole is hot, it keeps,
even though there’s very much snow
accumulation, there’s always a hole
beneath where the fumarole is, beneath the
snow. They try to keep that hole closed off
with snow fencing. There was actually a
group of people who went in to replace the snow fencing. One of them fell down into
the hole. Two other people tried to rescue and all three of them ended up dying.
Okay. So now we’ll move over to
Yellowstone. And Yellowstone hasn’t had
a volcanic eruption for 70,000 years. But
somehow, it attracts even more attention
than Long Valley does. And we get articles
in the newspaper like this one where we’re
not about to hurt Mammoth Lakes or the
local area, but experts fear it could destroy
mankind. And I don’t know who these
experts are, but they seem to find them
when they write these newspaper articles. In fact, they usually don’t get quoted. There’s
usually nobody specifically saying it.
Certainly, there are very large eruptions that have come out of Yellowstone. The ash
from this 640,000 year eruption can be found in locations all over the western US. And
there’s very thick deposits of it in the Gulf of Mexico.
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We’re in a very geologically active region.
The earthquakes coming up from Salt
Lake City along the Wasatch [Front].
Actually, curve around the Yellowstone
area, and so, there’s this just this focus of
geological activity occurring right in here.

These are old calderas. They stretch back
to 16 million years ago. The most recent
activity is up here at Yellowstone, where
the North American plate has been riding
over a hot spot that heads down to the
northwestern Yellowstone as far down as
about 700 kilometers is how far it can be tracked at this point.
This little area right here is shown in this
block right here. And this is work from Di
… from Bob Smith and his co-workers at
the University of Utah. And this is a VP
anomaly that’s thought to be magma or
partly crystallized magma as shallow as
about five, six kilometers beneath the
surface. And then there’s a VP to VS
anomaly to the northeast of the caldera.
So here’s a close-up of the Yellowstone
caldera formed 640,000 years ago. The

resurgent domes with their associated
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faulting, there’s regional faults and Basin and Range faults that are moving through.
This is one of the older calderas. Earthquakes occurring, similar to Long Valley, they
often occur in the colder crust outside the
caldera. This is only a subset of the
earthquakes. Typically, there’s about 1000
earthquakes and as much as 2000
earthquakes per year in Yellowstone. But a
lot of them are in this area to the northeast
where this VP to VS anomaly was
identified.
Right here is Hebgen Lake. There was a
magnitude 7.5 earthquake there in 1959. And that was right there. It caused a lot of
damage. This is Hebgen Lake itself. There was a house that fell in. A broken road here.
This is the earthquake’s [scar] which is on the order of six meters high. And one of the
amazing things about that earthquake is
there was a tremendous amount of
hydrothermal activity as a result. In
Yellowstone, there were about 300
hotsprings that had never erupted before as
[geizers] and they all erupted in the
following two weeks. So the park
geologist who was very very busy over
that period of time just noticing all of the
changes that had taken place in the
hydrothermal system.
Another thing that I didn’t show slides here for, but is that the hydrothermal system also
had some very interesting activity in 2002 after the magnitude 7.5 earthquake up in
Alaska at the Denali system. And the
surface waves were very intense coming
from that earthquake in Alaska, and caused
about 400 locally triggered earthquakes
when it … when the surface waves got to
Yellowstone.
The only real period that we can look at at
Yellowstone that might be one of these
failed eruptions was here in 1985. And this
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is the area, the caldera rim is right here. So
we’re at the northeast end of the caldera,
not far from where all the big cloud of
earthquakes was occurring I showed you
before. And in 1985, there were two
periods of intense activity. There were
earthquakes as large as magnitude 4. They
… about 150 earthquakes per day in this
period. Then there was another period later
on that’s in red. One of the interesting
things that occurred is that the earthquakes actually became deeper with time. They
moved outward from the caldera and they became deeper as time moved on. Most of the
earthquakes are all strike-slip sheer failure events. There were none that were identified
as being non-double couple. The thought is that there was some sort of a magma
intrusion at depth that sent a pulse of gas
and fluids out and caused brittle failure
events in the upper crust. This is what this
is Greg Waite and Bob Smith’s figure
showing the magma chamber down here
and gases and fluids moving out of the
edge of the caldera, but then the
earthquakes themselves would have had
some sort of movement out in this
direction into and lower with time.
Here’s an overview of the number of earthquakes per quarter, accumulative number of
earthquakes and caldera uplift and subsidence. So here you can see there was a lot of
earthquakes back in this period here. There’s caldera uplift, but that it continued. This is
22 millimeters, but the caldera between
1925 and1975 had moved up about 80
centimeters. So almost one meter of total
movement back from here up to here.
Then, there was this big swarm in 1985,
and after that swarm or around the time of
that swarm, the caldera began to subside.
Then there was some uplift and then parts
of the caldera started moving down and
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other parts started moving up. And I’ll show you a slide at the very end here that shows
you what’s happening now. Okay.
This is 2005 to 2007. It actually started in 2004. But this particular InSAR image is just
for 2005 to 2007. Here’s the caldera with
this black dotted line. Here’s the period
showing uplift. The maximum uplift now
is about 20 centimeters. There’s been very
low-seismicity during this period of time.
But of course, you can see a lot of
deformation. And then this area has been
moving down. This area had moved up
previously. Now, it’s moving down.
I think I’m just closing here with …. The
thing that’s notable about Yellowstone
compared with Long Valley is the gas
emissions are absolutely enormous. About
45,000 tons per day of carbon dioxide. It
and Mount Etna and the Hawaiian Islands
are the largest source of gas … natural
source of volcanic and hydrothermal gas
on the … on the Earth.
And the other thing that we have going on
at Yellowstone is hydrothermal explosions, which can be seen as sort of as failed
eruptions in themselves. But they don’t obviously involve any magma. But this is one
that’s 400 meters across. It’s 4,000 years old. This is Mary Bay which is nearby on
Yellowstone Lake, and it’s about two kilometers across, and it formed 13,000 years ago
by a hydrothermal explosion, sort of a phreatic non-magmatic event, but causing huge
circular craters.
Okay, summing up. Well, we don’t really
know how close we were to eruptions in
any of these episodes at Long Valley in the
1980s and 1990s. There was a lot of
intense activity, but then it stopped. And so,
you know, we’re always left to wonder
what could have happened. Some of the
unrest is seismic, sometimes it’s geodetic,

84

sometimes it’s both. And then, at Yellowstone, we sometimes have geochemical unrest.
A lot of it may be completely non-magmatic in these large caldera systems. It doesn’t
have to be caused by an intrusion of magma. But certainly, some of them do seem to be.
And obviously, it’s very tricky for us to do our science and also to provide information
that is useful to the public and not distracting. Thank you.

MC: So thank you very much. If you have any questions, please ask.
Mr. Shinohara, please. Please use the microphone.

Mr. Shinohara: I think it’s very difficult to expect what kind of eruption can occur in
Long Valley or Yellowstone’s [???]. I have two questions. One is there is two
possibilities at Long Valley. This area is small eruptions like Mammoth Mountains or
the eruption of caldera itself. What kind of eruption did you consider for the Long
Valley? And the other question is there are …. Were there small eruption at Yellowstone
calderas or only big caldera [forming] eruption.

Dr. Lowenstern: Okay. Now a good …. Thank you.
I’ll say Long Valley first. I think most people now believe that there is very little
possibility of a major pyroclastic eruption at Long Valley. There has been too much time.
There’s the heat flow and the gas fluxes. It was very low. So most people don’t see that
as the most likely option. Most likely would be some sort of a new lava dome. There
could be these craters, explosion craters that are caused with [dyking], but similar.
They’re I guess failed eruptions but they cause large phreatic explosions. Those would
be the most likely scenarios.
It is also possible that there could be some sort of a new addition to Mammoth
Mountain. Although, certainly, the period of activity in Mammoth Mountain has gone
by. And really the most active area now is this region to the north. So I think everybody
agrees that that’s the most likely scenario. But you want to be ready for anything. And
basaltic activity is also possible in the area that …. And if it happened in the winter time,
you could get some bad flooding in lahars.
So in general, we’re not so concerned with the worst case scenario, but anything
happening there is a major catastrophe to the local economy. And so we need to be
thinking about that.
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At Yellowstone, there have been many many large lava flows that have occurred since
the last caldera forming eruption. So there have been about 40 lava flows of silicic
nature. And some of them are on the order of 10 kilometers by, you know, 100 square
kilometers in size. Enormous extrusions of silicic magma. They had …. The last one
was 70,000 years ago. And so that …. We also expect basaltic eruptions on the
periphery of Yellowstone. They do not seem to come up through the caldera,
presumably because the Yellowstone caldera is still underlain by partially molten silicic
magma and the basalt cannot get through it.
So yes, also at Yellowstone, we think that other eruptions are much more likely than the
worst case scenario. And probably, the most likely hazard we need to deal with are these
hydrothermal explosions, which have occurred numerous times during the [whole]
scene. We have small ones that occur every few years. There was a fairly large one in
1989. It blew a hole out of the ground, about five meters across. And so again, even
something as small as that would generate a lot of publicity.
So I think that’s my answer to your question.

MC: Are there any other questions?

Man: Talking about Long Valley caldera, and I would like to ask you one thing. You
talked about the USGS changed the warning level several times.

Dr. Lowenstern: Yeah.

Man: Did the change cause some confusion in [people] around Long Valley caldera?

Dr. Lowenstern: I’m sure that it did. I was not involved in all of the changes. But I’m
sure that it was somewhat frustrating for the people there to see that this change
occurring so often.
The most recent one that I showed you was the one that came out in the Long Valley
response plan. Since that time, there was one more change. And that is that the volcano
program in general decided to merge and everybody would have the same warning
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system. So they had to go back to the people in the local communities and explain that.
However, it’s fairly similar. It’s still a color based system. And I don’t think it was
actually such a big deal for them this time.
But we still grapple with this issue. One of the things that is most difficult for us at this
time is that our major sort of funding for the program comes from the aviation industry
and the aviation community. And they expect color code. But we sometimes have
problems merging the ground hazard with the atmospheric hazards to airplanes. And so
right now, we have two systems that are together: one of them for ground hazards and
one of them for air hazards. And they …. One of them has color and one of them has
names. Usually, they fit perfectly. But there are examples where they will …. You might
have a watch, but have a orange …. So it gets complicated. It’s been very difficult I
think for all of us to come up with something that works in all cases.

MC: Are there other questions? Professor Kagiyama.

Professor Kagiyama: [???] [Laboratory]. Do you have some idea why Long Valley
caldera or Yellowstone has many failed eruption?
Dr. Lowenstern: Why it has many failed eruptions? Well, I guess it’s not even clear how
close they were to eruptions. And I think that you’re giving examples here of things that
happen in Japan that may be even closer to eruptions than some of these have been.
Certainly, these are very active systems. And there’s still magma present in both
situations. And yeah, I guess I’m still not completely sure, you know. There are failed
eruptions that came very very close to it erupting, and then there are others that may be
more normal behavior for caldera systems that are not going to erupt, but still showing
evidence that they are alive. And I guess I’m, you know, I’m very comfortable with the
latter model. I don’t know whether they were close to eruption or not.

MC: Other questions? If not, thank you very much.
Next, from Papua New Guinea about … eruption I would like to have Dr. Herman Patia
to speak on the 1983-85 failed eruption system. Now, you have the receiver to you for
simultaneous interpretation. If you put on to the volume, then you can turn it on. So
please feel free to use it.
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Dr.
Patia:
Good
morning
all.
Ohayo-gozaimasu. My name is Herman
Patia and I’m from Rabaul Volcano
Observatory. My talk this morning will be
on [an address] that we encountered way
back in 83 to 85 which then actually led
into an eruption 10 years later. So I will
share with you some of the experience that
we encountered during the 1983 to 85
failed eruption in Rabaul caldera. I must also say that some of these failed eruption is a
part of a long-term buildup that, you know, mainly to an eruption in future.
The image there I’ve put on the background is Manam Volcano that erupted in 1996
with pyroclastic flows going down the southeast valley here, and also another one on
the southwest valley. About 13 people died.
The outline of my talk will be [starts]
…I’ll talk about Rabaul volcanic complex
after location. A bit on the eruptive history.
Then I’ll go onto the 1983-85 crisis period.
And then, I will touch a bit on some of the
data, particular seismicity and ground
information that were indicated during that
period. And then, I’ll go into some of the
actions or what the Rabaul Volcano
Observatory underwent and also what the
government authorities and even the
provincial government also underwent
during the crisis period. And then I’ll just
so briefly, the 1994 eruption and then
conclusion.
So, if you don’t know where Papua New
Guinea is, this is Australia and Papua New
Guinea is here. Indonesia to the west.
Between the tectonic setting, Papua New Guinea is sort of sandwiched between
Indo-Australian plate on the southwest and the Pacific plate on the east. And during the
collision some millions of years ago, this resulted in formation of microplates forming
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the Solomon Sea Plate here and South
Bismarck Sea Plate to the northwest. And
this is New Britain Island here. The active
subduction environment is going on here
in the New Britain Trench, which most of
our volcanoes are located along what we
call the Bismarck Volcanic Arc. This is

New Britain Island. Manam is here. The
[forest] on the my first slide showing the
pyroclastic flow was from Manam Volcano
here. Rabaul is on the eastern tip of New
Britain Island over here. So it’s sort of
more or less located in a triple junction
between the Solomon Sea Plate here and
the South Bismarck Sea Plate here in the Pacific Sea Plate.
The Rabaul Volcanic Complex is a [nest
of] caldera. The size of the caldera is about
14 kilometers south to north and about 9
kilometer east to west. The green triangle
depicts the some satellite cones of the
caldera. And the red triangles are the …
those that were formed after the formation
of the caldera.
And this is a shot from …. Then the [photo
mosaic] of the Rabaul volcanic system,
looking from the north to the south we
have [once a piece of island] here that we
have Vulcan on the west, Tavurvur, that is
continuous to erupt very mildly at the
moment since the initial outbreak in 1994.
And I must also mentioned here that during
the last 250 years, we’ve been having
double eruption or simultaneous eruption
from … from opposite sides of the caldera
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at Tavurvur and Vulcan. Tavurvur on the east and Vulcan on the west.
Okay, a bit on the eruptive history. We’ve
identified about more than eight caldera
forming eruptions. The latest one being
about 1400 years ago.
I thought the latest being 1400 years ago,
that bridge, this five kilometer gap from
the from the southeastern part of the
caldera, allowing the sea to coming,
forming the harbor.
And the 7000 year eruption came from this
system here to the north [call Tavurvur]
caldera. We’ve had about [?aprehate?]
eruptions historically since 1767. But
again, since 1878, we’ve been having
1878, 1937, and again in 1994, we’ve been
having these simultaneous eruptions from
opposite sides of the caldera at Tavurvur
and … and Vulcan.
I go onto the seismo-deformational crisis.
It
was
sort
of
called
the
seismo-deformational crisis period because
there was increasing seismic activity and
also both seismicity and ground
deformation during 1983-85.
During that time from September ’83 to
July ’85, a total of nearly two years, there

was an alarming volcanic unrest inside the
Rabaul volcano, where the both seismicity
and ground deformation sort of intensified
to a much higher level. Then since the
1937 to … the previous eruption, in
1937-1943. And then it resulted in a
declaration of Stage-2 volcano alert in
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which implied that an eruption would occur within a few months. And that was based
primarily on seismic and ground deformation data.
This is a plot of seismicity plot from 1973 to ’93, a 20-year period. The red dots here
represent the earthquakes that were deeper, about greater than 2.5 kilometer beneath the
caldera. And the green and yellow, green in particular was from about 1.5 to 2, and the
yellow was less than 2.
This is a plot of the number of earthquake
counts was the time since 1971. As you
can see, there was this anomaly from
about ’83 to ’85. And during that period,
we were recording nearly about six to
seven thousand earthquake per month. The
highest being over 13,000 events in April
1984. And that’s when we declared the
stage-2 volcano alert.
This is cumulative seismic energy plot.
Again, there was this anomaly that
coincided well with the number increase in
earthquake count between ’83 to ’85.
And this is a plot of cumulative uplift

leveling data in millimeters here and time.
And again, they correlate well with the
seismic period in ’83 to ’85. Since ’73,
there’s an uplift so for about nearly two

meters and about 32 between 30 to 45
percent occurred during the declaration of
stage-2 alert, sort of translate to about 70
to 80 centimeter between ’83 to ’85.
Prior to the actual seismic period, we had a
hazard map of the Rabaul area. And then
from that hazard map, we develop an
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evacuation plan, which had about four zones. The red zones indicate the areas of high
risk from eruptions from both centers, pyroclastic flow and areas for landslides that
could occur within the caldera. The blue is the notes …. Those are also high …. Some
risk, but evacuation, the area could become isolated due to landslides blocking the
evacuation routes. And the green and yellow basically relates to ash fall and mud flows
during the northeast and northwest and southeast season. We have only two …. When
the season in the country, we have the southeast wind that normally blows from the
southeast to the northwest. And, you know, it will blow the ash cloud to the northwest.
And of course, it normally goes from about April to November. And then it will change
to northwest in which the wind will blow to the southeast. And that normally changes or
beginning in about November to April.
Information that was included in the
evacuation plan was included. Pick up
points, evacuation routes, the safe areas,
transit areas, and evacuation centers. All
this information were made away to the
communities before the declaration of the
stage-2 alert in ’83 and also during the
crisis period between ’83 to ’85. And also
after the lifting opera … the alert level as
well. So we did not only stop after ’85, we
continued informing the public on not only the evacuation plan but other information as
well such as the hazards, the evacuation routes, where they should, you know, the pick
up points and so on. And this is an important point.
I’ve actually touched on the four zones
there. Basically, the red zone is the zone of
high risk. Blue zone, some risk but the
likelihood of isolation due to closure of
evacuation … evacuation routes from
landslides and earthquakes. The green zone,
basically from ash fall will have some
effect from ash fall and of course mud
flows during the southeast season, and the
same to the other side during the northwest season.
Evacuation exercises. Okay. An evacuation plan cannot achieve its purpose unless it is
being exercised. In Rabaul, we had seven exercises from ’83 to ’87. There was the first
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being in 1983 between 30th May and June.
It took us …. Well, it took the provincial
government and the Rabaul Observatory a
week before to carry out the first one,
because it was the first of its kind in
Rabaul and …. And so it was very hard. It
was and difficult. But there were some
weaknesses that were identified during the
first one, so it was taken into account
during the second one. Those that I’ve
highlighted in yellow, three evacuation drills that were done during the actual crisis
period. Two in ’84 and one in February ’85. And then, after the lifting of the stage-2
alert, we continued with the evacuation drills. Coupled with that, we also continued to
inform the communities on how, you know, continued to inform them made them aware
of the hazards that we may expect actual eruption within the caldera.
Some things that the Observatory
encountered during the declaration of the
stage-2 alert was that there was an
improvement in our surveillance capability.
And that was through external assistance
from both national and foreign
government bodies. We had assistance
from the USGS, Japan, New Zealand, and
Australia, which really increased our
surveillance capability. But not only
through monitoring equipment, but also technical expertise. For example, Norman
Banks from USGS [enjoy use] EDM and also we had some equipment from the
Japanese government and funding as well.
The other thing that the Observatory experienced was that there was a demand for
information from the Observatory. And that was done to release of daily situation report,
information bulletin today to government authorities, and trouble with that, we had an
ongoing public education and awareness program, not only to the communities, but to
the provincial government authorities as well, who were the very one that will … who
were gonna execute the evacuation in the event of an impending eruption from Rabaul.
Some of the preparation that were undertaken by the provincial and national
government was the passing of emergency laws in parliament. The establishment of a
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National Disaster Committee, and also,
Provincial Disaster Committees. National
Disaster Committee was to overlook not
only emergency from volcanic eruptions,
but the other disasters as well or
emergencies as well, both natural and, you
know, man made. It also led to the
production of a National Disaster
Management Plan for the country. But for
Rabaul itself, the provincial government did a simplified evacuation plan for the town
itself. And also, as I mentioned earlier on, it … very loud, the provincial government
carried out evacuation exercises to test and, you know, find out any weaknesses so that
it can be improved as the situation went
on.
Some of the negative effects. Inaccurate
reporting by the media. That’s, you know,
one problem that we all encounter. There
were large amount of unbudgeted
expenditure on emergency preparation for,
you know, a disaster that never happened.
There were massive increases in the
insurance premiums and loss of, you know, profits through reduced business and sales.
But for the community themselves in the Rabaul area, there was disruption to education
and of course the daily life.
Some positive effects from the failed
eruption in ’83 to ’85 was the achievement
of higher levels of disaster preparation and
planning at Rabaul, the passing of
emergency laws to cater for, you know, a
national emergency, and the establishment
of National Disaster Committee for
looking after, you know, National looking
after emergency or disaster by the national
government, but also the setting up of
Provincial Disaster Committee for each provinces in the country. And on top of that, it
led to the production of a National Disaster Management Plan for the [country].
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And then, 10 years later, the actual
eruption occurred. One thing about the
evacuation plan was that we did not stop
in 1987. We continued it up until 1994,
and in June, three months before the actual
eruption, we had another mock evacuation
exercise three months before the actual
eruption, on 19 September 1994. And the
eruption was actually triggered by two big
earthquakes, magnitude 5.1 and 4.9 that was centered right in the caldera at about 3 a.m.
on the day before the eruption. Then, there was about 27 hours of build up after the
occurrence of these two big earthquake. Increase basically through increase seismic
activity and also uplift. Between 3 a.m. between the 18th and the 19th we had continuous
seismic activity, and also, there was also uplifts in the center of the caldera, about six
meters of uplift that was recorded inside the caldera. About the, you know, 50 to 60
thousand people were evacuated.
One thing about the evacuation itself was that it was more or less done only … people
self-evacuated. One of the things that played an important role in the self-evacuation
that began on the afternoon of the 18 was that there was from the experience in 1937, by
the people, they, you know, passed on from their grandparents, where they had the story
that the, you know, if you feel continuous earthquake and unusual activity of animals,
you should move out of the caldera. So that sort of …. Upon in 1994 people begin
self-evacuation prior to, you know, waiting from the official authorities to evacuate the
caldera. So as a result, only five people
died compared to 500 during the previous
eruption in 1937.
And this is just to show you some shots of
he 1994 eruption. This is Vulcan. Initial
eruption from Vulcan on the west hand
side of the caldera, the pyroclastic flow
here. The pyroclastic flow that were in
place here travel over water all the way to
the other side of the … to Matupit Island, about four or five kilometers east.
And this is a shot from the Rabaul volcano on the northern caldera rim, looking south
where this is the [flow] from Vulcan and Tavurvur here. Tavurvur actually started
eruption around about six o’ clock on the morning of 19th September, and then an hour
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later, Vulcan begin to erupt as well.
Vulcan sort of developed a … produced a
20 kilometers of ash [flow] that went as
high as about 20 kilometers. Main eruptive
products was mainly ash for about 260
million cubic meter in volume. The
eruption actually continued and it’s still
continuing now with the production of
lava flows between ’94 and ’97, total of
about 50 million cubic meter. And the
latest explosive eruption, a Strombolian

eruption was in October last year which
produced about 10 million cubic meter of
material, lava flow in particular.
So all in all, the current estimate of total
volume that had been erupted from ’94 up
until 2006, it’s about 0.4 cubic kilometers
of material. And the chemical composition
of the erupted magma was mainly
[andesite] in the city, but the [andesite]
was sort of started out of mixing between
the shallow … [the residen dasitic] magma
at …. But in the caldera, it was all magma.
So it’s a mixing process that give rise to
the [andesitic] magma that was erupted
and continued to erupt at the moment.
And this is just to show an idea of the ash fall. This is a [isopach map] from the 1937
eruption. Tavurvur and Vulcan here. Again, most of the ash that were blown to the
northwest. So it occurred during the southeast wind.
And this is an ash distribution. A map from Tavurvur. Tavurvur did most of the damage
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to Rabaul town because of its close
proximity. And this is where the new
administration building is at at the moment.
And a new airport here, about 25
kilometers southeast of the volcano.
And this is ash distribution from Vulcan
on the western side. Sort of [initially]

shifted to the north, and then it sort of
drifts back to the south [way].
And this is a satellite of the ash fall
distribution here.

Okay, so this is just to show you some of

the damages that was that. It mainly
through ash fall. Most of the town was
covered by ash fall. This is the [port] areas,
and over here, this is [?pamasraf?]. This is
where the Rabaul Volcano Observatory is
located, right on the rim, northern rim,
overlooking the town.
About 1.5 to 2 kilometers of ash was
deposited on buildings and, you know, or
in the town. Most of the damage that was
done in town was due to collapse from
accumulation of ash on roofs.
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And this is another aerial view of the
southern part of the town. Again, the ash

thickness here was between one to two
meters. [Swimming pool] here. And again,
[?pamasraf?]. The main administration
building in the center of town was no
match for ash fall, collapsed roof.
So I guess to conclude, from our
experience during the 1983 to ’85 failed
eruption, I believe that there should be
ongoing
public
awareness,
public
education and awareness to the community,
so that not only during crisis period, but it
should be an ongoing whether it’s through crisis period or during [quiescence] period or,
you know, quiet period. We need to continue to remind of the communities of, you know,
the risk that they live in. If there are, you
know, we continue to advise them on the
hazards, if there is a evacuation plan, we
need to educate them on the evacuation
plan, where, you know, the pick up points,
the care centers, and all this, escape routes.
But the most important thing here is that
we need to …. Or an evacuation plan
won’t work unless you exercise that plan
and involve the communities that are at
risk.
Thank you.
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MC: Thank you very much. Let me accommodate some questions. Dr. Aramaki.

Dr. Aramaki: The people more or less voluntarily evacuated during the 1994 eruption.
You mentioned the lesson learnt mainly from the ’37 eruption rather than ’83, ’85 crisis.
Can you make a comment on that?

Dr. Patia: Yeah. Thanks. The voluntary evacuation began with the very people who live
near the foot of Vulcan on the western side of the area, of Vulcan. And they were the
very one, who in 1937, most of their people, you know, got killed. Because during
the ’37 eruption, they did not know that, you know, that the sea water went dry and
exposed …. They went onto the dry sea to collect fish or, you know, exposed …. And
then all of a sudden, there was this huge wave came and killed most of their people. But
some did survive and they saw the situation at that time. And so, they had passed the
information through to their children that basically explained to them what they had
experienced during that time, continuous earthquake activity and also the unusual
behavior of marine animals and also animals from land – dogs, pigs, running around
unnecessarily. And so they begin to evacuate. And then, when people from outlying
areas begin to see them evacuating, they themselves started to evacuate. We did not … I
mean, the Observatory …. I was not at the Observatory at that time. But the observatory
did not issue a stage-2 alert warning, meaning that an eruption would occur in about a
few months time. Because the signatures of the earthquake that they were … that they
were being recorded at the Observatory was very similar to those that were recorded
in ’83 to ’85 crisis. It was only at 3 a.m. on 19 September that Observatory staff realized
that the situation was irreversible, meaning that there was going to be an eruption.
Now, because the evacuation had already been continuing and through the night, the
Observatory did not issue a stage-3 alert, meaning the communities around the areas, we
[haven’t] been, you know, educating them to move out, because, you know, the
evacuation was already in a smooth process. Had we issued a stage-3 alert warning at
night, that would have caused panic and would have resulted in a lot more death. But
during that time, early on 19th of September, the provincial government had made [cars]
available for people to evacuate on. The Observatory was gonna issue the stage-3 alert
at around about six o’clock. We were just waiting for daylight, okay. But when daylight
came, that’s when the eruption started. So by that time, really all the people in the high
risk area, inside the town [and around], some communities around the [flank] of the
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caldera had already been evacuated.
So that’s what happened in 1994. Both from experience from the previous eruption in
1937 and, you know, we did not …. I mean, the Observatory did not increase the level
of alert because it was at night. And at that time, the evacuation had already been, you
know, running very smoothly. So it just …. The provincial government assisted with
releasing some of the vehicles for the government to assist in the smooth evacuation. As
a result, only five people died. Three of them were businessmen. They went out of the
caldera, but they were worried about their business, so they went back in, and when
they went into their respective areas, the roof collapsed and [was dead]. And two were
…. One was disable blow and the other death was lightning strike. It was struck by
lightning.
Thank you.

MC: Are there other questions? If not, thank you very much. This is the last presentation
this morning. We’re going to have Dr. Giovanni Orsi who is going to talk about recent
unrest episode at Campi Flegrei Caldera.
Dr. Orsi: Good morning everybody. I’m
Giovanni Orsi. [???] in Italy. And let me
start with the expressing again my thanks
to the organizers for inviting me and for
sharing with you what we know about the
restless Campi Flegrei Caldera in Italy
next to Naples.
Campi Flegrei is one of the Neapolitan

volcanoes. This is the city of Naples and
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Campi Flegrei is here together with Somma Vesuvius with Procida and with the Island
of Ischia are the four Neapolitan volcanoes. And they are located in the Campanian
Plain which is a structure through on the western side of the Southern Apennines. Here
you have satellite imagery. This is the plain. This is the Apennine. And again, here.
And three of these four volcanoes are active. Somma Vesuvius, Campi Flegrei, and
Ischia. They are active and they are also explosive in character. So therefore, you can …
you can understand how high is the volcanic hazard in the area.
If you …sorry. If you consider that Neapolitan area, again, this is the city of Naples here,
those are the three active volcanoes is home for about four million people and the active
portion of Campi Flegrei caldera, which is these parts here, hosts about 350,000 people.
So it is obvious that the volcanic risk is also very high in the area.
So now, a few words about the geology of
the caldera. The volcanism in the area in
the Campi Flegrei area began more than
60,000 years ago. And then the caldera
first formed about 40,000 years ago,
39,000 years ago, in relation to the
eruption of the Campanian Ignimbrite
eruption. And then a second collapse was
nested within the first one occurred about
50,000 years ago in relation to the
Neapolitan Yellow Tuff caldera. This is the
margin of the Campanian Ignimbrite
caldera and this is the margin of the
Neapolitan Yellow Tuff caldera. Between
the two calderas eruption …volcanism
occurred within the Campanian Ignimbrite
caldera.
Actually,
the
Campanian
Ignimbrite eruption …. Sorry, I don’t see
very well in the dark here. The Campanian Ignimbrite eruption [exuded] about not less
than 200 cubic kilometers of magma, while the Neapolitan Yellow Tuff eruption
[exuded] about 50 cubic kilometers. So they’re quite large eruptions.
So after the Neapolitan Yellow Tuff eruption, the volcanism has generated not less than
72 eruption, only four of which were effusive. So almost all the eruptions of the caldera
in the last 15,000 years have been explosive.
Eruption have occurred in three epochs of activity, three clusters of activity, and during
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each epoch eruption have followed each other at average time interval of about 50 years.
They was quite intense volcanism during each epoch of activity.
The eruption vents were located either along the caldera marginal faults, these ones, or
within the caldera floor.
The last eruption is occurred in 1538 AD. The three epochs of activity have been
separated by long quiescence period which are well marked in the field by well
developed paleosols.
Now, some examples of the deposits of the
eruption. This is the deposit of the
Agnano-Monte Spina eruption, 4100 years
ago. And it’s basically a sequence of
search deposits. The vent was located in
this part of the caldera, a small volcano
tectonic collapse was related to these
eruptions. At that stage, there was already
a man living in the area, and there goes
our evidence of ploughed soil we have
found just in the plain north of the caldera.
Another typical eruption of the caldera is
the Astroni. You can see this is the vent
which is just in the middle of town. You
see houses around. And again, a sequence,
the products include a sequence of search
deposits. And at that time, the man living
in the area was already using a cart. This is
quite peculiar, this eruption, because it is
… or better this volcano, because it is built
up at least through seven eruption in a
very short time.
Then the last eruption in the caldera, the
Monte Nuovo eruption in 1538. That’s the
Monte Nuovo, eruption which has
occurred in this part of the caldera in the
northwestern corner of the caldera. And it
lasted one week, but precursory signs
began much long before the beginning,
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very long before the beginning of the eruption itself. This is called satellite imageries
where you can see that the eruption, even a small one was quite complex, there were at
least three vents active during this eruption.
Now, about the structure setting of the caldera. The caldera in the last 15,000 years has
been disjointed in block by faults, mostly directed northeast, [southeast] and northwest
southeast. And it has also been effected by significant resurgent phenomena.
The distribution of the vents through time
in the last 15,000 years, which are a very
good tracer of the active features through
time, so the location of the vent has been
changing during the first and the second
epoch that were aligned along the margin
of the Neapolitan Yellow Tuff caldera,
while during the third epoch of activity,
they were all located in the northeastern
part of the caldera. Actually, before the
beginning of the third epoch activity, there was quite a significant change in the stress
regime within …within the caldera.
The type of deformation over the past
10,000 years, we have reconstructed the
deformation of the caldera. And basically,
we have reconstructed this deformation
using the elevation of the surfaces
separating shallow sea or beach sediments
from a continental deposit. That is surfaces,
which had formed at the sea level, and
comparing the present elevation with the
sea level at that time, we have evaluated
the deformation within the caldera. And in
particular, if you look at this section here,
which is this one, which is here in the
caldera, you see that there are some parts
which have been uplifted, some parts
which have been uplifted more, some part
which have been subsiding, some part
which have been subsiding less than others.
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So that that I mean when I say as being disjointed in blocks, the caldera this part has
been subsiding, this has been uplifted, this has been uplifted less than this part and so
on.
Evidence of the deformation over the past 2000 years, the coastal area has been affected
by a general subsidence, began already in Roman Times, that is 2000 years ago. Many
monuments subsided into the sea or in the Palustrine environment. During the 10, 12th
century, there was a sea level [stained]. And this has generated wave-cut notches in
submerged monuments or rocks. We have [a set] of these wave-cut notch. And
reconstruction of the net vertical displacement has permitted to define that the entire
area from Pozzuoli, which is here down, to Capo Miseno, of course, we don’t know,
into the bay was quite significantly deformed before the Monte Nuovo …before the
Monote Nuovo last eruption. With variable uplift between four and eight meters.
I can show you some examples of these
wave-cut notch on monuments. This was
just next to the Monte Nuovo. This is next
to the vent of the eruption. This was a sort
of spa in Roman times. It was another
temple. Mercury temple. And you can see
this wave-cut notch which was formed
during the 10, 12th century.
Now the floor of the caldera, I said has
been affected by this deformation uplifting
by resurgence, and the center part here,
which has been the most uplifted part, is
shown in this picture looking from the
southeast toward northwest. You know, this

flat area is marine terrace, which has been
uplifted about 90 meters. This is [La
Solfatara] volcano. It’s one of the main
volcano and is quite … quite active with a
lot of fumaroles …active fumaroles.
Now, evidence of subsidence. This part of
the coast has been subsiding. In this
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picture, you will see those are Roman …. It’s a Roman town, which was along the coast
which now it’s about eight, 10 meters below sea level. Those also are Roman buildings
under sea level. And here is being reconstructed this line between white and pale blue is
the present coast while the line between pale blue and dark blue is the Roman coastline.
And the Roman coastline is presently about eight meters below sea level. And this is in
this part of the caldera. Outside the Neapolitan Yellow Tuff caldera, this effects the
general Camp Flegrei caldera. This is another symbol of subsidence, a building which is
out into the water at the moment.
So this is our scheme, structure scheme,
where you see the Camp Flegrei caldera,
the Neapolitan Yellow Tuff caldera, and
resurgent part, which we think does not
occur to as a resurgent dome as in the
large caldera [Jack] was talking about this
morning. But we think it occurs through
[simple shearing] mechanism due to the
dislocation in blocks of the floor of the
caldera and also the distribution of the
vents only in these part of the [third
epoch], in this part of the caldera. No
vents in the other parts, which should be
this part in this structure scheme.
So a few words about the composition.
You will see here the composition most of
the rocks are trachyte to alkali trachyte.
There are some latites and some
trachybasalts, latites and trachybasalts. The list [evolved through] northeast, southeast
faults which are regional faults,
reactivated during caldera collapse and
mostly during resurgence.
This is a general scheme based on
petrological, geophysical, and melt
inclusion data on the structure of the
magmatic system. There should be some
magma 10 kilometers depth or better in the
past. I mean, there was magma 10

105

kilometers depth and then some deep stagnation area at six kilometers depth, and
another shallow stagnating area for magma is at about three kilometers depth, and of
course, then there is quite well developed hydrothermal system at very shallow depth.
Now, about the ground movement. In the
last 2000 years, we have a quite a detailed
reconstruction of the ground movement in
the caldera in the last 2000 years due to
mostly to the presence of this monument,
the Serapeo. And in particular, these three
columns. So Serapeo, there is a detail here
of this part of the columns where you have
these holes on the columns which were
made by [lythodomes], which are sea animals live in sea shells, living between the high
and the low tide. So they indicate sea level. And so, on the basis of that, already in 1947,
Parascandola reconstructed the behavior of the ground, the ground information. That is
there was a subsidence from the 1st, 2nd century before Christ when the monument was
built down to the year 1000 almost. And then, since then, there was …there was uplift.
And the uplift increased before the 1538 eruption. But tens of years before, we know
that not only based on the geological evidences, but also there are some edicts, which
were made at the beginning of the century that is 1503, 1506 by the king of the time.
Because the ground was uplifted. New land was forming. People were fighting about
the ownership of the land. And so the king had to write edicts and to attribute the lands.
And any time he was attributing the new land in the town of Pozzuoli.
So there was quite a significant uplift the tens of years before the 1538 eruption. And a
few days before the eruption, there was an uplift of about seven meters in the area of the
eruption. And then, subsidence, and this subsidence continued almost up to 1969. This
is the town …street in the town of Pozzuoli between ’69, which was invaded by the sea
water. And then from ’69 to ’72, there was
one meter and 80 centimeters of uplift.
And then, from ’72 to ’82, subsidence with
small uplift. From ’82 to ’84 … end of ’84,
another big unrest episode, another big
uplift of one meter and 70. So that’s a total
of about three meters and a half. And then,
since end of ’84 up till now, there is
subsidence in average every four or five
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years. There are some small uplifts in the order of few centimeters, actually from one to
six centimeters.
In Pozzuoli, this is the Pozzuoli Harbor, and this used to be the pier of the Pozzuoli, but
then it was after these uplifting event, it was too high for the ships to dock, and they had
to build a new one here.
So during the’69-’72 unrest episode on
March 1970, there was already 80
centimeters of uplift. There was a seismic
swarm of eight shocks, which was felt by
the population.
Then, about 3000 people living in this part
of the town of Pozzuoli, or the old part of
Pozzuoli, which is also always the most
deformed part is this, it’s this one here,
these people, they were evacuated and
transferred in temporary lodging. Then afterwards, a new neighborhood was built,
which is this one, which is located here next to Pozzuoli, and the population was
transferred there. This part, the evacuated part was never inhabited anymore and now
it’s actually a museum. Actually, this is a very nice area where you have cultural
[stratigrophy] going from the 7th century before Christ up to today. The … this part here.
This [?promondori?] has always been inhabited. So now, it’s … it’s a museum, it’s
under the control of the archaeological [superintendency].
So during the’69-’72 unrest episode, I
mean, at that time, the scientific
community did not know that uplift and
subsidence phases alternate during an
unrest at the Phlegraean Fields, because, I
mean, they only had a reference the
dynamic preceding the Monte Nuovo. And
they knew that the ground uplifts before
eruption, they didn’t know that it’s going
up and down.
And at that time, there were quite violent controversies and also mass media were
involved in these controversies. Of course, the main debated question was were the
phenomena indicating an impending eruption. That’s the question of course you’re
always asking in this situation.
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At that time, there were two different scientific committees with not well defined
responsibilities. And these two committees had been appointed by two different
ministries. There were a lot of problems related to these [crises], but the main were
related to lack of civil protection authority, lack of properly structured volcano
monitoring network. There was no monitoring network at the time. Lack of a scientific
body officially entrusted with the responsibility of hazard assessment.
Then after the’69-’72 unrest episode, the
Vesuvian Observatory and the National
Council for [Research] began to build a
volcano monitoring system.
In 1980, after a catastrophic earthquake in
southern Italy which was related to the
building up of the Appenine Chain not to
volcanism, but after this earthquake, many
few thousand people died, and then the
Ministry for Civil Defence was established
in Italy. The volcano monitoring system
which was built, permitted to give timely
warning to the civil authorities at the
beginning of the’82-’84 unrest episodes.
During the’82-’84 unrest episode, the
volcano monitoring system was improved
and the technical coordination of all the
activity was under the responsibility of the
Vesuvian Observatory. And then the
scientific responsibility for the volcanic hazards evaluation was entrusted to the newly
established, it was established at that time, the National Group for Volcanology of the
National Council for [Research].
Just to give you an idea of the present state
of the Campi Flegrei monitoring system,
what we have there is a seismic network.
One short period, 60 broadband station
and mobile stations, ground deformation,
leveling, survey, GPS, [tight gauge],
InSAR, and [strain meters]. [Gravimetric]
field survey, geochemical monitoring, gas
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and wood analysis, [temperature] composition, isotopic composition, automatic CO2
flux monitoring, temperature ID IR therma. camera. There is continuous monitoring at
[Solfatara crater]. We saw in one of the first … first slides the crater. And then, all the
activity like tomography and exploration, seismic, [magnetic ??? metric]. Underwater
module for multi-parameter monitoring. This is quite important. We are working on that
because, you know, the caldera is a horseshoe shaped and part of it is under the water.
So it’s very important way of some underwater instrumentation.
Now, something about the’82-’84 unrest
episodes. What you have here, I have
already shown you this graph, and what is
shown here is the deformation,
acceleration. And what we have done here,
we have looked at the deformation along
straight lines of the leveling network,
which had radial distribution in relation to
the most uplifted part. And what do we see
here is that there are some jumps in the slope of these [curves]. Both when the ground
goes up and when the ground goes down. If you look at these points, these points
correspond what you have a changing slope, they correspond to structural features like
such as caldera border or block resurgent the edges of the resurging rock.
This is the ground deformation through
time, [behavior] involved in the ground
deformation through time. And what you
can see here is that as the amount of
vertical deformation increases, also the
area involved in the deformation increases,
until the area reaches the Neapolitan

Yellow Tuff caldera margin. Since then,
you have increasing vertical deformation,
but not increase in the area involved in the
deformation.
Here, we have along the lines, we have
selected before, we have seen the behavior
of the different benchmark, and you have

109

some benchmark which have an homogeneous behavior, a benchmark which have a
non-homogeneous behavior. And again, the change between homogeneous and
non-homogeneous, of course, when you go across structures. And the area with
homogeneous behavior is this one, which is also the area which has been most uplifted
in the long-term deformation. Let’s say, 10,000 years or at least in the last 5000 years.
Now, about seismicity. You see here
seismicity is very well related with the
velocity of the deformation. Either during
the large unrest episodes or during this
[?mole ones?]. Those are the events of
the’72 …’70 … ’69-’72 episode, and those
are the ones of the ’82-’84 crisis.

Those are the distribution of epicenters and
hypocenters. And you can see that you
have a lot of earthquakes here in this area
at shallow depth. But some also align
along plain, which were non-sstructure
plain.
So, some comments about this crisis. It
generated more problems than the
previous event due to the high level of
seismicity and large number of shocks felt
by the population. The seismicity also
damaged the old building of Pozzuoli. And

due to the damages, many buildings were
evacuated, because they have become
structurally unsafe.
On October 6, 1984, two days after the
largest earthquake of this unrest episode
was magnitude 4. The hazard map was
presented, seismic hazard map was
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presented, and 40,000 people were evacuated from Pozzuoli from this area. And later on,
and a new town here in this area was built, which is called Monte Ruscello, still there,
and … was built at the periphery of Pozzuoli.
After 1984, large event, as I said, there were some small events. And any time we have
these uplifting events, we have some seismicity related to it. Never seismicity related to
subsidence.
This is about fluid chemistry this is one
conclusion of our colleagues working on
fluid chemistry and the interpretation of
the geochemical data and modeling,
physical modeling of this data support
represents of a large plume of gas without
the involvement of a significant amount of
boiling liquid, at least a temperature below
360 degrees Celsius. The gassing of a
magmatic source is not continuous, but it
is characterized by the periods of enhanced activity which trigger the unrest episodes.
So those are the conclusion of which our colleagues working on fluid chemistry came.
Now, let’s make some comment on
volcanic and deformation history. The
Neapolitan Yellow Tuff caldera formed
15,000 years ago, and is affected by an
ongoing resurgence. Volcanism younger
than Neapolitan Yellow Tuff is likely …
strictly related to the caldera deformation
dynamics. Volcanism is strictly related to
structures bordering the resurgent block.
Resurgence in the Neapolitan Yellow Tuff
caldera floor occurs through a simple
shearing mechanism.
The geometry and evolution of the
short-term deformation events – this I
think is an important point – are strictly
controlled by the structure which the ...
resurgent block, and by those which
border the Neapolitan Yellow Tuff caldera.
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Most of such structures result from reactivation of features related to the regional
tectonics.
The long-term deformation is the summation of many unrest episodes. The geometry of
the deformation of La Starza resurgent block has not changed in the past 5000 years and
is defined by the same structures.
The unrest events which are transient
episodes in a long-term deformation
process have been interpreted as the result
of the interplay of a ductile and a brittle
component. The ductile component, due to
expansion and deflation of the geothermal
system is recovered during subsidence.
The brittle component, due to breakage of
rocks is permanent.
Now, remarks on the unrest episode, so the unrest episodes are transient episodes on a
long-term ongoing deformation process. This implies the day you can occur again and
may lead to an eruption. I mean, there was a question before raised from the floor, I
mean, why so many failed eruption. Maybe they are not failed eruption. Maybe they are
just precursors of an eruption, long-term precursors of an eruption. We have seen the
1538 eruption at Monte Nuovo that we had significant ground deformation tens of years
before the eruption. We had the royal edicts for attributing the land. So it could be those
are long-term precursors.
Since 19, that is since the end of the second major unrest episode, the people living
inside the caldera itself and the neighboring area is not react to the small deformation
event and related very low energy earthquakes. The scientific community has continued
in its effort to understand the past volcanic history, volcanic deformation history that
these two perform a long-term volcanic hazard assessment to monitor the volcano that
they still perform a short-term volcanic
hazard assessment. The Department for
Civil Protection has supported research
and monitoring activity and is elaborating
an emergency plan. Oh sorry.
But I think that still, a stronger force
should be made in terms of education and
information of the population and local
authorities. In fact, a population exposed
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to potential volcanic hazard is the main actor in any emergency plan or risk mitigation
action. Only an informed and educated population will permit the success of an
emergency plan and informed and educated population and local authority will daily act
taking into account the potential hazards which could arise from an active volcano. If
they do so, they make an appropriate land use and planning, and consequently generate
the condition for the elaboration of a better [edition of] emergency plan. They also
increase the probability of success of any emergency plan in case of an eruption and
which I think is very important and improve the standard of life while waiting for an
eruption.
If I have a few minutes more …. Do I?
Okay. I can quickly go to last part of my
talk and tell you about the volcanic hazard
assessment
and
eruption
scenario
forecasting that we have done for the
Campi Flegrei caldera. And actually, we
have tried to ask to the basic question such
as which is the time interval to be taken as
reference, when the next eruption will
occur, where the next eruption will occur,
when the next eruption will occur, how the
next eruption will be, in terms of eruption
phenomena and the sequence during the
event and size of the eruption.
So about the time interval to be taken as a
reference. If you consider that Neapolitan

Yellow Tuff eruption and related caldera
collapse has been the last major event
which has significantly modified the
condition of the Campi Flegrei caldera
system. And the relationships between
dynamics of the caldera and structural
location of the active vents through time
show that during second period of
quiescence that is prior to 5000 years ago, the stress regime within the Neapolitan
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Yellow Tuff caldera changed. This stress
regime still persists as shown by the
dynamics of the recent unrest events. And
our conclusion is that the behavior of the
Campi Flegrei caldera system over the
past 5 ka and its present state has to be
taken as reference for volcanic hazard
assessment, for long-term volcanic hazard
assessment I mean.
Where the next eruption will occur? To
answer to this question, we have
considered that vent distribution through
time and [year or the area] distribution and
density of the vents active over the past
15000 years that … and in particular in the

three epochs of activity. And our
conclusion is a map which is already
published. And this is we are just finishing

it. We came to the conclusion that those
are the two areas, variable probability of
opening of a vent, this is a high probability,

this is a low probability. Then we went to
true probability evaluation. And those are
the results of our probability evaluation.
And again, this is the area of highest
probability, and this s the area, the second
highest probability.

114

When the next eruption will occur? This is
not easy question to answer. Actually, the
answer is we don’t know. But if we
consider the structure that we can say that
though it is not possible to state when an
eruption will occur, the relationships
between vent distribution of the third
epoch dynamics or the ongoing resea …
deformation can be taken as empirical
evidence to hypothesize that the next
eruption could likely occur when the
structural condition will asend magma to
the surface. And this brings us back to
what are these unrest episode are those
stages through which the system goes and
deal the conditions for an eruption
[reached].
How the next eruption will be in terms of
eruption phenomena and their sequence
during the event and size of the event? In
terms of eruption phenomena and
sequence during the event, we have taken
into account some characteristics of the
past volcanism. And in particular, the
explosive eruption were characterized by
alternation of magmatic explosions,
generating
fallout
deposit
and
phreatomagmatic explosions generating
dilute and turbulent density current. Some
were characterized by migration of the
vent over a limited area. One, the Astroni
was built through seven eruptions in about
100 years. The Agnano-Monte Spina
eruption was accompanied by a
volcano-tectonic collapse. The Monte
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Nuovo eruption, the last one, the only historical event, was preceded by decades of
ground deformation.
So we can conclude that the next eruption or future eruption will very likely include
magmatic and phreatomagmatic phases. We cannot hypothesize a time sequence of
eruption and related phenomena during the event. A sequence of events following each
other at short – short means years or tens
of years – time-interval cannot be
excluded.
Then about the size, we have evaluated
both the area covered by the different …
[exploded] by the deposits of the different
eruption, also the volume of the different
eruption. And you can see that during each
epoch, the volcanism does not start with
the largest eruption. Always start with low magnitude eruptions and then, magnitude
increase and then decreases.
So our conclusion is although an eruption similar to the highest magnitude, this one,
Agnano-Monte Spina can be considered maximum expected event according to both
behavior of the system and number of eruptions of each of the three defined sizes.
Medium, low, medium, and high magnitude. It seems more likely that the next eruption
will be a low- or medium-magnitude
event.
Then, we also constructed a volcanic
hazard maps. And to do so, we have
considered distribution and frequency of
the position of pyroclastic deposits of the
three epochs. Here, we have for the first

epoch, this is the distribution of fallout.
This is the distribution of pyroclastic
currents and this is the frequency here. The
same for the second epoch. The same for
the third epoch. And for the third epoch,
we also have considered the frequency of
load on the ground of pyroclastic deposits
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of the third epoch. Because if you have to
make a volcanic hazard evaluation, then,
and also, volcanic risk evaluation, then you
have to talk to a [genius]. And if you [tell

to genius], you will get here so many
centimeters of ash, he cannot use this data.
So you have to tell them the load on the
ground. So we have transformed thickness
of pyroclastic deposits in load, using the
density. And then we come up with this
map. And in particular, we have considered
200 kilograms, 300 kilograms, 400 and
500 kilograms per square meter of load and

these numbers were suggested us by the
[?engineer?] according to the building
typology in the Neapolitan area. So for
200 kilogram per square meter, you will
have damage to the houses with wooden
roof and for 400 … 500 kilograms per
square meter, you will have collapse of
any kind of roof.
And then we also worked out this hazard
map for pyroclastic currents. This is the
area at highest probability of invasion by
pyroclastic currents. And this an area
which could be invaded by pyroclastic
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currents. And in between the two, there is
this slope, almost continuous slope here.
Then this is a general map where you have
all three kind of maps. And this is the
hazard map for actually the risk map for
pyroclastic flow, which was produced by
the Civil Defence Department and which
they have redrawn the limit according to
the political boundaries, and they also have
included this part, because of course they
thought that these people in case of an
evacuation of this area, they would be on a
sort of island. They would be panicking
here, because they would have the sea all
around and an empty space. So they
included also this part, and so this is the
area which will be evacuated before the
beginning of the eruption and includes
350,000 people.
Here, I have the almost the history of the development of this … all the emergency plan.
Maybe it’s time for me to stop. So I don’t go to there.
And I thank you for your attention.

MC: Thank you very much. We can accommodate some questions. Mr. [Onoi].

Man: Thank you for interesting talk. I have one question. I know you have already
constructed entire evacuation plan surrounding Vesuvio [???]. So do you have same or
similar plan, evacuation plan, in [?posto?] area?

Dr. Orsi: Yes. This map shown here is part of that plan. Of course, the civil protection
has worked much more. It began much before in making an emergency plan for
Vesuvius, and only later for Phlegraean Fields. But so they are still busy working on this
plan. But the plan exists. Actually, the first plan was made already back in 1984 during
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the crisis. But that was, as you can easily imagine, was a very rough plan. And …
because it was made during the event. So now, there’ve been a few committee appointed
two time, which have been working on the evaluation of this plan. And this map is part
of that plan.
And the plan includes …. Oh, maybe you give me a chance to go back to something we
have been discussing today about alert levels. We also have been establishing alert
levels for either for Somma Vesuvius or for Campi Flegrei. And we came to the
conclusion that alert level must be kept at a low number, [four] alert number, not more.
And we also came to the conclusion that the color code is the most efficient. So we have
color code. We go from green to yellow to orange to red. Unfortunately, I didn’t put the
slide here. Sorry for that. But for both, for Campi Flegrei and Vesuvius, and for each
color, there is all the [?or what?] different actors on the scene. That is the scientific
community, civil authorities at the local scale, at the regional scale, at national scale
have to do, and also when the population will be involved and how the population will
be involved. So just to contribute to the discussion we were doing, we started already,
but I think this discussion would go on for all day, but alert level we think that they
should be not more than four. And color code is very efficient.

MC: Any other questions? Thank you very much.
This ends our morning session. And although we have been late in ending this morning
session, we will begin the afternoon session at one o’clock. Please use the restaurant or
canteen at the left of this room. Thank you very much.

(Lunch time)
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MC: Ladies and gentlemen, we would like to start with the afternoon session, because
this is one o’clock. Under the title of the significance of the research of the stillborn
eruptions, we would like to ask Professor Kagiyama of the Kyoto University to deliver
his speech. Professor Kagiyama, please.
Dr. Kagiyama: Thank you very much for the kind introduction. My name is Kagiyama
from Kyoto University, Graduate School of Science. Looking at the slide and this is
from the last month of the Mount Aso. And you can see the crater red hot with a
temperature of 600 degrees Celsius and this is supposed to be a very active volcanic
activities. However, that we do not have the eruption over a long period of time. This is
one kind of stillborn eruptions. I do use the term of that the stillborn eruption and
sometimes that the other scientists use eruption attempts. This is my old teacher, used to
use stillborn, and so that I just follow him. There may be some other proper terms, but I
would like to more than willing to change.
Anyway, that failure of the prediction of volcanic eruption is something that we have to
consider. What are the faults of that the eruption prediction is something that we have to
consider. I think there are three reasons behind.
Number one is eruption outside the assumption. The good example or bad example is
the Unzen Mountain or Miyake-jima Island. And in case of Unzen, that they assumed
that eruption Edo period, however, that the event was very big. The pyroclastic flow
happened once in 4000 years. And in Miyake-jima, for the first time in 3000 years, that
it erupted and created the caldera instead of [flank] eruption. A symbolic one is that
Miyake-jima Island. That the mountain contracted, shrank. But the series of big eruption
took place. And this was against the common sense of the volcanology. This may be due
to a lack of the data, however, the shrinking of the body of the mountain means that
subsiding activities, but the [reverse] happened.
The second reason is no eruption after detecting the anomaly. And this is the main
theme of the discussion for today. Many of the abnormalities happened and eruption
didn’t take place. Iwate Mountain and the other volcanic events are included in here.
The third reason is example of the Fuji Mountain. The rumors of eruption. And if there
are, that the divine prediction or the nine planets side by side and this is that the
prediction of eruption. But these are not the scientific. But we can say the quiescence
can continue until very near future. But in one month or one year, we don’t know. We
cannot deny the rumors. Especially, of the long absence, the dormant period of the
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volcano can be included in this.
Most impressive of all I think is the first eruption outside the assumption. For example,
that the once in 10 years takes happen. That the second is not very [conspicuant].
However, about 10 volcanoes present this kind of phenomena each year, and this is a
very unusual case. So the symbolic is this. We fail short of the expectation, but if we
increase accuracy of the second reason, can [eliminate] the second reason, that we can
increase the accuracy, the prediction by one magnitude.
So stillborn eruption. First, that the best example is Iwate Mountain. This was a success
case. That there was that expansion of the body of the mountain and tremors took place.
And many of the local communities are prepared for this. However, that the eruption did
not take place long period of time. The geothermal activities became active. And this
was already explained very thoroughly already.
The similar ones for considering the concept, this is a reference. This is a reference of
Asama Mountain in 1958. And twenty thirty increase to around here. And led to the
eruption. Increased rapidly and to the eruption. And this was the data of 1958. And so
just counting the number of the earthquakes that we could predict eruption of Mount
volcano and which continued until 1973.
However, in 1982, totally different thing to the place. Surprisingly. But sometimes that
the number of the earthquakes increased. And this increased also, but without no
eruption. And this continued for a long period of time. We became a little complacent.
But after one day after that it erupted, the next day. And for the seismologist,
considering that the prediction of the earthquake is a big shock. Because nobody
predicted that the eruption took place the next day. The red arrow. Because that
geothermal seismic swarm and the geothermal activity, no magnetic eruption. What
happened then? It was a big eruption indeed. And the temperature up to the several
hundreds of degrees Celsius and melted the snow, mud slide took place. And why this
happened is something that you have to consider.
The reference case is there are two reference pictures. And this is after the 1973 eruption
on the left hand side. And you can see the lava cake in the center. And on the right hand
side, this is after 1982 eruption that the lava cake disappeared. As you can see it is
blown off and it is red hot inside. That’s all. And comparing these two pictures, what is
the difference? In 1973, a series of the eruption, well, pushed up the magma to this level
at least. However, in the case of 1982, that the magma did not come up to this level.
Plus, magma ascent. It was not a magmatic eruption. Therefore, that …. And so that the
big difference between the two is that the difference is uplifting of the magma. That was
the difference of 1973 and before in 1982. And so the explanation is this. As you can see,
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the swarm took place and the magma goes up. And that is a fact. But in the case of 1973,
that it erupted [ultimately]. However, at this point, magma uplifted, but stopped there.
And after stopping, volcanic gas was separated from the magma, and engaged in
activities. And this was a type of the new type in case of the Asama volcano and this is a
very beautiful and elegant explanation for this.
And actually, this did not take place accidentally in 1982 and this is that the GPS
network of the National Land Agency. Asama Mountain here is north and south and you
can see the GPS observatory and the distance here is that …. Well, you can see that the
contraction in the normal case, it did expand from time to time. An expansion period
means that earthquake, increase of the number of the earthquake, because the magma
intrudes here and increase the number of the earthquakes. However, the no eruption
took place, and only the temperature goes up at the crater. And this takes place from
time to time, quite often. In case of Asama Mountain therefore, the magma intrusion
sometimes takes place. However, that does not lead to the eruption. Actually, that this
happens rather frequently in case of Mount Asama.
So summarizing what I have mentioned, and this is a summary of what …. This is kind
… sort of rough summary that I made, sketchy summary. When the magma comes up
very easily, and can go …. In 1973, Asama eruption after seismic swarm. The
Sakurajima and Asama Mountain before 1973 are included into this. And on the right
hand side, no eruption but geothermal activities. Iwate Mountain, the current situation is
that, let’s say, this is eruption dormant, on the left hand side, and geothermal activity
dormant, the type, on the right hand side in the middle. There are many variation in
between. I would like to mention that what is the keyword of controlling this no
magmatic eruption, but the phreatic eruption Asama after 1980 [too]. This depends on
how easy that the magma goes up, that the volcanic gas separated from the lava
erupted. But no magma eruption. As I have said, there are many varieties in between.
And then, the stillbirth eruption is that depends upon that where the magma uplift stops.
That is a very important point of that the attempted eruption. There are three controlling
factors of the [?bamla?]. There may be many others. But I can think of only three right
at this moment. Number one is that the low density barrier. For example, that high
density substraight base, and on top of that very low density pyroclastic materials. And
then the magma goes up to here. However, that the lift is evaporates in the middle. And
the second is that the stored magma pocket exists and create the barrier. And the new
thrust of the magma cannot go up. For example, the western Iwate is an example and
northern Hiroshima is another example and maybe that the current Asama Mountain is
this type. The second factor is degassing from the magma. If the magma degassed, the
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lift of magma reduces and lose the momentum of upwards. And less expansive magma.
Is the result of the degassing. The third is that the regional stress field that I would like
to comment later. So these are the controlling factors of magma stoppage. Unless we
have a very thorough discussions of these factors that we cannot thoroughly study the
volcanology, to predict the eruption.
And this is a swarm in around the Izu Peninsula. And these are epicenters. And many
people say that this is due to the intrusion of the magma. Maybe so. However, that there
is that the set period of the swarms. And we put the color code to indicate the epicenters
and you can see that these are that not overlapping pattern like this. And here, the
epicenter is shallow here. And after 2000. And it does not go any higher than this. And
Mr. Morita, Dr. Morita says that this is that the density of the layer is that stoppage
barrier of the magma. And if that the magma goes through this barrier, that the high
density barrier, probably the next eruption takes place.
So next is what is stress activity. The eruption cause for that the easy uplift of the
magma and if magma stops, what are the reasons? The geothermal activities takes place.
Revitalizes in case of Hakone or the Beppu spa is this time. The magma does not erupt,
but geothermal activities is activated. In case of the Beppu, the magmatic eruption does
not take place, and even less so in Hakone. And tremendous thermal energy are
discharged, however, that hardly any magmatic eruption takes place in case of
volcanoes. And this volcano happens to be … or it is that the eruption dominant and
geothermal activity dominant. And sometimes it takes place alternately.
And this is Izu Hakone Fuji Mountain area. These are hot spring heat discharge rate of
hot springs. For example, Hakone Izu volcanoes discharge great heat. And around Fuji,
there are hardly any spas. Why? This is something to do with the stress field according
to my theory.
This chart shows you that on the horizontal axis, a heat discharge of one volcano. Please
remember the heat [discharge] rate of that hot spring around one volcano. And here the
vertical axis is plot the volume. Volume of that the volcano means that, well, the
volcano is created by the eruption sedimentation. Sedimentation gives us the history of
the eruption, and how much energy was created by the eruption. And here is that the
how much of the energy accumulated underneath the ground be heat … discharged in
the heat. To this side, eruption dominant, and on this side, the geothermal activity
dominant volcano. And Tohoku region …. Let’s say that this is average. That is a
diagonal line and then Izu Peninsula volcanoes is to this side, the geothermal activities,
and Kyushu volcanoes are quite a bit to the geothermal activity dominant. And please
remember that there are many many volcanoes in this region. And the volcanoes around
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Mount Fuji, for one reason or another, is on the left hand side. If that the benchmark is a
Tohoku volcanoes, that geothermal activities [in active] in case of that Mount Fuji. And
the reverse is still with that the Kyushu volcanoes and therefore that you can see the
region by region features. Tohoku region is that the compressional stress. Kyushu is that
elongation stress. Izu is tensile. And around Mount Fuji, it is a very strong compressive
stress is applied. So as far as you can see, that easiness or the hotness of the magma’s
uplift can be controlled by the stress field.
For example, this is one reasons in case of the tensile field that the magmatic uplift is
easy, because they have a lot of channels to go up to the surface. And the volcanic
complex may takes place. And also that it is easy to prepare the space for the storage,
and therefore, the geothermal activities reactivated and the barriers also form and the
magma stops. So here, that the stillbirth takes place quite often. On case of compressive
field, once that the magma pass is quite often use, and therefore, that one single
dominant volcano may takes place. That storage of the magma subground, and therefore,
the geothermal activities are not that active. Like this Izu Peninsula is the left hand side
of Fuji. Mount Fuji is on the right hand side, because Mount Fuji is quite dominant
single not complex volcano.
Now, again, this is again the summary, sub-summary of what I have mentioned.
Preparing process of the eruptions. One factor is that if it …. The stillbirth can be take
place whether magma’s uplift is difficult.
Now, that the eruption prediction is sometimes …. The [false] eruption prediction is
announced, because for one … [one ti …] if that the one time in 1000 years of the
eruption, it is very difficult, or that scientific data is insufficient to deny any rumors.
Again, it’s quite difficult for those geophysicians like us that we know that the magma is
supplied quite constantly and stops at seven kilometers down subground. And if the
magma stores and the amount body expands and whenever the preparation is ready, that
they go up to the surface. And there is water saturated there, and magma and volcanic
gas hit this layer. And then there are many abnormalities observed and then the eruption
takes place. That the overall image.
But this only applies to the frequently erupted volcanoes. Not the very long dormant
volcanoes. This mechanism may not be applied as the same formula to the other
volcanoes.
This is Hoei’s eruption of Mount Fuji. As you can see, the magma dasite stored and
basalt magma hit this, heated up, and erupted. And this load was removed and dasite
and basalt both erupted to the major eruption. That was a model. And this is a good
model or suggestive model of suggesting the long dormance. And this model actually is
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not only applied to Mount Fuji, but Izu Oshima, that the stored magma, new magma
interacted with each other for erupt. And [mythologist] all know this kind of that
interaction very well. But for the physicians hardly took this into the model. However,
considering the long dormance period of the old volcano, we really have to consider the
multiple number of the magma.
Well, the Mount Fuji is not considered to be the long dormant volcano. We cannot
complacent like this and we have to be careful.
But anyway, what should be the concept of the eruption after a long rest time? Let’s
consider the preparation time like this. and here, when the new magma mass comes up,
however, that it stores. Another one comes up, but does not erupt, but store and number
of the times, one after another. And [it hit] the magma pocket, and then that is the time
that big eruption may take place. And this is eruption after long resting time. So what is
the preparation of this kind of case?
One, repeated stops of the magma ascent. And stop of the magma ascent. If that the
magma stops at the very shallow place and then many of the abnormal phenomenas
takes place. For example, if the magma subsidence is just three kilometers, there are
many. So that you can predict that the eruption is imminent. But the eruption never
takes place and this is therefore the attempt. However, that the magma stops at eight to
nine kilometers down, lower than the ground, it does not react with the underwater and
so that we may consider that this is a magma storage. So whatever is the eru …. The
phenomenon surface stopping of the magma and only the difference of the depth.
However, that in the case of shallow case, we see many of the abnormal phenomena.
And so, the stored magma hit by the new magma mass and then it may trigger that the
eruption of the long rest time. So this may shed a new light of the eruption after a long
quiescence.
Stop of magma ascent, where does it stop? Why does it stop? That we have to ascertain
with observation. Electronically or density gap or degassing from the magma. And if the
magma is a stored or accumulating that we have to ascertain by exploration, in case of
the volcano with that the stillbirth eruption that we have to be very carefully observe
where the magma exists and where that they are accumulating right now. And the third
is that triggering the process of eruption after a long resting time. When that the stored
magma, new magma, when and how that these two interact with each other that we have
to observe the process mechanism of the mixing and interaction of the stored magma,
old magma and new magma.
So, as appendix – I have already summarized the idea – but appendix, I would like to
explain to you that how can we observe that the degassing. Geochemist should observe
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the gas volcanic gas emitted. But what is more important is here how that the gas is
discharged. This process is very very important, because it suggest us an abnormal
situation. There are ma … few idea.
But how about electrical conductivity observation. And this is a distance from the crater.
And conductivity very high near to the crater. And the deeper, lower conductivity. That
volcanic gas is injected and dissipating. And therefore, that this has something to do
with change of the conductivity.
This is one hint in case of Unzen volcano. The magma storage about 10 kilometers
underground. And this is a low resistance layer, and saturated layer. The magma uplifted
here with the earthquakes in 1989. And for one reason or another, that the degassing
took place at the early stage. In 1990 July it hit that the saturated water layer and tremor
took place and phreatic eruption took place. And in 1990, that the phreatic eruption. In
late January 1991 that the new magma [intrused]. And the very phreatic eruption took
place in February. And further, and when the water layer was pierced by the magma,
another very big phreatic eruption took place in the 9th of April. And a big dome was
formed in on the 19th of May 1991. So shedding the light from the different light, and
this is days before the dome appearance and depth. And this is a water saturated layer
and this is a magma layer. In 1989, and from November, that magma uplifted by 20
meters per day and this is late January 1990. And you can see the mud eruption and
tremors was taken to place. And phreatic eruption, a very major one. And this is a
phreatomagmatic eruption took place and a dome appeared. And this phenomena here is
that very related with water saturated layer. And that was the threshold.
In this chart, for example, in November, the first eruption took place, phreatic. The
magma was only reached here. And when the first tremor was observed that the magma
was deep down. However, the volcanic tremors, well, takes place in a shallow place like
this. And there should be hot something existing this. And we consider this is the gas
that separated magma reached here before magma as a precursor. And at this time,
geochemists, well, mentioned indeed that there is abnormal volcanic gas observed.
In case of Unzen magma, that there is a process of the gases separating from the magma
and move forward before the magma.
Do we have any other evidence? This is Shimabara Peninsula, Unzen’s. And this is
Tachibana Bay, Shimabara City.
And the conductivities integral fears of the conductivity was [plotted]. That means that
[irons or] that how much thermal deformation took place in the layer, the sub-ground,
underground.
Not to the west to the Fugen Mountain, you can see that the peak formed. And here is
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the Maiyama Mountain, again another peak of that the electromagnetic conductivity was
observed. Why? Because at the time of the eruption, there are many swarms. And this is
a same place of the epicenter. That is when the magma uplifted from the west to east,
and the massive gas dissipated, and the gas came here, and created the high
electromagnetic conductivity zone. Not only at this time in case of Shimabara Peninsula.
There are many swarms. In 1922 or in 1970s and 80s that there are many series of the
swarms without any eruption. And it stops here. And sometimes, that we see the CO2s
at the … well, the density goes up, and the wild animals die, and the spas … the
geothermal activities activated. And therefore, in case of Shimabara Island, that
Shimabara Peninsula, that we can say that there are many stillbirth eruptions. Why?
Because the degassing took place frequently from the magma. In 1990, at that eruption
it led to the eruption [ultimate] eruption. Most of the would-be eruption ended up with
attempted eruption. As one evidence like this that we can produce this as a integral data
of that electroconductivity around the peninsula.
Thank you.
MC: Thank you very much. If there’s any questions, we would like to accommodate
you.

As for the volcanoes that can erupt and that is not easy to erupt, I think a difference is
very clear. When we talk about prediction of eruptions, we have models in our mind.
But whether it stops in the middle or becomes stillborn, we can only understand after it
stops its movement. For example, in case of Iwate Mountain and also the swarms of Ito
Peninsula, we’ve experienced that many times in a year, so we believe that it will be
stillborn. But perhaps there could be volcanoes that are easy to erupt and not easy to
erupt. So how could we use that kind of information to prediction? What do you think?
Man: Well, today, I am talking here …. This might be not be pinpoint to the theme of
today’s seminar. Now, my topic of my research is went up to at one point we could we
call it a stillborn or not. And until now, we have been studying on what leads to eruption.
But from a standpoint … more objective standpoint, how many eruptions did not really
erupt or ended up in stillborn, and when how many numbers did erupt. Now, I think the
percentage of stillborn are quite large. So I thought that we should focus on studying
this.
But if we, for example, if it’s hot red but it might not erupt, could we come up with such
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predictions? We can’t. We cannot decisively say that. I don’t know whether I could
answer your question.
But what we have to think about is, for example, in case of Mount Iwate, when we look
at the composition, it might not be magmatic eruption. Geologist had said that. For
example, Mount Iwate, when it stopped eruption, what was the reason? Why did not
erupt? Did somebody do that? No. Actually. At least, amongst us, we had a very high
precision accurate data. But we did not analyze that data from such perspective. Same
for Izu. There has been many swarms, many eruptions, many times. But after the
eruption or unrest take place, we’d look at the development of … in GPS and then we
can predict when it will end. But why did it end?
For example, the barrier, if there were such barrier, did we really analyze and ascertain
that there was a barrier, and can we really say, determine that the magma movement
stopped because of the barrier. For example, if we have seen the [depths] of the
epicenter or … so from the magma that stopped, how many gases emerge … [were]
dispersed, or perhaps it did not have enough power to [plot]. Did we know, did we
measure such [floating] power. So such process has to be taken first to study.
So what I could suggest at this point is that most of our efforts have been to predict well
and to issue warnings correctly. But about 10 percent of our efforts should be focused
on studying the cases where it did not erupt, why it did not erupt, and I think some new
perspectives should be focused there, and we should have such broadmindedness. So
that is why I wanted to share with you my theory today.
MC: Any other questions please? If not, thank you very much for your presentation.
Now, next, alert level and alarm level, Mr. Kitagawa from the Meteorological Agency,
Earthquake and Volcano Department.

Mr. Kitagawa: Good afternoon ladies and gentlemen. I’m Kitagawa from the
Meteorological Agency. I’m talking about the eruption alert and eruption alarm. But
please excuse me, because I just prepared Japanese slides.
My presentation today is about this alert level and on alarm level on the eruptions due to
some revision of the law from December 1st. Now, the Meteorological Agency has ties
of getting data from the local authorities and universities on the GPS and other seismic
activities etc. Sapporo, Sendai, Tokyo, Fukuoka, and other eruption volcano monitoring
system as we have been [?telling?] up and we have been monitoring the situation
everyday around the clock. And with that, we have information that we provide to the
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people. And of course, we are monitoring the volcanoes in order to evaluate volcanic
activities, and we inform the local municipalities and also those people who are in
charge of disaster prevention, and we also convey information through media. Now, our
monitoring activities, as a result of that, we issue volcano information, and I think it is
important what kind of information we provide to the people.
The Meteorological Agency has been issuing information on volcanoes, but it has
changed from the 1960s that when Sakurajima was very active there. There was a law
that enacted to demand the Meteorological Agency to issue information on volcanoes on
regular information on a regular basis to show the normal situation. And also, when we
had to issue urgent volcanic activities information when things were very active. But
in ’86, there was Izu and in 1988, there was Tokachidake had erupted. And in 1991,
when Mount Usu erupted, these volcano information had been issued.
And so, afterwards, we were asked which was more dangerous, whether it was the
temporary volcano information or volcano monitoring information. But from the name
of the information, people had taken it mistakenly that the temporary information would
be more dangerous, more risky. So we changed that name and to since 2003 … 2001.
And we said it was the urgent or emergent volcanic information and that showed that it
was really more dangerous or imminent situation. And in addition to that, we issue
temporary volcanic information to show what the situation is to add to the ordinary
monitoring information of the volcano. In 2001, we issued more frequently, and we
issued these kind of information in a weekly basis, monthly basis.
And so, on the volcanic information, there were people who were saying that it has
many faults. If you have seen the information you would know. But for example, we
would say that there was this small eruption in this and this place. And we will call for
caution for volcanic aci … activities. But we did not say how risky it was and it was not
easy to understand. The imminence of eruption was not easy to understand from the
wording. And this temporary volcano information is always issued when things are
abnormal. So when the activities calm down, the people could not know. So they said
they don’t know when the situation had calmed down. So therefore, from 2003, we set
up from level 0 to level 5, our information. We classified the situation into such levels.
And here, from level 0, when there’s no symptoms to level 5 when quite an extremely
large scale eruption activities occur. So if we say level 3, people would know what kind
of level. And when we raised the level to level 4 or level 5, they could understand that
the volcano has been more active. And so, if we said level 2 and then went …
downgrade it to level 1, then that would show that the activities have subsided.
By categorizing the activities into the levels, we had improved the situation, but still it
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was not without problems. For example, if we see that level 4, it was from the
middle-size to large-scale eruption. That’s level 4. But at this time, those in charge of
disaster mitigation, what should they do was not so clear. For example, restriction of
people entering the mountains or issuing advisory to evacuate. These are the measures
that would be taken to counter disasters. But what kind of measures should these people
take was not so clear. So the question was at the level 4, what kind of activities should
the authorities take, and that was not clear.
So in order to study that, well, actually, as was pointed out in Mount Fuji from 2000 to
2001, there were low frequency earthquakes that erupted frequently. And Mount Fuji
was again looked upon as an active volcano. So people living near, around, raised
awareness on that. But Mount Fuji is so big and it’s not just the local municipalities that
could take measures. So a large scale research was made for a large area. And so the
Central Disaster Prevention Council had set up a basic policy for disaster prevention for
Mount Fuji area. And if there is any eruption on Mount Fuji, measures should be taken
and such measures were discussed. And the conclusion was that there was a need to link
or correlate information and responses. So that should be taken …. So what kind of
timing should we evacuate the citizens etc. were discussed.
Now, this one is the what is stipulated in the policy. And here, this is a little difficult to
see, but here we have the pyroclastic flows and also [lavas] and also this is yellow zone
is where the mud flow is flows. And here we have the temporary volcano information
where the activities have leveled up. And here, at the red level, we warn the people not
to enter the mountain. And when temporary alert is issued, then those living near the
mountains should evacuate.
Now, if emergency alert is issued, then the people should evacuate around. So the
timing of evacuation and the areas of where the people are living or people are staying
to be evacuated was designated. And when we think about counter disaster measures for
volcanoes, this timing of evacuation was said to be very good when we think about
other active volcanoes across the country.
So therefore, the Cabinet Office had set up a council to study on the possible policies
for volcanoes on March 20th of this year, outline was issued. And according to this, the
objective of this council was to think about how to issue volcano information and the
evacuation regime in order to set up effective counter disaster systems. And the task was
because the current volcanic activity level was just expressed according to the scale of
eruption, concrete actions to mitigate disasters were not so clear. So what we came what
was to classify volcanic activity levels to link with concrete anti-disaster actions such as
evacuation, preparation of evacuation, and restriction of climbing etc. And keywords
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should be set so that people will be easy to understand.
Now, for the alert level, there was classification specifying the area of [?co … that it?]
covered and also concrete evacuation actions and keywords are set. So by setting up the
target areas have been set is very important. This is the level. We separated into five
levels depending on what kind of situation. Level 1 is the normal level, 2 is the near the
crater, level 3 would cover the volcano area and ask people not to enter, level 4 to
prepare for evacuation, level 5 for evacuation. So not the activities of the volcanoes, but
proposed actions are now clear according to the different levels.
Now, from December 1st, in 16 volcanoes we have introduced this kind of eruption alert
level. And at the same time, we have also revised a [lot] of that alert or warnings are
issued, also for the eruptions as well. So as we explained earlier, volcano information, it
was …. For example, according to AMEDAS, we issue how many millimeters of rain
can be expected etc. But similar to that, but we also come up with predictions or
preliminary information, and also or forecast, and also alert etc. The reason why we do
it is because we are obliged. The Meteorological Agency is obliged to come up with
alerts and warnings. And that means that we are our obliged to issue such accurate
information. And so such important information should be issued so that public will
well know the situation. So that is the intension of revision of the law.
And now, with that, the information or …warnings that are issued by the Meteorological
Agency will be informed to the public through municipalities as well as the National
Police Agency and NHK and other institutions. And also the municipalities are obliged
to inform the information to the local residents, and NHK is obliged to inform the
public such warning is issued.
So now, the alert has been issued, but as I said, there are five different levels. But on
level 1, this is the forecast. And level 2, that’s only for around the crater. And level 3 is
for the mountain itself to restrict people from entering the mountain. From level 2 and
level 3, the big …. We’re not saying that the people residing in the area would be
affected, but not only that, but people who are climbing the mountain would know the
situation well. So this is a warning near the crater.

Man: In case there is an influence on residents, we are going to give eruption warning.
So whether there is an impact or influence on residents, you would understand by
looking at different levels. If you look at different levels, you would understand what is
the scope of influence.
Other than 16 volcanoes, we haven’t introduced similar alert levels. But in case if there
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is any risk involving people who are planning to climb the mountain, we would give the
near crater warning. In case of submarine volcanoes, we would give the periphery area
where we issue the warning. This started on 1st of December in Sakurajima area. We
issued warning around the crater. We tried to regulate the people who would enter the
mountain.
Seven volcanoes had [?seven?] phase warnings. Miyake-jima, Io, [Fukutokuoka],
[Miyako oto] submarine volcanoes. In Kyushu Island, Sakura-jima, Kuchinoerabu-jima,
Satsuma-Io-jima Island, Suwanose-jima Island. We have issued the warning around a
crater.
This is a [summary] starting on December 1st. We have introduced the eruption alert
levels for 16 volcanoes in accordance with the possible actions the people should take.
The keywords were asked to be given to make it easy to understand. And we also started
the forecasting. For eruption warning, we would [give] the scope of influence such as
near periphery of the crater and so forth.
This is the end of my presentation.

MC: Thank you very much. We would like to entertain questions.

Man: Professor Kagiyama please.

Professor Kagiyama: Maybe I misunderstand, but someone told me that temporary
volcanic information is going to be abundant, because of that when the level upgrades,
the warning is given. But we have had conventional temporary information and after the
issuance, volcanic observation information is added. Because of this warning is no
longer given, no additional information may not be made available. If that is true, it is a
problem.
I did not explain this. In terms of upgrading or downgrading levels, we would give
warning. For level 1 and 2, we do have forecasts. In case we have to take disaster
mitigation, there is no need to strengthen mitigation. Complimentary information is now
added. This is a new information that is to be added, such as what is the frequency of
the earthquakes which occurred. So there is additional information that is given. It is
explanatory information about volcanic status now being added in which you can
actually indicate the result observation.
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The people can actually take that information?
Yes they will be communicated. Other than the homepage.

MC: Are there any other questions? Yes, Mr. Ukawa please.

Mr. Ukawa: Around the crater or periphery of the crater seems to carry significance
when this information is given. But this word of periphery of crater, when general
public hear this word, they would not understand how it’s defined. What is the
definition of this word periphery or near the crater. Do you have clear definition of
when you say near the crater or periphery of the crater. Do you try to indicate the
definition of this word.
When we issue level 2 warning, we would give the scope. This is actually part of the
local emergency plan. Of course, it’s a problem if it’s only indicated the plan. Level 2,
we usually use the expression that you should not come as near as 10 meters … two
kilometers from the volcano.

MC: Are there any other questions?
When the warning is issued, the objective criteria are set for you to make a decision to
issue a warning. Sometimes it’s very difficult to set a clear criteria, but when there are a
certain level of seismic activity and if you understand what is the size of the crust or
deformation, you must upgrade the level 2 to 3, of a similar size eruption occurs to the
past event, you can also upgrade the level from, for example, 2 to 3.
I’m from [Geological Survey], it’s very difficult to set the criteria for Hakone. Because
very very often a crater is the tourist spots. If it’s completely closed, tourism will be
negatively impacted. In 2001, we had a problem and tourism suffered. When [JMA],
when another eruption occurs, how are you going to respond to …. It’s not just Hakone
event, but [you] introduce the [?step in?] levels for active volcanoes. All of these
volcanoes are active, but there are other not so active volcanoes like Hakone mountain.
When it starts to heighten its activity level, how do you decide, when do you know
exactly? Well, actually, … how do you know exactly when you can issue the warning?
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I’m pretty sure it’s very difficult. But for Hakone volcano, because a lot of tourists, it is
important to introduce regulation at earlier timings.
We’re discussing different levels of warning. Alright, now, similar alert levels also used
in overseas, in other countries. So I think it’s a good idea to ask the overseas speakers to
introduce the levels. Perhaps this will be a good timing for us to start general discussion.

MC: Professor Kitagawa, thank you very much.

Mr. Ukawa: Now, my name is Ukawa of NIED, who’ll be moderating the discussion,
the latter part I’ll plan to ask ….so I really don’t know when I should switch my role.
But I am sure that you are ….
Well, actually, we have coffee already prepared. So let’s take a break for 10 minutes
before we go into discussion. So we’ll resume the session from 10 minutes after two.

(Coffee break)

Mr. Ukawa: After the break, and with your energy injected, we would like to start with
the discussion session in the afternoon. During the presentation of Professor Kitagawa,
there have been a level of warning or alarm, so that we will like to start with this … our
general discussion with this subject.
Now, alert level. I would like to study from the overseas guests what are that the
problems of that the alert level in Italy. Dr. Orsi, could you go ahead? What are the alert
levels that you adopt in Italy? And what are the good points and what the shortcomings?
Would you like to use a slide?

Dr. Orsi: Oh you have to go a long way. Sorry. It will take some time, it’s a long way.
So I was mentioning this morning, we have kept the alert level in the minimum number
possible. Actually, we have four alert level. I’m getting there, almost.
Okay. So those are the alert levels we have established for the Phlegraean Fields. We
have four alert level which is base attention warning alert. And what you see here, you
have in relation to each alert level, state of the volcano, eruption probability, time to the
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eruption, actions, communications. Here, actions is mostly related to the actions of the
scientific community. This is a first version of the alert level scheme for the Phlegraean
Fields. I can show you the one for the Vesuvius, which is as I said before, in Italy, we
start first with the emergency plan for Vesuvius and then for Phlegraean Fields. So that
the one for Vesuvius is more evolved than the one for Phlegraean Fields. So here, what
you see and the one for the Phlegraean Fields in a short while will be very similar to this
one. You have alert levels again for state of the volcano, eruption probabilities, time to
the eruption, and then civil defense system. And with civil defense system, we have
scientific community and emergency response.
So what the scientific community has to do in the different stages of the different level
of the alert system and what the emergency response, here is. And you will see at the
beginning, the scientific communities, surveillance activity according to the schedule.
That’s the base, that’s what we do today. And then …. Oh sorry. The emergency
response is ordinary activity.
When we go to the next one, attention, then there are some more activity. This define for
both scientific community and emergency response. When we say emergency response,
we mean the civil protection organization. And with civil protection organization in Italy,
we mean a very complex system, which includes not just the Department of Civil
Defense, but also the army, the police, the hospitals, I mean, all these …. Ourself as a
scientist, we are part of the … as a scientist dealing with natural [?outsets?], we are part
of the civil defense organization.
Then there is another point I want to touch, which has been addressed during the day is
how do you go from one level to the other one. And I don’t think you can define
threshold values for the different parameters which we are monitoring, like defining
magnitude of earthquake to go from one level to another or a mound of ground
deformation. I think that the decision from going from one level to another is to be
based on the general knowledge of the volcano and on the general set of data and
interpretation of all the data available at the moment for that specific volcano. I don’t
think that’s my impression but of course, it’s important to hear what other colleagues
think about that. I think that at the moment, we as volcanologists were not able to define
thresholds.
I can also add something else to the discussion as the Italian experience. For instance,
for the evacuation, that’s has been already completed for Vesuvius will be the same also
for the Phlegraean Fields. And now we have many towns in the red area here. We have
18 towns and also in the Phlegraean Fields, we have different towns and also some parts
… quarters of the city of Naples. And the idea is to bring the people of one single town

135

together. There are so many in the …. In the Vesuvius, 600,000 people are going to be
evacuated, in the Phlegraean Fields, 350,000 people are going to be evacuated. Of
course, you cannot find hotels for all these people and somewhere. So the idea is to ….
Here, you have a picture of Italy. Here, and those single parts are the regions in which
Italy is politically subdivided in regions. So people of each single town from the
Vesuvian Island, also for the Campi Flegrei area will be moved in one single region. So
this large amount of people will be not transferred to all in the same place, but they will
be spread all over Italy. And the idea is to keep the people of a single town where is
supposed that people have cultural and family relationships, you know, to keep them
together and bring them together in another region.
That was my contribution to start the discussion on alert level and mitigation actions.
Maybe I can go back if necessary.

Mr. Ukawa: There are two points that Dr. Orsi pointed out. Alert level and what are the
activities that we have to respond to the alarm or alert level, and in order to uplift the
level what are the criteria. And also the evacuation, also the plan of the evacuation also
he touched upon that as a township as a unit, that they took refuge. So do you have any
questions and comments and related comments or input to Dr. Orsi? Go ahead.

Man: My question is related to point two Dr. Orsi. Dr. Orsi, can you hear me?
A question is it might take quite a while to have settle the individual community or
whatever. So you have in mind is a very large scale eruption so that it might take
months and or even years to people could come back.

Dr. Orsi: Yes that’s true. That’s one of the reason why these people will not be
transferred in temporary places. Or, you know, you could find along the Neapolitan
coast, some hotels, you know, some holiday resorts, but of course, not for 600,000
people. It’s a lot. But you could for a short while. As the maximum expected eruption is
a [?supline?] eruption. So luckily, in a case, in the worst case, these people would not
have the possibility to go back to their town in a short while. That’s why they will be
transferred all over Italy. And meantime, what is going on, what the civil defense is
already doing together with these people, I mean, each town knows where to go. In
which region is to go. And they are already making exercises. The people are going

136

there or they are doing things like school children, for that specific Vesuvian town are
going for a week to week in the schools of the region, where they have to move. So the
kids can start knowing each other, they start talking each other, you know, to familiarize.
So these things have already started.
And I think it’s …. Dr. Aramaki comments is quite straightforward enough. All the plan
is based on the fact that you have not to destroy human social family relationships. And
also, because these people will stay very likely away from home for a long time. And
they are to try to keep this relationship for a long time.

Mr. Ukawa: Thank you. Let me speak in Japanese. [Japanese]

Man: Listening to your talks, I thought it was outrageous project at first. For example,
Fuji Yoshida city go to Nagasaki, Kawaguchi-ko township, you go to the other way.
Well you [say] that you pre-designate the place to go and move the people. It was [I
thought] outrageous to me. But considering the Miyake-jima Island – well, I thought
that there are no Tokyo metropolitan government officials here in this room – it was that
evacuation in haste to Miyake-jima. But that the community links are all segregated.
And they are all thrown into the big urban areas and it was a tragedy. That is family ties
cut into pieces and neighbors, communities, links are all come to pieces, cut into pieces.
And in just four years, or even before, just one month that this took place in the
evacuation into Tokyo.
So knowing this and listening to that the experience of that Italy, that you are perceptive
and your plan is very well planned. I was very impressed Dr. Orsi.
Thank you very much. Do you have any further opinions and comments of this
particular subject or the theme, please raise your hands. Go ahead.

Man: Well, same as Dr. Aramaki, I’m very interested in the scheme. I just want to ask a
question to Dr. Orsi. When you take these children to the twinning cities on excursions
over the summer, for example, and you said that you have friendship forged, but you
don’t really know when the Vesuvius would erupt. So how could you maintain this
scheme? Do you have any good idea of sustaining such system?
Dr. Orsi: Hopefully, the eruption will happen when these kids will be grown up person
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or will be old person. But if you keep doing that, on yearly base for instance, or every
year, every two years, that not only the kids will get to know each other, but also the
adults. In 10 years or 20 years, also the adults will get to know each other.
So I think what is important is, you know, what I say always is that emergency plans
must not be intended as static tools. A good emergency plan is a plan which in a very
short time is to be updated. That means it has got to the point, because if it’s a good plan,
that means the plan somehow pushes us as a scientist to get more information, to work
more, to do more research, more monitoring. So we increase our knowledge of volcano.
So we get better maps, we get better volcanic hazard assessment. If the plan is a good
plan, I mean, it gets to the point then politicians will do will take actions. Maybe the
number of people will decrease in the area. Maybe the number of roads, number of
facilities like railways or ports or harbors, airports, will increase in numbers and in
quality. So according to that in a short time, you have to update. Because you have a
different understanding of the volcano and different socio-economical situation around
the volcano.
So when in my talk I also said that a plan is important to increase the everyday life of
the people. And I really mean it. I really think that one of the objective of a plan,
especially, if you make a plan for a volcano which is not erupting, for a volcano which
is quiescent. You know, one of the objective has to be to increase the everyday life of
the people while they wait for an eruption and also of course create the condition for
better manage the emergency in case of an eruption. But meantime, you live better.

Man: Also, he introduced us the way to evacuate. We have started discussion how to
evacuate the people.
Now, actually, when it comes to compiling evacuation plans, for example, Iwate
Prefecture was it, at that time when the Mount Iwate erupted, and when the actions
culminated, what did you think about evacuation, now that you have heard from the
experience of Italy and from Dr. Aramaki’s discussion? Looking back, what did you do?

Mr. Ukawa: Mr. Doi please would like to hear that the example of Iwate Prefecture,
Iwate Mountain.

Mr. Doi: Thank you very much. In 1998, that condition of the Iwate Prefecture as
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follows. Iwate Mountain, Iwate-san Mountain was a part of the regional …. It was not
included in the regional disaster prevention plan, because that the volcanic activities
itself was something of unimaginable at that time for the local community of the
Iwate-san Mountain. And the mountain started to move in a violent way. So it was a
very difficult starting point for us. Something which should be very quiet started to
move violently. And the Meteorological Agency produced that the emergency volcanic
observation information of alerting us of the possible eruption. But it didn’t. It sounded
like surreal to us. But we have to something.
So whether the mountain will erupt or not erupt, that is a basic question. And also that
the eruption may takes place in the west or east and many assumed size and direction or
the place of the eruption disaster have to be taken into consideration. So that it was very
difficult for us to identify that the area of risk. So prediction is difficult. And also,
Iwate-san Mountain is [visible] 20 percent of [year] round. And still, that the eruption is
imminent. So taking all these into consideration.
Rather we thought that maybe it’s a better idea of the decision-making scheme, the
authority be handed over to the local community. That the disaster prevention law …
basic law says that the decision-making should be done by the leader of the local
communities. And but the mayors and the prefectural governors are not the specialist of
volcanoes. It’s beyond them to make the decision. And also, sometimes that the several
local communities have to take place or the local autonomies should take part, and then
that the prefectural governor should have the … or final authority. However, they have
to turn to the advisors, scientific advisors. And that is a decision-making schemes that
we started.
As I have mentioned, prefectural governor, unfortunately are not the volcanologist. So
as I have mentioned a group panel of advisors was necessary observers. And also, that
the specialist of eruption history, and also the specialist of that disaster mitigation
including the evacuation. And right underneath that the prefectural governor was the
panel of advisors. And against this backdrop, whatever the situation takes, whatever the
disaster may turn around, within this framework we are going to counter or take
measures including that … the evacuation and that was the case of Iwate. Thank you.
Mr. Nobuo Doi. In 1998, when the Iwate-zan Mountain started to be active, that he was
the geologist specialist. And from later, that he became that the specialist or the person
in charge of the disaster mitigation and prevention of Iwate Prefecture later.

Man: Now, the way of evacuation is something that we would like to discuss later. Do
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you have any food for thought of the group? How shall we evacuate the local people?
Go ahead. You must have the opinion.

Mr. Tajima: Thank you. Tajima is my name. How to evacuate. I was very very
impressed with the Italian case, listening to that …. Oh, I don’t know, whether that we
should ask Doi-san or Aramaki-sensei I don’t know. But anyway, over a long period of
time, how to evacuate the local community? In Italy, that you have mentioned that, well,
get the local people know each other or …. So how do you get that different local
communities get together, how to get them into the exchange before the evacuation
takes place at as you have mentioned. What kind of event that do you prepare a forum
for, well, making friends, preliminary friends with a new community people. Do you
support them, do you prepare the forum? I wonder whether the same thing can be said
or can be applied to Japan or not. I wonder. So Dr. Orsi first. How do you get the new
communities friendly to each other before evacuation?

Dr. Orsi: The way to start is making exercises and involving kids. That’s very important,
involving young people. And I think people have to get used to it and to have people
used to do something, they have to exercise it. And already the Neapolitan area, there
are some exercises which are made almost every year by different towns, of the 18
included in the red area you see on the map on the outside map of Vesuvius. So that’s
the only way to do it. Just to exercise and just to make to convince people that they can
do it. And it’s good to do it for them. I don’t know if ….

Man: May I add? May I add? So long as I understand, Vesuvius volcano has the 600,000
people have to be evacuated. [Campe … campegli] is 350,000. And that is
unprecedented in Japan. Unless the Tokyo is next to Mount Fuji. Have never been
thought about. But as I have mentioned, in just one week, well, in the past, you see that
the Japanese evacuation just one week or longest, one month. But in the Vesuvius
volcano and others, that it takes many years, you have to move hundreds and thousands
of people. And therefore, that you try to maintain that local community as much as
possible, as close as possible. Otherwise, it won’t be the long-term plan. It’s very
perceptive. And Izu Oshima is similar. In just one month, they have to move the entire
committee. In case of Miyake-jima Island, it was a disaster, near disaster, because that it
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was done so haste. And so that many of the township folks suffered. But only that there
are 3000 people, only 3000 people suffered, horrible enough to say. And this is
something that we can learn from Italy.
But currently, what is at issue is that we have to do the evacuation in one week or one
month. This is just a temporary evacuation. That’s all we are thinking about. Not the
long-term evacuation. And one thing that I would like to add that in case of Italy, it’s the
very large scale of that evacuation of a major impact, so that the national government is
taking initiative. Fortunately, and there is that disaster prevention minister in Italy,
which is unthinkable in Japan, that I don’t know that whether that there are, that the
bureaucrats in here that, well, we have the Prime Minister’s Office as that the control of
many of that the ministries and agencies. Civil Defence Ministry is that the Italian name.
Well, I think that closest [equipment] is the Meteorological Agency to the Civil Defence
Ministry but far. There is a far distance that we have to do more and more to create a
more comprehensive disaster mitigation ministry.

Dr. Patia: I just want to add onto the discussion regarding our experience in Rabaul.
Only one question. During the evacuation in 1994, for the first maybe a month or two, it
was like chaos. We encountered problems where, because we sort of mix communities.
And, you know, each communities has their own traditional, you know, going about
with their day-to-day activities. And yes, there were problems. So the provincial
government, when resettling the people in the care centers took permanent resettlement.
They had to consider family ties, okay, villages by villages. And that’s basically what
they did. They relocated the communities according to villages. Taking into account,
you know, the family ties within these communities. And so, that was one of the
experience that we encountered during the 1994 evacuation, and in particular, during the
first month or two before permanent evac … resettlement of the people two or more,
about 50 kilometers away from the volcano. So that was one of the experience that I
would like to share and to share it with you.
Regarding volcano alert, before 1994, we had these four stages of volcano alert level,
which was based entirely on ground deformation and seismicity. But I agree with
Giovanni. There is no threshold, you know, to go into the next level.
In 1994, the provincial disaster committee gave a stage-2 alert level meaning that the
volcano was gonna erupt within months. On the morning of 18th September. But
overnight, it jump from stage-2 straight to stage-4. And that’s one thing we should think
about that whatever we plan, you know, we could make all the best plans, but, you know,
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the volcano can behave differently. In our case, it jumped from stage 2 to stage 4 within
27 hours.
So after 1994, like what the alert levels for Italy, we now have a similar color code, alert
levels as what the Italians have now. Thank you.

Mr. Ukawa: Thank you very much. Right now, so Herman had said two points. The
communities bonds were taken into consideration. And this is something that we in
Japan should take up as a task. And we should discuss the matter. And the next point is I
think which everybody here would be very much interested in is what would be the
criteria or how should we change the alert levels?
So on this, we had Mr. Kitagawa talk about it from Meteorological Agency. And there
were some opinions from the floor. But perhaps we should go a little bit deeper into it.
I’m sure you want to talk about this. So on … let’s go onto the level of introducing the
new alert level which was introduced from December 1st. So let’s go onto that topic. In
Japan, on the alert level of Japan, if you have any questions on that system? Would
somebody like to comment?

Mr. Fujiwara: I’m from Iwate Prefecture, Takizawa town. My name is Fujiwara in
charge of disaster mitigation in Takizawa town. So each city and towns has their own
local emergency plan. We believe the community plays an important role in
implementing the plan. But the Italian scenario may not fit to Japanese culture. What we
are simply hoping is that they are going to evacuate safely. So we guide them
gymnasium at school and then we would give temporary housing and that’s so much we
can do for citizens.
In Iwate Prefecture, since we are not surrounded by sea, it’s not island situation. Then
what each city or town can do is to indicate that these communities should go to this
evacuation area and try to form a smaller community with the people that they know
each other. But if we go into alert levels, JMA issue alerts and that is very much
appreciated by local government.
Earlier, Mr. Doi said that the person who assumes finally responsibility, a mayor of a
town or a city, that is actually written … depicted in the law.
In 1999, I was appointed to be in charge of volcanic disaster mitigation, but then, I did
not know anything about volcanic disaster. One year before that, Dr. Saito or Mr. Doi
created hazard map and I was given the map, but for several months, I was looking at
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the map. I could not know how to use this. And then, finally, when I became a member
of the community, I was able to understand. So it’s a very gradual step, slow learning
curve. Volcano is a very unique disaster which only one local community can cope with.
Now, going back to alert levels, we conduct drills with citizens. As part of total disaster
mitigation drill, sometimes the prefectural government is involved, but usually it’s local
governments that have dialog with citizens. They have explanation meeting to citizens.
When the government has to upgrade or downgrade the level, earlier there was a
information flow diagram presented. So there is an issuance of the warning. It could be
broadcast on TV by NHK, but this could cause confusion if it’s done suddenly. So I
think it is necessary for cities and towns that are relevant to have dialog, but this is not
actually established. This is not exactly a system yet.
Now, this alert level is going to be utilized on 1st of December. We have a map, but we
don’t know exactly what is a periphery of the crater? If level is 2 or 3, it is possible that
we will be issuing level 2 or 3. Perhaps not 5. But how multiple entities are going to
coordinate the evacuation work is a major question. So I think it is critical to form a
network. So this is an issue that I want us to discuss in this discussion.

Mr. Ukawa: Thank you. Mr. Kitagawa, would you like to respond?

Mr. Kitagawa: I’m Kitagawa from Japan Meteorological Agency. Mr. Fujiwara, as he
just said, JMA has an information flow as I presented. It is not just one-way
communication from JMA to citizens or the local government. So in extreme case when
an eruption is imminent, we would contact the local government, have them make
decisions as to how to apply control or regulations. In 1988, that was the conventional
communication.
When we introduce this alert level, based upon the scientific information, we would
contact a local government again. So JMA and local government can together think of
what response should be taken. So it’s not like conventional way of JMA giving
observation information, decisions solely made by local government. So of course, it is
necessary to … for us to form a close relationship between JMA and local governments
who would actually take the response. So that is also a future issue that both JMA and
local governments should do.

143

Mr. Ukawa: Does anybody have questions or comment on what Mr. Kitagawa said? Dr.
Orsi please.

Dr. Orsi: We always ask ourself and we always discuss how to manage, how to get
population involved in our plans and in our actions. But I think there is also another
major question we have to ask to ourself. Are we able to manage a crisis? When I say
ourself, I mean as a scientist, as civil defense in a very broad sense officials.
And we always think that we know what to do. And we only need to get the people, the
ordinary people involved in these things. I’m not sure about that. I must say we have
had an experience not long ago, we have made an exercise …. Oh sorry. We have made
an exercise which was called Mesimex in Naples. And an exercise was involving us as a
scientist and the civil defense people, not the population. Just to test our capability of
responding to an emergency and our capability of working together, scientist and civil
defense people.
There were three colleagues of us. They pretended to be the volcano. So they were not
talking to us. And each day, they were saying, “Okay, the volcano today is an
earthquake magnitude so-and-so and the fumaroles, the gas composition of the
fumaroles was so-and-so.” And then, all the community to react. Of course, they in a
week, they simulated all the phases from a quiet period to an eruption.
So that was quite an interesting experience. And I found itself very very stimulating,
very important for us. We learned a lot. I think that we should …. All communities, all
scientific and civil defense communities should do that. And I think that what the
gentleman who has spoken before me has been saying goes in this direction. We also
have to learn how to deal with emergency as a single group, scientists, civil defense
people, and together. And then, we go to the population. Thank you.

Mr. Ukawa: Thank you very much. Professor. Nakamura please.

Professor. Nakamura: Thank you very much for good suggestion. Actually, I prepared a
PowerPoint. There has been attempted eruptions and there has been upgrade of levels.
And disclosure information is very important. And in that aspect, we had an experience
which we had setbacks. And so I think from that kind of sad experience with … we
must learn some lessons. So I’d like to take this time.
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Mr. Ukawa: So that’s Professor Nakamura of Utsunomiya University. He has some
experience in Bandai Mountain eruption in year 2000. Actually, this was a year where
many eruptions took place in Japan. But he has an experience of volcanic activities in
2000 in Mount Bandai.

Professor Nakamura: So, yes, it was in the year 2000. Well, Miyake Island and Usu
Mountain was very active, but also, Bandai had some failed eruption. And but we had
some measures taken and I’d like to share with you why our plans did not work.
This is where Mount Bandai is located. Here. And it was actually saw an eruption just
like Mount Helens in 1888.
In the year 2000 and here shows a sudden increase of seismic activities in one day. It
says here 400 tremors took place. And together with this, around from June to July there
were some tendency. By August, the numbers grew, surged actually. The Meteorological
Agency issued the first observatory information. And so the newspapers came up with
extras issue saying the possibility of eruption and local communities restricted people
from mountaineering. And so it was a good swift action. But afterwards, there was some
problems. So I want you to listen to this.
Now, actually, the restriction for people to enter the mountain was after the seismic
activities increased. But actually, in terms of volcanic activities, there was such very
minor tremor continuing. There was no eruption, no discernable earthquakes, and there
was no phreatic eruptions. So that was the case in June July.
And this area is a good tourist spot and there are many tourists who will visit. But
because the local municipality stopped and banned people from entering the mountain,
there was a big impact against the tourism. But afterwards, nothing happened to the
volcano, but the seismic activities subsided. In September, this is a tourist time and
many tourists are supposed to be expected and this is where it is snows heavily. We do
have skiing resorts, but July, August, September is the time when the people actually get
their money, profit, income from tourism at that time. So the local people were so much
afraid of the restriction being maintained in the tourist season.
So therefore, what they did was from September 23rd, the top of the local municipalities
lifted the ban on entering the mountain. And what happened was that in the prediction
council, this Inawashiro town, which a local town, and Bandai town and others, it says
that it is not imminently dangerous according to the Meteorological Agency. It was ….
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The seismic activities have calmed down. It was not imminently dangerous. And so the
local municipality said since the Meteorological Agency says it cannot issue a position
whether or not it will erupt, so further restriction will affect the local residents. So that is
why they lifted the ban to enter the mountains.
This really came out of blue for us. But actually, it is the head of the local municipalities
who can restrict and who can deregulate the restrictions on mountains … entering the
mountains. So they have the prerogative, and we had just to have to say, “Oh, is it the
case.” And actually, there was deregulation.
But actually they did come up with four kinds of information together with such
uplifting. For example, in the entrance of the area of people climbing, they would issue
some information. But actually, from the scientific point of view, low frequency
earthquakes were taking place, and there were a lot of volcanic activities and there were
lots of symptoms. But in conclusion, actually, the seismic activities declined from
October. So therefore, uplifting of the ban on entry to the mountain worked well,
although we were very very worried. So it was a relief to us. But we thought that we
could learn from this experience.
Because and also before that we learn from the local municipality side, communication
with the scientists, researchers were bad. And how to evacuate was not planned and
hazard map was not set up. So what they did was the local municipalities suggested that
we create hazard map and we were able to do so. But the hazard map was well received,
but what we could learn from that experience is that the groups did not have a good
relationship of trust amongst each other. And [?in such?] situation, the local
municipalities had the authority to make decision to restrict people’s movement, but it
was uplifted only one month after. But we the scientists were not consulted on each of
the decisions. So but as a result, at the end of the day, their decision was okay, but from
the scientific point of view, there were lots of problems. So we were not able to
maintain a good relationship of trust amongst the different groups.
But when the researchers say it is going to be dangerous, they might listen to us, but
when they lift the ban, for example, and they will prioritize their authority. And also
what we learned from this experience is that on prediction and information on eruptions
were not conveyed effectively to the people that were not experts. We thought that we
communicated good information, but those who received such information did not
understand. It was too vague. So we should have come up with more explicit
information. And we should have come up with risk assessments. And also, we should
come up with probability scenarios of eruption. So at that time, actually, we really did
not know whether eruption would increase or decline. So actually, our expression may
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have been vague. But in terms of probability like in the case of rain or in case of other
… other climate and also on seismic activities, for example, there could … the
predictions are made. So perhaps we could have come up with more probability
scenarios. So then we could have made people easier to understand.
So well, it is alright when the situation is deteriorating. People listen to us. But the
question is when do we decide that everything is okay now, and how do we
communicate that with the local municipality and other local public.
Thank you very much.

Mr. Ukawa: Next I want to invite Mr. Sato from Bandai Volcanic Museum. So after Mr.
Nakamura, I would like to invite Mr. Sato.

Mr. Sato: Sato is my name and I’m from Bandai-san Mountain Eruption
Commemorative the Institute. And I would like to explain to you that the local
communities and their reaction to the eruption.
And there are three active volcanoes. Three that online observation of the volcanoes are
three. And so that many of the expert may considers that we are very advanced with the
eruption or that the prevention of the mitigation.
The reverse is true more than 100 years or so that many of the volcanoes had never
erupted. And therefore, that many of the local residents have hardly any mea … any
sense that they are living side by side with active volcanoes. And so the local disaster
prevention plans hardly include that the eruption, that the measures against eruptions.
That has been the fact.
As Professor Nakamura says that from April the swarm started as of the 1st of June and
there was a volcanic observation information issued. And our three national newspapers,
one of them reported that …. There was very tiny articles that the volcanic activities
started to resurge. And there was a phone call from one of the principles of the primary
school that they cancelled the school trip. It was almost like the excessive reaction,
overreaction of the fear of the Saitama Prefecture. And actually, that the two
earthquakes felt and only that the level of 2. And many of the local citizens insisted that
is a tiny earthquake and why that the Meteorological Agency have to produce that
observation information. That is overreaction. And there are 400 swarms was observed
in the 15th of August. However, that the many people underestimated it.
My complaint to the national Meteorological Agency, I’m sorry, but the terms and how
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the communication was very difficult to understand. Well, “There is no denying of the
possible eruption of the crater.” How could the administrative organization react based
upon such information? And the disaster mitigation office, person in charge says that
there are going to be that eruption alarm may be issued. At the time of the information it
was just a piece of paper. At this particular time that there should be that the briefing,
very elaborate briefing from the Meteorological Agency to the prefectural government,
but there was none. So there was a gap of the understanding between the prefecture and
the national Meteorological Agency, and the regulation of the mountain climbers slipped
in between.
When you see that there was one day of gap. Well, in the review, that the regulation of
the mountain climbers, that the next day there was that the meeting. And the person in
charge was called not a local community heads and there was the consensus of the
person in charge of the disaster mitigation of that regulation of the mountain climbers.
And all head of the local communities, or the local [foreman] we call, was invited. It
was good because that these people hate that the mountain climbers not coming to many
of the cancellation of.
In 1988, there was debris avalanches and that was a precursor. And one of the head of
the local autonomies says that there are no precursor activities, so that it is no eruption
takes place. And these local [foreman], head of local authorities, know nothing of the
volcanoes. And therefore, with that day for sure try to lock that the regulation of
mountain climbers. I think that September 23rd, that the alarm was issued and monitor
was set at three months afterwards. So it is putting the cart in front of the horse. First,
we have to set the monitoring system, and then have to issue the regulation of the
mountain climbers. But first, that we stopped that the mountain climbers and set the
monitoring sensor afterwards. It was that the bad effect of trying to give priority to the
sightseers or tourist information, so that we are very very confused. And this is sort of
the bad example that is so bad so that you can learn from.
And if there is a cycle 100 years and no eruption in 100 years and then there was no
recognition in importance of disaster mitigation. After 2000, there have been many
hazard maps and I think the overall level of that conscience … the recognition is going
up. And thanks to this alarm level that more that systematic alarm level or the warning
level that I think that we will have the better impact, better effect of such kind of
advanced alarm system. Thank you.

Mr. Ukawa: Mount Iwate and others, well, these are that the volcanoes that attracted a
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lot of attentions and many of the researchers know quite a bit of these active volcanoes.
But Bandai-san mountain was sort of a low keyed, if you will, of the news. And so,
those, well, we very much appreciate the first-hand information of the people who
actually lived through this lack of and after the installation of the hazard map and
warning system. Listening to the Professor Nakamura and Mr. Sato from the local
community side, do you have any comments of the volcanic alarm or the warning
system or structure? Go ahead.

Professor Sudo: Sudo from the NIED. Lowering the alarm level is something that we
would like to … I might comment. There are nobody from the Philippines. So long as I
remember, in order to raise the alert level, and there should be … it is the sunset
measure, for example, three in one week you have to lift. And within this period, that
you maintain the high level. And it automatic and it should be automatically reviewed
after a certain expiration date. And I think this is already included in the alarm system.
And that is that, well, for each milestone that you review, whether that it should be
maintained or increased or downgraded, rather than just keep issuing perpetually. And
so the Philippines have experienced quite many disasters, so that they are very well
prepared. In case of Mount Usu, Unzen in case of Japan, that they set some areas off
limit, but there is always expiration date. There are many times that the extension but
each of the measures has an expiration date. And at that time, expiration date review
meeting is convened. And so under the new system, what will be the measure … what
will be that the revision of the measures of the Meteorological Agency be more than
eager to hear.

Mr. Ukawa: So that was a question from Professor Sudo. Mr. Kitagawa of
Meteorological Agency.

Mr. Kitagawa: Ah yes. Depending on the volcano that we sometimes get into
consultation with the local community of whether to uplift or downgrade. Not the
automatic revision after several days, but after some days that we start considering that
lifting, downgrading. And when that particular date that we get together with the local
community for that the reconsideration, if that the downgrading is not possible, we have
to elucidate the reason why that we cannot downgrade. Have to maintain the higher alert
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level. This has been practiced in the past and I think this is something that we are going
to continue even under the new system of the volcano alarm level system.
Okay. The one week is a period. So after one week that we convene the next round of
the meeting. So you say one week? Oh for example one week, okay.
For example, one week that we have to convene that the meeting for the possible
extension of the higher alarm level period. If the downgrading is impossible that we
have to brief that the local community of why we cannot. And this periodical review is
something that we already implement.

Professor Tanaka.

Professor Tanaka: Two point. One is that the automatic upgrading … downgrading is
very important. In case of the United … I don’t know. Dr. Lowenstern, do you have the
system of automatic downgrading after certain lapse? Okay, you upgrade the alarm, how
are you going to extend if that is … that is a necessity and how do you downgrade?

Dr. Lowenstern: Well right now, we just have a new system. I can actually say what it is.
I’ve got it on the computer. And it’s a four-level system. And it goes from a …. The
ground …. We have a different ground and aviation system but the ground system is a
normal advisory watch and warning. Normally, what we do is we have …. So the USGS
is legally entrusted with the ability to put on warnings. Nobody else has that ability in
our country. But we would then go …. What we normally do is we set up a response
plan with the local communities. And usually, the response plan involves the landowner.
And in our country the landowner is almost always the Forest Service or the Park
Service. So it’s very different from the situation here, where you’re dealing with the
municipalities first and the prefecture. And we have to start with the landowner. And so
se usually we set up some sort of a committee or response planning team ahead of time
so that everything is worked out in some detail. And in a way there’s almost a contract
made that spells out what would happen and what would start the process of meeting in
case of unrest and who would then come and sit at the table during that period of time.
Normally, if there is an actual eruption that’s starting, then there will be an emergency
committee put together and the leader would be appointed by the landowner. And so this
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is the same thing that happens with forest fires in our country and other sort of major
emergencies.
So that’s one way that we approach the subject is to have these contracts [or these]
response plans that sets out exactly what the responsibility of each group is. And we are
the only one who get to say what the alert level is. But they decide how they want to
deal with the situation. What they want to do and who is part of the decision-making
process as to who is moved out and who is allowed to stay and everything else that …
that might happen.
In terms of the specific question of reducing the level, I think that at this point, it is
something that would be put into the response plan. I mean, we would naturally revisit it,
but I don’t think there is a magic number of one week or one day or one month. It’s
something that currently we leave up to the sort of the depending on the individual
volcano and the group of people that are responsible for the volcano. So it’s not
something that is firmly decided at this point.
While I have the mic I guess I’ll make one other comment, because it struck my interest
later. And that was the subject of probabilities when the …. Providing probabilities to
the public for what might happen in an eruption. And this is something that we had
some experience with at Mount St. Helens just these past few years when it started
erupting again in 2004. And you might be aware, you all know Chris Newhall and he
has a software program that’s based on a publication and allows probability trees and
one can derive probabilities. But there was a lot of controversy within our group as to
whether to provide that information to the public, because that’s what …. The public
wants that and the media wants that and they say what is the probability that x is gonna
happen or y is going to happen. And most of the scientists decided not to provide that
information, because it would then cause …. The next thing would be, well, “How did
you come up with that number?” And then, there’s a whole lot of sort of explaining you
have to do and providing models and discussing. And you can just throw out a number
there and that’s what they want. But it gets very difficult to defend. And I’m not really
arguing for or against right now. But I’m just saying it’s a very very complicated issue
and one that …. It is …. Unless we get tools that are very transparent …. I think that’s
one of the lessons I learned in the St. Helens experience is you want to be as transparent
as possible to the public. You don’t want to have layers and layers of information
between what you’re saying to them and why you’re saying it to them. You want to be
able to explain exactly why you have a certain idea and be able to explain the reasoning
and not hide anything from them. And so, you know, that’s … that’s difficult when
you’re dealing with some these sort of complicated probability plots and things. But
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anyway.

Mr. Ukawa: Thank you very much. Two points were raised to the question posed by Dr.
Yamasato. Maybe I missed something, but in the United States, in order to lessen the
level, downgrade the level, you won’t set a certain time duration. Basically decision is
made case by case in each volcano.

Man: And secondly, probability. Whether we should include probability number in the
information that is communicated to the citizens. I’d like to continue on the discussion
on this probability. Mr. Yamasato, who has been the volcanic disaster mitigation officer
at JMA, I would like to invite his comment on this probability number.

Mr. Yamasato: About two years ago, I exactly at the same place in the same workshop
exactly two years ago, we had discussion on probability of eruption. And overseas
researchers talked about event tree or probability expression.
Now, Japanese researchers including myself and also the Ministry of Land,
Infrastructure, Transport, disaster prevention officer presented doubts about the
probability calculation. If people say eruption probability is 80 percent, that may be
better than saying probability is only 1 percent. So what should we do? JMA presented
the number of probability of aftershock. We show the percentage of the aftershock after
large eruptions or earthquakes. And that is often cited by newspapers. A TV news
program actually used the number in their programs, but they were very severely
criticized because when we say it’s 10 percent, the people don’t know exactly is it going
to happen or is the eruption going to happen? We don’t know when the eruption
happens. That is why we say 10 percent. But we know what probability means. We
graduated universities. We understand what is probability. But when you receive that
number, how do you translate that to specific actions? That translation is so difficult.
That is why a lot of people actually start to criticize that number. So JMA, because of
this, we use expression like that, the probability of aftershock is high or it is much less
or it has been lowered. The magnitude 5 aftershock probability is there. We use those
expressions. We use the word probability, but not number. Like I said, it’s very difficult.
I have talked to many who are involved with disaster mitigation. Probable expressions
are so hard to accept in many of those communities who are actually involved with
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disaster prevention and mitigation.

Mr. Ukawa: Thank you very much Mr. Yamasaki. And Dr. Lowenstern talked about
probability. Would anybody like to make comment on the probability as well?

Dr. Patia: We had a [change of] … been given this probability tree by the [???] team
during the 2005 Gabuna eruption in Papua New Guinea. And I mean, we it was supplied
by Dr. Chris Newhall. And we had problems with it. I mean, we had difficulty in trying
to translate that information to the community. It was very difficult for us. So what we
did was we just keep it to ourself as a working tool. And, you know, just keep it to
ourself. Not to release it to the community, because it was difficult for us. And so yeah,
we had the experience of being supplied with the probability tree during the Gabuna
2005 eruption. Thank you.

Mr. Ukawa: Thank you very much. Anybody else? Yes, Dr. Orsi please.

Dr. Orsi: Myself, I do not have direct experience with this probability trees. But I mean,
during a crisis. But since a while, in Italy, we are doing some of these experiences. You
know, although without an eruption. And I think that it has been used by Willy Aspinal
and Steve Spark’s group in the [Monterey] eruptions. Maybe somebody knows more
than me about that. And what is mostly based, maybe in that sense is different. I mean,
the [?relation?] used by Willy Aspinal and also some Italian colleagues from the Chris
Newhall one, because they use these elicitation system. So they put together a group of
scientists, and then they come out with the different … they evaluate the different ideas
of the scientists working on the crisis and then they try to get probabilities out of that.
But I think there is another problem. And the next problem is I also have some doubts in,
maybe because I’m not an expert, in evaluating probability. I have some doubts in that.
But then there is another problem. Should we bring out directly our probabilities, or our
doubts let’s say, to the population, or should we give these to civil authorities and then
they should decide. And this is the case of what kind of risk they would accept. Then we
go to the next step, the acceptable risk. Of course, that goes far beyond the
responsibility of scientists. We as a scientist, we have to try to say 10 percent, 10.5
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percent, or more probable, less probable, it depends. But then, we are not
decision-makers. Somebody else has to take the situation and the decision is to be based
on what is acceptable risk. Thank you.

Man: Well, this is a serious issue that we stepped into when we are just about to running
out of time. So that the issue of probability is, well, sufficient for another one whole day
workshop. So this is no way for us to solve this issue right here in this forum, by the end
of the forum. But nonetheless, this is a very serious issue that we have to keep on
considering. We have to take this into our heart.
We listened to that the presentation of the Bandai-san’s eruption. When that the level of
the crisis is going up, the community is well unified. However, that the sense of unity of
the community tend to dissipate when the level of the crisis goes down.
On the other hand, next is that the case study of the Iwate Prefecture, which is a
wonderful case actually, of that creating of the community during the workshop of that
NIED of Yamanashi YIES, I’m sorry. He offered this presentation. I believe that most of
you here in this room have not attended the meeting in Yamanashi. So this is an
excellent case to listen to that, the presentation of Iwate. So could you take about 10
minutes for the presentation? How you successfully created the community diversified
community to counter the natural disaster.
While I’m preparing, I would like to try to answer that Mr. Suto’s question and how the
Iwate decide that the level of alarm level downgrading the alarm. In Iwate, this is
something to do with the activities of the local community residents. And so, rather than
uplifting, downgrading is a serious issue, very serious consideration.
And so, the level 4 is a most important critical level that is that is that in order to go
down from the level 5 to 4 and 4 to 3. After observing that the volcanic activities one
week, we have to decide, one week of the observation. And then, it is qualified to go
down. And if we do so, to decide the downgrading, but how shall we revisit? So the key
here is to set that the action on the side of the local community minimum.
So for the interest of the time, that I would like to skip around a little. And about 10
years ago, 10 years ago, and how that we acted against that attempted eruption, which
took place about 10 years ago. And this is a complex of that volcanic complex. There
are several volcanoes. There is a magmatic eruption and phreatic. And there are two
major or the assumed craters: one steam, the other magma. This is a history of that the
volcanic activities. And after 1686 and 1732, there have been no magmatic eruption.
What happened in between is that there was a phreatic eruption in 1919. And there have

154

been that active [?maraulic?] activities. And this is eruption here and there was that very
marked intrusion of magma.
According to old data, however, that the event beforehand preceding event has probably
something to do with the magma intrusion, according to the information. That is that
there was that stillborn, the failed eruption also. Here is a phreatic eruption. And so that
the magma intrusion is also a possibility. For 100 years, looking at 100 years, there are
several failed eruption a number of the times. And that’s our recognition. This is Iwate
Mountain from Morioka City. And this was the newspaper showing the second volcanic
advisory warning and the possibility of the eruption of the Iwate volcano in June 23,
and 150 times of swarms per year, and with a felt some of the earthquake felt. And there
was no plan of the volcanic disaster mitigation at that time. And still, that we don’t have
any plan and the volcanic activities resurged. It’s the same with the Bandai earthquake.
And we set that the plan hazard map, and these are the three major method. And by the
Tohoku University, formally. And this is a model, [magnetic] process of the 1998, 99
under the Iwate volcanic clarify the Tohoku University. That magma intrusion on the
east end to the west … move to the west. And on west side, and there have been the
continuous uplifts. And this is a peak point. And underneath, underground, and there
was a spheric storage of the volcanic magma. That is here for the first time. There are
two storage, the possible two storage of magma underneath the Iwate volcano. That was
a big surprise for us. And with movement of magma this time, and the behavior or that
the habit of the Iwate Mountain was identified. Monitoring the volcanic activities in
expectation of the volcanic hazard area and planning and trial emergency counter
measures. These are the three mitigation plan. These are all steams. Two kilometers, 700
meters by 700 meters. And there have been the [?maraulic?] activities, so one year after
the magmatic intrusion, and this is a picture of the year 2000. And we created hazard
map as we have already answered to the questions earlier.
And the decision-maker have to make the decision, however, that we have to support as
a local community. That was a biggest point. And our six townships on the flank and
they have to have the common understanding. And so, that we thought that the
prefectural governor should make the ultimate decision, however, that we have to have
the scientists as a supporting advisory group, as a official panel, advisor’s panel, and we
did create this panel of experts.
And the basically, the safety of the region is kept by the close cooperation with the
scientists, administrative bodies, media. Media should be engaged closely. And
inhabitants. And volunteers group supported INS Iwate Network System and Iwate
Volcanic Disaster Mitigation Study Council, participated by the individuals.
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And all that the [stakeholders] took place. Universities, Meteorological Agency,
administrative agencies and companies and media and firefighters and Self-Defense
Force, lifeline, mass media, as I have mentioned. More than 50 agencies and institutions
participated, but all in the capacity of individuals for the free discussions. And they take
back the result of the discussion and they act within their scope of jurisdiction if you
will.
When the activities are very active, that this meeting was held once a month. And it is
now twice a year. And quite a bit of the sense of trust was created. So we drank a lot
whenever we convened a meeting. So this is the target, that the scientist and the disaster
mitigation officials and inhabitants as the citizens and the media, all these should
cooperate for the safety of the area. And we cannot create the sense of trust all at once.
And Bandai-san’s was a issue of Bandai-san community as well. And therefore, we are
very keenly realized of this. And in order to engage everybody with the same … the
different status, the keyword is the sense of trust. The INS was very instrumental in
creating the sense of trust among many of the stakeholders.
And it was a failed eruption. So that there was in fact it was about 10 years ago. And
disaster caused by the scientist that we are accused of, and also disaster caused by mass
media because that there was that the reduction of the tourists. And also that I feared
most was that, well, well, this may create the situation of boy cry wolf, because of the
many of the external data. Because that the residents considering that get very doubtful
of the decision of the information issued. And we try to persuade it is not so. And if that
the residents are doubtful of you, that is really the end of the story. It is a very disastrous
situation. We have to avoid it no matter what. And specific effects that from the … the
1st of July 1998 that we regulated the mountain climbers and skiers and we tried to
prevent the rumors as well.
Now, since ’98, that we have been trying to, well, take the countermeasures. And from
1999, that countermeasure against rumors took place. And we never know that when the
eruption may take place, but most important is to maintain our guard up. But how so?
How could we be able to maintain?
One is that sense again that the creation of the sense of the trust will … defending that
… the local community. And also sort of the first-hand hands-on experience of
[?fumalic?] or [phreac] eruption and also that generation of the different geometry of
the natural resources. And in Usu that the Mount Usu that we visit a number of the
times to learn each other before maintaining of the warning system. We visited
Miyake-jima Island, Usu Mountains.
So how to downgrade the level of the alarm, it was a big headache for us also. What is
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the criteria of decision-making of downgrading, and depending on the change of the
seismic activities and stopping of the extension of the [mount body]. The eruption is not
taking place so that we have to first of all consider the safety of the mountain climbers.
And after securing the safety of the mountain climbers, that we have to downgrade. That
is the criteria. On the west side, as you can see, that is in an active volcano. And … and
the crust deformation continues by the APS data is partly that the crust deformation
continued. So that’s why that there is a delayed deregulation of the mountain climbers.
Unfortunately, there was no criticism from the media or that the public officials.
However, there are several complaints from the citizens that I personally received. That
you mention the eruption is coming, eruption coming and nothing happened. How sad.
Well, of course, that there is misunderstanding to a certain degree. But from the citizen
point of view, that is something of the phenomena of the voice crying wolf. So this is a
minus side of that the warning was maybe imprinted in the minds of the local citizens.
The good lesson that we learned from this is we have a better understanding scientific
data, and the other is the social merits scientifically by active [fault] and active activities
of the volcano that we can verify the information and also that we have a better
understanding and the practice of the analytical or diagnosis and two magma storage of
the Iwate and there is that the behavior of the Iwate Mountain was also verified.
Eruption never took place, however, in the research and there are the faults patterns and
the vegetation and these significance or clarified, because that the active resurgence of
the volcanic activities were each single meaning of that the changes are clear to us. And
scientifically, still, that the certification of the safety of when the mountain is active is
very difficult. That’s something that we have learned. And also that the active fault
moved. And so there is that relationship between that the magma activities and the fault.
And the social side is that we really have to have a good contingency plan against the
possible eruption. And 10 years has already passed, but the people easily forget, which
is taking place in Iwate also unfortunately. And when we look at over a long period of
time, that how do we have to deal that the long dormant volcano is a challenge.
For the past five years that I was at the local citizen, just a private citizen, and the past
five years that I was part of the prefectural government, to see that as an insider, it’s
very very difficult to establish that the contingency plan of the long dormant volcano.
Well, sometimes that the bureaucrat says, “Oh, it’s outside of responsibility,” to escape
into this excuse. And also that we have to translate that observation information into that
… translate so that the information is usable for decision-making for the decision-maker.
That’s absolutely necessary. And also, that absolute necessity of the joining house of
scientists, administrative bureaucrats, and media, and the citizens. Well, we create the
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system, but the people change, bureaucrat change, the media people change offices. As
the people change, the system may collapse, or formality open and degutted. That is the
danger of static system. So in order to, well, keep filling in this framework that we have
a strong alliance and we have to have a volunteer the supporting of this going across the
barriers of the boundaries of the different status and jobs, hobbies, and so forth.
As Ukawa-san in the morning, some of the citizens are still complaining that you
warned us a number of the times that the eruption never took place. And this is a minus
image of that the alarm. And when this minus record imprinted in their [house] may
have the negative impact in the future is my concern.
And in eruption history I touched upon. And Mount Iwate is properly repeating the
failed eruption number of the times. And is this the preparatory phase of the magmatic
eruption some day to come? This may be the possibility. And that means Iwate-san may
erupt into the [unassumed] way as Professor Kagiyama says this is once in 5000
probability of the dome, and Miyake-jima was erupted once in 2000 or 3000 years. And
if that the history is so long ago, the people consider it is out of the assumption. And so
that if that failed attempt create the image of the out of the assumption, and at the time
of Miyake-jima eruption year 2000, there was that vacuum created in the society. You
know, people really don’t know what to do and at a loss. And just the time elapsed. If
hard to imagine type of once in 1000 years of type of eruption takes place in my
community, really in my community, there may be the quite a vacuum … that unfilled
area in the society. That’s my big concern.
Mr. Ukawa: Thank you very much Mr. Doi. And this is almost a summary of general
discussions. Thank you so very much once again for your input.
We have passed the time allocated to us for Professor Aramaki, would you like to do the
wrap of the two days? No? If not, I would like to move onto the closing address that is
me.
Well, so thank you very much for your participation, which started early in the morning
until late in the afternoon, and thank you very much for active discussion. [As] we may
not have arrived at any definitive answer, but I suppose that we will have to continue
our activities in order to address this issue more. So in the next occasion we have, we’d
like to have an opportunity again focusing on one of the topics that was raised. So thank
you so much for your participation today. And at the last of this session, which took
place for two days together in cooperation of Yamanashi Institute of Environmental
Sciences, I would like to take this opportunity to thank all of you, the staffs for their
efforts in preparing and holding this event. Thank you so much.

158

ワークショップ講演議事録（第 1 日目）
日本語

159

火山災害の軽減のための方策に関する国際ワークショップ 2007
第1日
＜司会

12 月 16 日（日）

輿水（氏）＞

こんにちは。それでは、これより「火山災害軽減のための方策に関する国際ワークショ
ップ 2007」
、特に『噴火未遂事象に学ぶ』のワークショップをこれから開始します。本
日の午後の全体的な司会進行を担当するのは山梨県環境科学研究所の輿水と言います。
どうぞよろしくお願いします。今日の発表は海外の方も含めて、日本語、英語両方の発
表がありまして、英語の発表に対して日本語についてはチャンネル１を選んでください。
日本語の発表に対して英語の場合はチャンネル 2 を選んで、お手元にあるレシーバーを
お使い下さい。では最初に、開会の挨拶を山梨県環境科学研究所荒牧所長にお願いしま
す。
＜荒牧氏＞
皆さん、こんにちは。よくいらっしゃいました。これはシリーズものになりましたので、
我が山梨県環境科学研究所と防災科学技術研究所のペアで何年間か火山の防災に関し
てのいろいろな国際シンポジウムワークショップをやってまいりました。段々いろいろ
なトピックをやっているものですから、最後ではないですが、段々と特別なトピックに
ついて集中するように、今日のお話は噴火しなかったけど、噴火したかもしれない。そ
んなもの大したことないではないかと考えるかもしれませんが、これは非常に重要な問
題で、実は防災のポイントから言っても非常に役に立つものであるということが我々の
恐らく結論になるのだろうと思うのですが、そういう意味で、今日参加されている方々
というのは、そういうことをよくお分かりの方々が多いと思いますので、是非今日の議
論というのはないしは明後日の議論も含めて、深く切り込んだ in depth の議論と言う
ものになっていくであろうと思います。
一つ申し上げたいのは、最近の火山防災のトピックとしては、日本だけですが、気象庁
が火山噴火警報の発令などを義務づける法制化が 12 月 1 日から決まった。これは大変
な事件なのです。要するに、天気予報と同じように、噴火の予報をしましょう。しなさ
い。ということが決まったのです。これは地震予知なんかをやっている我々の同僚には
ちょっと悪い気がするのですが、地震はあまり予報できないだろうという感じでしょう。
それに対して、堂々と火山噴火は予報しなさいと言うのですから、できるはずだという
ことです。ただし、もちろん外れることもある。と言うことも含めてなんですが、これ
は大変な気象業務法が施行されてから初めての事件という意味で、これが意味すること
というのは、色んな噴火警報レベルと言うのはこういうもので決まって、現に動いてい
るわけです。富士山なんかも決まって、これに従って将来も始まっているというのです
が、これのポイントは、ここに書いてあるように、最近 30 年くらい見てみると、多く
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の場合「あいまい予報」というものが上手く言っているという考え方がある。これは私
の結論ですが。どういうことかと言いますと、はっきり何月何日に噴火すると言うこと
は分からなくても、なんか変だぞということがかなりの場合によってできた。これも一
種の予報なのです。ここにいらっしゃる方々は防災の専門家が多いと思うので、お分か
りかと思います。「あいまい予報」でもものすごく役に立つ。一般市民の方々が明日の
天気はどうだと言う意味での予報にはまだ使えないけれども、と言う但し書きがついて
いますが、「あいまい予報」というものがあります。その結果として、噴火予報という
ものが正式に始まったのです。そういう考え方。これは大変な進歩です。
これからどうするか。大体火山のハザードマップの作り方は終わったという風になって
います。富士山が最後で、日本の重要な火山は。けれども、これで終わっているわけで
はない。地域防災対策というのが、災害対策基本法で謳われておりますように、これが
一番重要なのです。これはまだ完全にできているとはとても言えない。これからやりま
しょうということ。これが私の現在の日本での状態の把握でございます。これを基にし
て、その場合に、噴火しなかったけれども、噴火しそうだったらしいと思われる例と言
うのが日本では岩手山。今日これからお話が頂けますが。そういう話もあるし、富士山
もある意味では、2000 年、2001 年のあの例の低周波地震騒ぎというのがあって、今で
も噴いてないでしょう。ある意味では、似たようなものかもしれませんが、そういう時
に噴火未遂の方が有効な軽減策を生むのではなかろうかと言うのを皆さんに投げかけ
たい。より精緻な防災計画が作れる。噴火するか、しないか分からない。どういう噴火
をするか全部考える必要があるから。これを全部一生懸命作られた。そういうことが他
の今日のお話で色々出てくると思います。噴火する時は楽なのです。噴いた時はそれを
フォローしていけばいいのだから。そういう言い方もありうるでしょう。そういう意味
で、全ての可能性を検討する必要があったということもあるというので、そういう見方
もある。
それからもう一つポイントがある。いずれにせよ、噴火しなかったということが何年か
経つと分かってきて、はい、警報解除と言うことになりますね。そうすると、それまで
地域の住民が一丸となって、意識が盛り上がっていたわけです。それが時間と共に意識
が下がってくるのです。これは事実なのでしょうがないのですが。それを皆さんしっか
りと見ているはずなのです。これは非常に次のイベントに対する重要な一つの教訓にな
るということも言いたい。こんなことを私が考えていますが、皆様のご意見はいかがで
しょうか。これで始めのご挨拶とさせて頂きます。ありがとうございました。

＜司会＞
続きまして、来賓のご挨拶を櫻本山梨県防災危機管理監にお願いします。
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＜櫻本氏＞
山梨県で防災と危機管理を担当いたしております櫻本と申すものでございます。本日は
火山噴火の最先端の研究をなされております先生方始め、関係の皆様にはお休みにもか
かわらず、国内から、さらにはイタリアからジョバンニ・オルシさん、それからパプア・
ニューギニアからヘルマン・パティアさんにお越し頂きまして、私ども心から歓迎を申
し上げます。また、常日頃から敬愛し、尊敬しております荒牧先生ご指導の下、環境科
学研究所におきまして、こうした素晴らしいイベントが今年も開催されますことを誠に
光栄に思っているところでございます。今日の開催に至るまでに、大変なご苦労を頂き
ました防災科学技術研究所皆さん始め、関係の皆様にこの席をお借りいたしまして、厚
く御礼申し上げたいと存じます。県外から来られた皆様には、今日明日の限られたこの
地での滞在かとは存じますが、今日のご熱心なご論議と合わせまして、私どもの富士山
の麓で長く暮らしております者の生活ぶりもご覧を頂ければと存じます。
今日も富士山は素晴らしい姿を私どもに見せてくれております。いつもの初冬の変わら
ない富士山ですが、私どもは春夏秋冬 1 年を通しまして、姿を変える素晴らしい富士山
を毎日見させて頂いておりますし、大変な恩恵を頂いていることを幸せに思っているも
のでございまして、これからもこの富士山と長くお付き合いし、大事にしていかなけれ
ばならないと考えているものです。只今、この富士山を世界の文化遺産に出来るだけ早
く登録して頂けるようお隣の静岡県さんと一体となりまして、活動を致しているところ
でございまして、どうか皆様方にも様々な面からこの取り組みへのご助言、ご示唆、ま
たご支援を頂ければと存じます。
今日のワークショップのテーマですが、正直申し上げまして、私どもはこの富士山が噴
火しないにこしたことはないわけです。そういう思いは持っておりますが、先ほどの荒
牧先生からのお話がありましたように、私どもはもしそういうことになった時の心構え
だけではなくて、憂いなしの準備をしておかなくてはならないというふうに考えており
まして、荒牧先生ご指導の下、様々な取り組みをしておりまして、ハザードマップも先
般作成を致しまして、これを具体化する個々舞台の活動を今取り組んでいるところでご
ざいます。今日のこうしたご討議が私どものそうした取り組みに直結しておりますこと
は充分承知しておりますし、高い関心を持っているところでございまして、また、この
結果が冊子になって私どもに頂ける時を楽しみにしているものでございます。どうか今
日と明後日のつくば市でのご討議が実り多いものになりますように、合わせまして、今
日お集まりの皆様方の今後のますますのご健勝とご活躍を心からご祈念を申し上げま
して、本ワークショップ開催に当たりまして、地元の歓迎のご挨拶とさせて頂きます。
＜司会＞
どうもありがとうございました。それでは、これから午後の部はお手元のプログラムに
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ありますように、3 つの部に分けて、まず第 1 として、2000 年富士山噴火未遂と 3 つ
の発表をこれから行います。その第一番手として、
「2000 年富士山噴火未遂における社
会と政府の対応」。荒牧先生お願いします。

＜荒牧氏＞
それでは引き続きまして、富士山の話の口
火だけ切らさせて頂きます。話の始まりは
この本。皆さんご存知の方はご存知。『運
命の 1983 年 9 月 X 日』という凄い題名の
本が出て、徳間ブックスかな。これは 1983
年刊と書いてあります。随分売れたのです。
簡単に言いますと、富士山が運命の 1983

年に噴火しなかったわけです。これはする
という本なので、過去からするととんでも
ない話で、その当時は皆びっくりして、地
元の受け取り方は年間 3 千万人の環境客が
10％減ったというので、大変経済的な損失
であると言うところから始まって、大騒ぎ
になったのです。結論として噴火しなかっ
たのだけれども非常に悪夢として残った。
言い方が悪いかもしれませんが、そういう
ことでございました。私も横で見ていて、
これは大変な話だと思っていたのです。
そんなことで、富士山が噴火するなんてい
うのはとんでもない話で禁句だったのです
が、ここに書いてあるように、2000 年 11
月私は直に関係していたのではっきり覚えているのですが、あるワークショップがござ
いまして、その時に「富士山の防災に前向きに取り組みましょう。」という発言が富士
吉田地元の市長さん及び河口湖の町長さんからございました。私は嬉しくてびっくりし
て、これは大変結構なことで、「是非」と話をしていたと言う瞬間に、実は地べたの下
で富士山の下で低周波地震が起こっていたのです。この話は次の鵜川先生が詳しくお話
あります。これがきっかけとなって、皆さんご存知、年が明けてからマスコミが取り上
げて、いかに富士山というものが日本でネームバリューが非常に大きいと言うことが分
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かったのです。マスコミが飛びついた。
中央政府も黙っていられなくなって、翌
年の 7 月に富士山ハザードマップ作成協
議会と言うものが発動されたという、皆
さんご存知の通り。
実際に山麓に住んでいる方で、もし噴火
をしたとき直接影響を受ける人というと、
70 万人くらいかなと思います。ところが、
皆さんご存知の通り、年間 3 千万人とも
言われている観光客や滞在者の方々を含
めると、これは大変な人間が関係するわ
けです。
もし富士山が噴火するとすると。だから
これは社会的なインパクトが非常に大き
いよという議論になるので、その根拠と
なる 1 つが宝永 4 年、1707 年を見ると、
こういうふうに、もちろん山梨、静岡は
当然なのだけれども、風下側にあった神
奈川県がほとんど灰が降った。東京も相
当部分に相当灰が被ったわけです。この
4 つの都府県が一緒になってこれは大変
ですよと言うプログラムが出発したわけ
です。これが事実です。
富士山がどういうものだか大急ぎでお話
しますと、これは山中湖から見た景色。
見ると、富士山は出っ張って、横に変なものが 2 つくっついている。これは意味があっ
て、向かって西側の山は小御岳火山というので、これは富士山とは別の古い火山という
こと。これは侵食された山体の上に古富
士火山と言うのが乗っかっていて、それ
がまた侵食された上に、新富士火山が乗
っかっているという、なかなか複雑な構
造であると言うことが分かって、最近で
はもう一つ、赤で書いた小御岳よりもっ
と古いものがあるということが分かって
きたのです。色々こういうことが分かっ
てきている。最近では、地震波速度でも
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って富士山の地下がどうなっているとい
うことを見ているのです。
これは電気抵抗を測るという、これで分か
ることの一つは白い星がボツボツある。こ
の辺で電気抵抗が低いので、変だ。変とい
うのはそこにマグマがいるのではないか
と。それが偶然たまたま、理屈から言って
当然、低周波地震が起こっている場所と同
じ場所であると言うのが分かっている。

一方では、富士山の噴火の詳しい歴史と言
うのをやってきて、新富士と言うのは 1 万年から現在までですが、そのうちで色んなイ
ベントがあったということが分かっています。例えば、2000 年くらいから最近は全部
ピンクで塗ってあって、ピンクと言うのは山腹噴火、フランクイラプションで、黄色が
サミットイラプション。翻訳する方は言っておいてください。そういうわけで、色々噴
火の形式があるということが分かって、色んなことが分かってきた。過去の溶岩流とか
色んなこと。
火山災害と言うのは色んな種類があるのですが、その中で富士山だけにしてみると、こ
の 3 つビックリマークがついている 4 つですね。噴石と火砕流、火災ガス、それから間
接なだれ、この 4 つが相当大きな被害が出すであろう。それから振ってくる石とか土石
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流というようなものが色々多面的な種類
の多い災害が起きるということが分かっ
てきて、これ全部考えると大変なわけです。
これは一つの例ですが、ストロンボリ式噴
火というのはこういうものですとか、色ん
なこと。最初に何をやるかと言うと、災害
を防ぐためにハザードマップを作るため
に調べた最初は、噴火口はどこにあるかと
いうとこういう所にあるというのが山に
登ると分かるわけですから。
富士山の特徴は山腹に火口の列がある。そ
ういうものがあると、これは前に吹いた噴

火の後ですから、次の噴火はどこで起こる
かというと、やはりこの辺で起こる確率が
外で起こる確率よりも多いわけですから、
まずこういう場所を調べようというと、その調べた答えはこんな風になっていて、面白
いことに北西南東へずっと山を串刺しにして集中している。あまり北西南東方向にはな
い。あることはあるのですが、そういうことが分かった。これが最初です。次に噴火す
る時には、ピンクで書いたあたりが怪しい
と言うことが言える。そういう話から始ま
る。一つの例で、溶岩が流れ出すとどうす
るか、こうして決めました。今言ったよう

に、可能性のある噴火、始める可能性のあ
る地域を例えば×点で書いてある。ここか
ら吹くと、こちらへ流れる。低い方に流れ
るのだから当たり前です。こっちは流れな
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い。こういうのはコンピューターに計算させると簡単に何時間経つとどこまでと言うの
が分かります。例えば、噴火口を変えて、例えばこの辺で噴火口が出来て、噴火すると
どうなるかというと、こっちへ流れる。そういうことでいっぱい噴火口を仮定すると、
たくさんこうなる。
色が違うのは、火口から噴火始まってから
何時間以内にどこまでいったというのが。
こういうふうにたくさんやってみると、全

体をまとめた地図を作ってみると、同じ赤
なら赤、黄色なら黄色を繋ぐとこんな感じ
になります。
赤の部分というのは、色んなところで火口
が生じて噴火が始まった時に、2 時間以内
に溶岩流が到達する可能性のある地域は
この赤です。黄色は、12 時間以内はここ
までという可能性の。これが一つのある種
のハザードマップ。なかなか難しいのです。
これだけ書いて、私が今何分かでご説明し
たことをいきなり地図にして、普通の人に「はい。」と言って見せたって、なかなか分
からないです。そういう難しさは。難しい難しいと言っているとまずいのですが。正確
に、火山学的な知識をまとめるとこうなってしまう。
これをいかに分かりやすく書くかという
のは問題がまだ解決されていません。富士
山は火砕流になんてもう起こらないだろ

うとなんとなく思っていたのですが、最近
調べると、結構多いということが分かって、
ギョッとしたわけです。溶岩流と言うのは
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噴火してからゆっくり逃げられる。遅いのですから逃げることは可能ですが、火砕流は
発生した瞬間にもう運命が決まってしまう。要するに、逃げる暇がない。非常に幸いな
ことに、今まで分かっている過去の火砕流の例と言うのは大体この範囲なのです。この
範囲と言うのはどの範囲かと言うと、人が
住んでない範囲で止まっている。非常に大
雑把に言うと。それで我々は胸をなでおろ
したのです。だから、今住んでいる人達に
火砕流が次の噴火で来るかもしれないか
ら引っ越してくださいと言う必要はあま
りないだろう。随分簡単なことだとお考え
になるかもしれませんが、これは非常に重
要なことで。ということで、これが一つの
ハザードマップになる。こういうことで、他の色んな現象、噴石とか土石流とか、色ん
な現象に対して、危険区域はそれぞれ違う。確かに違うのだけれども、ある意味では似
ているような感じもあります。こういうものが第 1 ページについています。
もう一回言いますと、たった一枚でものすごくたくさんの現象を圧縮して入れてあるの
で、これが全てだと思われると困るのですが、と言って、何十枚も出すわけにはいかな
いので、ジレンマなのです。その辺はむしろ皆さんのお知恵をまだ借りたいという気持
ちがある。極端に言うと、世界中の全てのハザードマップは皆こういう悩みを持ってい
るわけです。
富士山の将来どういう風な噴火をするかと
言うのは、今申し上げたとおりです。今度は

過去の噴火の特徴を使って、昔あったこと
は将来も同じことが起こるだろうと、こう
いう仮定の基にハザードマップを作って
いる。これが現状です。
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これは火山灰や軽石を出す大規模な噴火というのは、要するに、宝永の噴火みたいなや
つで、空高く吹き上がった軽石や火山が落っこちてくる。そういう場合は、可能性マッ
プです。こういうところが余計危ないよというのが書いてある。噴火口に近いほうが危
ないのは決まっている。そういうのがある
というのを定量的に出している。こういう
ものが一通り出来ましたので、では、避難
しかありえませんから、積極的に溶岩流を

食い止めようとするよりも逃げる。避難の
方法ということになるわけで、これを 3 つ
に分けている。第 1 ゾーン、第 2 ゾーン、
第 3 ゾーンと考えていって、これを基にし
て考えていく。例えば、道路を封鎖する時
は、どういう風にして、この第 1 ゾーン、
第 2 ゾーンと言うのを具体的な話をいっぱ
い作っているわけです。何で飛行機が関係
あるのか。実は空高く火山灰が吹き上がる
と、1 万メールを飛んでいる飛行機なんて
いうのはもろに危ないのです。火山灰を吸
い込むとエンジンが止まってしまう。そう
いうわけで非常に重要なのです。そういう
時にどういう風に対応するかとか、色んな
細かい話は飛ばしますが。結果的に、色ん
な避難の仕方というものを考えて、そして
これはそういうものの前に、そういうもの
を頭に乗せた上で、災害に強い地域社会の
形成と書いてありますが、どの地域はこう
いうふうにして防災対策を強化しよう。推進しよう。ということで、こういうことが一
般的な防災対策の充実というものはこういう 3 地域段階によって分ける。具体的にああ
しろこうしろということが文章で書いてある。こういうものの、将来の防災計画の重要
なポイントが宝永の噴火の記憶なのです。宝永の噴火がどういうことが起こったかとい
うと、クレーター3 ということから最初に始まって、時間と共にもう少し動いたのです
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が、大体そういう風にして、大きな噴火。結果的には、赤い線で書いたように、これは
スコリアや火山灰の降り積もった厚さです。そうすると、小田原あたりで 20 センチく
らい、横須賀で十数センチ、当時の江戸で、
南の方は品川なんて言うのは 5 センチくら
いあって、北の方に行くと 1 センチ。1 セ
ンチなんていうのは大したことない。
現在、同じ様な噴火が起こると、東京は高

度に発達した機能を持った都市ですので、
思いもよらないことで、都市機能が麻痺す
るのではないかと考えるわけです。事実、
そうかもしれない。
そういうことを考えて、例えば、被害想定
というのをやってみると、面白いのは、見てください。死ぬ人はあまりいないだろう。
これはあくまで、宝永 4 年の噴火の実績で、
死者というものが書いていない。
直接の死者です。間接的なものは別ですが。
だからあまり死なないだろう。健康に関係
する被害はありうるだろう。建物も灰の重
さで潰れるのだけれども、大したことはな
い。大したことはないというと怒られるけ
れども、こんなもの。道路が一時止まると
か、鉄道が止まるとか、こういうのはもの
すごく広い範囲に影響するだろうと考え
るとか、ライフラインは電気、ガス、水道
と相当な衝撃。農業、水産、森林、こうい
う生産面での被害と言うのは非常に大き
いのだろうけれども、なかなか数えるのは
難しいです。製造業に関しては、さらに被
害想定が難しくて、一番困るのは観光業。
これは被害が大きいのは当たり前なので
すが、どうやって、幾ら損したというのは
なかなか難しいということがありますが、とにかく、えいやと計算すると、一番条件が
悪いと言うのは、1 年のうちで雨がびしょびしょ降る時。すると、2 兆 5 千億円くらい
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の損害が出るだろうということになりま
す。凄い金と言えば金ですね。こういうよ
うなことが色々分かりました。一歩下がっ
て、冷静に考えると、日本は色々自然災害
がございますが、3 つに分けて考えると、
気象災害。これは台風とか集中豪雨とか洪
水とか土石流災害、それから豪雪であると
か、異常高温など、何でも風水害一般。地
震災害というのは全然別の種類ですが、こ
れは大きな地震が起こると何千人も死ん
だりするわけだけど、100 年 200 年で平均
すると、非常にまれ、しょっちゅう起こる
わけではないというので、私の偏見では、
ここに不等号が書いてありますが、日本で
は気象災害が横綱級だろうと思います。地
震災害は少し落ちる。火山災害はどうかと
いうと、幸か不幸か、そんなに大きな死者
は過去にあることはあるのですが、死者は
出ないし、お金の金額にしても大したこと
はない。これはあくまで日本の役所が持っ
ている統計と言うのは損害額と何人死ん
だかと言うこの 2 つしかないのです。パラ
メーターが。形に表れない社会的なインパ
クトとか、色々あるわけです。そういうこ
とを含めると、案外、火山災害と言うのは
他のところで問題がある。これはまた余計
な、似たようなところ。東海南海全部合わ
せていっぺんに合わせて、超ど級の地震が
起きると 100 兆円くらいの損害くらいで、
死者が場合によっては違いますが、1 万人
近くまでありうるというんですが。日本の
火山災害で一番大きな可能性というのが、一つが宝永の例です。大した金額じゃないと
いうと怒られますが、これに比べれば、あまり死んだ人もいないと言うことで、同じこ
とを言っていますが、火山災害と言うのはそういう特徴がある。ただし、風評批判、社
会的、身心的ダメージと言うのは今までの災害学的にあまりはっきりと登録されていな
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いということがあるのです。
残念ながら、予算もそれに比例して、とい
う言い方は悪いけど、火山と言うものの防
災にあまり使われていない。これは不当に
低いと私は思っていますので、これはもう
少し予算をつくべきだ。一方では、火山と
言うものはあるということで、恩恵がある
のです。そういうことがあるので、国立公
園 28 のうち、20 箇所が火山地域であると
か、そういうわけで結論としては、活動的
な火山が日本では多いです。確かにそうです。それにかけることの非常に頻繁に火山の
噴火が起きます。それに掛け合わせることの高い人口密度を高度にやっています。これ
を全部かけたものは非常に問題点として大きいのです。そういう意味で、学問的にも非
常に興味があるのです。そういうようなことを申し上げて、先に冒頭に申し上げました
が、噴火しなかったけれども実際はしたかもしれないと言う例というのは、非常に教訓
が大きいということはこれからの議論で皆様納得して頂けるのではないかと思います。
と言うわけで、私の話は終わらせて頂きます。ありがとうございました。
＜司会＞
ありがとうございました。それでは、続いて、「富士山噴火予知と噴火未遂の問題」防
災科学技術研究所の鵜川さんにお願いします。

＜鵜川氏＞
防災科学技術研究所の鵜川と言います。今
日は山梨科学研究所と防災技術科学研究所
の噴火未遂事象に学ぶというワークショッ
プにお越し下さいましてどうもありがとう

ございます。私は 1983 年から富士山の地
震活動に関わってきました。今年で 25 年
になります。

172

1983 年と言うのは、そこははっきりしていまして、最初に荒牧先生のご挨拶のところ
で、1983 年に富士山大爆発と言う本が出たと言うお話がありましたが、その時 1983
年 9 月に噴火が起こると書いてあったのですが、その 9 月に噴火は起こらないで、地震
関係者が富士山の下で低周波の地震が起こっていると認識するような地震が起きまし
た。そういう意味では、1983 年の 9 月と言うのは、噴火はなかったのですが、富士山
に関わっている地震関係者にとっては、はっきりしたエポック的な年になりました。
その後、富士山の地震活動の様子を観測しながらずっと来たのですが、その間に 2000
年に富士山の低周波地震活動が活発化するという予知しなかった出来事がありました。
そういう予期しなかった出来事のお陰で、当初は富士山にはほとんど地震計は山体の中
には地震計はついてなかったのですが、現在は山頂から 10 キロの範囲内に地震計とか
傾斜計、あるいは GPS という機械が大体 20 箇所くらい設置されています。ほとんど
が 2000 年以降に設置されたものですが、2000 年以前はこういう観測体制になるとい
うのは想像できなかったようなものです。これだけの観測体制ができれば地下からマグ
マが上がってきて、噴火する規模のマグマが上がってくれば、何らかの前兆的な現象は
観測できるのではないかと思っています。
そういうデータを使って、どういう風に噴火を予測しようとしているかと言いますと、
富士山のような火山では、地下少し深いと
ころ、10 キロとか 20 キロとかにマグマの
溜まりがあるだろうと思っています。
残念ながら、どこにあるというのがまだは
っきりしないのですが、マグマの溜まりが
あって、そこにマグマが蓄積をしていくと。
ここにマグマがいっぱいになると、岩盤に
割れ目を作って、地表のほうに向かって動
き始めて噴火すると。いつマグマがいっぱいになるかと言うことを予測できれば、機械
で観測してこういうことが予測できれば、中長期的な噴火の予知と言うのが可能になる
のですが、まだ現状ではこれはまだ出来る水準にはありません。まだまだ遠いところに
我々はいるのではないかと思っています。
しかし、一旦マグマの溜まりからマグマが
上昇し始め、岩盤を割りながら道を作って、
マグマが上昇し始めると、色んな機械に異
常を検地することが出来ます。例えば、地
殻変動に変化が現れるとか、あるいは地震
活動が起こる。そういう変化をリアルタイ
ムでモニターして噴火が近いと言う情報
は今でも出せるような実力、水準にありま
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す。実際に、そういうような例をご紹介しますと、これはもう 20 年前なのですが、1986
年に、伊豆大島が噴火をしました。富士山にもついている傾斜計と同じもので、初めて
マグマが上がってくる様子を捉えた噴火が、この 1986 年の伊豆大島の噴火です。伊豆
大島の火口、三原山がここにあって、外輪山がこの辺りにあります。山頂から 2 キロく
らい離れたところに深さ 100 メートルの井
戸を掘って、その底に傾斜計が設置されて
いました。この傾斜計が 1986 年 11 月 21
日に伊豆大島が割れ目噴火を起こすので
すが、その一日の、傾斜計の記録の様子で
す。まっすぐの線のところ、これは岩盤に
何も変化がなかったところ。13 時から急激
に変化をし始めます。その後、16 時くらい
に割れ目噴火がここで発生します。これが
割れ目噴火のその日の様子ですが、この 16
時頃に発生した割れ目噴火の様子で、この
間の変動、傾斜計が変化を始めてから噴火
に至るまでの間というのは、マグマが地下
から上昇してきて、岩盤を歪ませながら、
マグマが上がってきた様子を捉えていたと。
富士山にも同じような機械が 6 箇所ついて
いますし、その他、高精度の GPS もつい
ていますので、地下から噴火する程度の規模のマグマ上昇があったら、今の観測体制で
も見逃すことはないだろうと考えています。しかしながら、マグマが上昇し始めたら、
必ず地表まで到達するかと言うと、そうでない場合もかなりあります。マグマが上昇し
始めたのだけど、噴火しないで、途中で噴火を止めてしまった場合というのを自殺未遂
という言葉に習って、噴火未遂と呼ぶことにします。
実際に、日本でそういう例がかなりたくさ
んあります。今日後でお話を頂く岩手山の
例ですが、1998 年に地震活動が活発化し
て、マグマが上昇してきたと言うことを示
す地殻変動も表れました。これがその時の
地震活動とマグマが上がってきた場所を
示す図ですが、地表から下、深さ 2、3 キ
ロくらいのところまでマグマは上がって
きましたが、ここで上昇するのは止めてし
まった。噴火しないで済んだので、噴火未遂だったと言うこれです。こういう時に、ど
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ういうことが起きるかということを今日のこの後、齋藤先生に詳しくお話頂けるものと
思っておりますが。その後、2000 年には磐梯山で、やはり噴火しそうになってしなか
った事例があります。2001 年は箱根山でも火山活動の活発化がありました。2002 年に
は八丈島でも同じようなマグマの動きを示す活発化があったけれども噴火しなかった
と言う事例があります。マグマは動くのだけれども、噴火しないと言う噴火未遂と言う
のはかなりたくさん起こります。富士山ではどうかと言いますと、富士山の下で火山の
活動を示す証拠と言うのは、私たちはあまり多く持っていないのですが、低周波の地震
活動というのがあります。下の図が普通の地震で、体には感じない地震ですが、普通の
地震だと、1 秒間に 10 回とか 20 回くらい振動するような波を出します。
これに対して、
富士山の低周波地震というのは、1 秒間に 1、2 回しか振動しない。ゆっくりした波を
出す地震で、
こういう地震が富士山の山頂の下 10 キロから 20 キロに起こっています。
数もそんなにたくさんではなく、地震の大きさも微小地震という規模ですから、人には
感じない地震なのですが、富士山の下でこういう活動がずっと続いていました。私たち
はその地震の数とかエネルギーを 1980 年に遡って、そこからずっと調べてきたのです
が、2000 年の 10 月くらいからその数が急激に増えました。青い線が数で、赤い線は地
震が放出したエネルギーを示しています。
この地震活動から見る限り、明らかに、
2000 年は富士山の下で異常なことが起き
たと言うわけです。ただ、この時は、私た
ち傾斜計を 4 箇所、富士山につけていまし
たが、傾斜計には異常は表れなかったので、
マグマの上昇を示す証拠と言うのはなか
った。それで、活動は深いところに限られ
ていて、マグマが上昇している証拠はない
ということができました。噴火未遂と言う
一歩手前だったのかもしれません。まだ私たちは近代的な計測器で、富士山でマグマが
上昇していったということを捉えた経験はありません。マグマが上昇しなくても、社会
的な影響は大変大きいものでした。この活動が富士山のハザードマップを作るきっかけ
にもなったくらいの活動です。実際に、マグマが上昇してくるというような証拠を観測
したら、どういうようなことが起きるかというのは、実は経験がないので想像するしか
ないのですが、噴火するにしても、未遂に終わるにしても、社会的な影響は大変大きい
ものと思います。そして噴火未遂で終わったら、社会はそれをどう受け止めるかという
のを想像してみますと、噴火未遂で終わったのだから、大変幸せな結末だったと考えて
くれるかどうか。先ほど荒牧先生のほうから噴火未遂と言うのは色んな場合を考えるこ
とが出来る大変いい機会であるというお話がありました。
一方、悲観的な見方をしますと、予測で避難をしたということがあったら、避難する必
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要はなかったという予測への失望が生まれて、その次の活動に対して、噴火予測の判断
に躊躇が入るのではないか。あるいは、迅
速な防災行動に対して躊躇が大きいので
はないかという心配もあります。今日の最
後にご講演頂く広瀬先生の本の中に、予測
が失敗してもそれは安全のためのコスト
であると言う言葉があります。このコスト
と言うのを我々は普段から考えていない
といけないのではないかと思います。今日
はこの後、ラバウル、それからカンピ・フ
レグレイカルデラ、あるいは口永良部島、桜島、岩手山という事例のお話を頂いて、今
の噴火予知の制度、噴火未遂が起こったらどういうことが起きるかと言うことについて、
勉強することが出来るものと思います。そ
して最後に、災害心理学的な立場から広瀬
先生にお話を頂くことになっています。こ
ういう機会を通して、火山を研究している、
噴火予知を研究している者と、それから噴
火災害に対して、責任を持っておられる方、
あるいは実際に影響を受ける方が同じ認
識を持ち合うということが必要なのでは
ないかと思っております。今日のワークシ
ョップをそういう機会にしたいと思っておりますので、活発な議論をよろしくお願いい
たします。
＜司会＞
どうもありがとうございました。それでは、次の発表は「2000 年富士山低周波地震活
動活発化以降の地元自治体の対応」と題する発表を富士吉田市役所と富士山火山防災協
議会の立場で、真田さんにお願いします。
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＜真田氏＞皆さん、こんにちは。山梨県富
士吉田市役所で防災を担当しております
真田喜久雄と申します。また、富士山の火
山防災に関して、富士山の北麓の 7 市町村
で組織しています火山防災協議会の事務
局をしているものでございます。その関係
で、今日 2000 年富士山低周波地震の活動
をそれ以降、地元がどのような動きをして
きたのかと言うことをお話させて頂きた
いと思います。先ほど来お話が出ています
富士山の大爆発のお話があったかと思うの
ですが、低周波の動きの前に、どうしても
それに触れなければなりません。更にその
前の段階なのですが、日本一の富士山の麓
にこちらの方に皆さんお越し頂きまして誠
にありがとうございます。富士山の北麓、
富士吉田市を含めてなんですが、この富士
山、先ほど世界文化遺産に登録のお話があ
るというのですが、富士山信仰ということ
が昔から皆が富士山に神が宿ると言われて
いますように、富士山信仰の町でもござい
ました。こちらの方が昔からの絵や写真な
んかが載せてございますが、このように富
士山を形どった神輿なんかも地元のほうで
は、富士山を信仰の対象にしたというのが
分かるのではないかと思います。先ほど私
が万一と言ったのですが、富士山大爆発に
ついては触れなければならないのですが、これは 1983 年と言うと、私が大学 2 年の時
でした。地元を離れていたのですが、これについては私も強烈に印象に残っています。
本当に富士山が噴火するのではないか。そしたらどうなってしまうのか。結局は、富士
山は噴火しないわけだったのですが、地元に大きな影響を与えました。
当然、マスコミでも大きく報じられたものですから、またこちらの方の富士北麓地域は
日本でも有数の観光地です。日本人も含めまして海外の方もたくさん訪れますが、やは
り観光客が、先ほど荒牧先生のほうからもお話がありましたように、実際に減ったと言
うことで、地元では、損害賠償というわけではないのですが、訴えるとか、そのくらい
までの雰囲気になったわけです。それ以降、富士山の噴火については言ってはいけない。
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タブー視されるような状況になったわけで
す。その後しばらく、富士山の噴火につい
ては触れてはならないというような雰囲気
で、タブー視された状況できていたわけな
のですが、そうかといっても、それぞれ少
しずつ人々の間にも火山災害に対する意識
の変化が表れていったのです。1990 年に雲
仙普賢岳で大きな噴火がありまして、44 名
の人が犠牲になった。これは皆さんのご記
憶にもあろうかと思います。また、2000
年 3 月には有珠山の噴火がありまして、こ
れについては非常にキーポイントになるお
話しではないかと思うのですが、この有珠
山の噴火はハザードマップがあったのです。
このハザードマップに基づいた適切な避難
誘導によって犠牲者が出なかったというこ
とで、ハザードマップの存在が非常にクロ
ーズアップされることになったのです。そ
うすると、地元でもやはり火山災害に備え
るのに、ハザードマップの存在と言うのも非常に大きなものではないのだろうかと言う
話にもなってきました。また、同じ 2000 年、2000 年と言う年はキーポイントになる
年ではないかと思うのですが、2000 年 7 月には三宅島の噴火がありまして、全島民が
避難した。これについては NHK のプロジェクト X でもそのような様子が出て、実際に
起これば大変なことになるのだとつくづくよく分かったところでもございます。そうし
ている時の 2000 年、富士山の直下で低周波地震が約半年間多発をしたということがあ
りました。当然、新聞の記事にもこのように載りまして、富士山の火山災害に対する備
えが必要であると言う機運が地元のほうでも高まってきたのです。
当然それは先ほどから話が出ていますよう
に、富士山がもし噴火をするとすれば、先
ほどの宝永噴火の方では、江戸のほうでも
5 センチ、10 センチ、火山灰が積もったと
言う話があるのですが、実際に、この超過
密都市の首都圏東京に同じように火山灰が
降ったら大変なことになってしまう。そん
なようなこともあって、国のほうも動いた
わけなのです。2001 年の 6 月、こちらの
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方は国のほうと動きを同じくして、国のほうが 7 月にハザードマップの検討委員会が設
立と言うことがございますが、地元のほうでも富士山の火山防災を一緒になって取り組
んでいかなければいけないのではないかと
いう雰囲気になってきたわけです。その 3
年後の 2004 年 6 月に、ハザードマップが
発表されたと言うことがあります。この富
士山火山防災協議会は富士北麓の 7 市町村、
合併した町村がございますので、当時は 8
市町村だったのですが、現在は 7 つの市町
村で構成されております。富士吉田市、富
士河口湖町、西桂、忍野、山中湖、鳴沢、
道志で構成をされております。この富士山
火山防災協議会なのですが、このように地元でも、国と県で動きを同じくして取り組ん
でいこうとした時に、火山防災のためには火山災害を知ると言うところから始まるので
はないかということがございまして、こち
らの方の、皆さんのお手元の資料にも配布
させて頂いておりますが、火山災害にはど
ういうものがあるのか。どういったものが
どういう災害なのかという「富士火山を知
る」－富士北麓住民ガイドブック－と言う
のを作成し、この地域の全世帯に配布をさ
せて頂きました。また、ハザードマップが
できた以降、ただ単に、災害を予測するハ
ザードマップだけではいけないのではないか。富士山に対する具体的な防災対策はどう
して行くのかということで、国の方で富士山火山防災広域対策基本方針というのが出た
わけなのですが、国の富士山の火山に対す
る防災対策。これの動きを踏まえまして、
私どもの地元の方でもハザードマップ、防
災の避難マップと言うのを 2006 年の 3 月
に作成をしました。これがそうです。
このマップについてもお手元の資料の方
に配布をさせて頂いておりますが、この非
常に特徴的なところは、ただ単なるハザー
ドマップということではなくて、防災面、
特に避難というところに重点をおいています。荒牧先生のお話にも出ましたように、1
次ゾーン、2 次ゾーン、3 次ゾーン。この 1 次ゾーンというのが、火口が出来ると予想
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されている範囲です。もし富士山のほうからするならば、この赤い部分のところに火口
ができるのではないかと予測されている範囲。このピンクのところが概ね溶岩流が 3 時
間くらいで到達すると見込まれている範囲。この黄色いところが大体溶岩流が流れると
したら 24 時間くらいで流れ下ると予測されている範囲のことを示していますが、ここ
を 1 次ゾーン、2 次ゾーン、3 次ゾーン、ここの時に、実際に色んな火山情報が出ると
思います。その火山情報に基づいて、この地域の人達がどういう動きをとればいいのか。
行政も含めて、どういった避難方法をとればいいのかと言うところを示しているのです。
この火山防災避難マップは住民向けを対象に作りました。住民の人に見て頂いて分かり
やすい。なるべくそれを対象に心がけたの
です。荒牧先生がハザードマップの時に、
いろいろな災害現象があるので、普通の人
が見ても分からないという話があったと思
うのですが、実際に、行政の我々が見ても
ハザードマップ全体を見てしまうと、よく
分からない。非常に難しいものがございま
した。そうすると、そのハザードマップを
ただ単に住民にお示しをして、本当に分か
ってもらえるのか。
実際に、火山防災の時には避難と言うこと
が非常に大事になってくると言う話があり
ましたが、その避難となった時に、住民に
分かりづらい、難しいハザードマップを示
して、果たしてそれでいいのかと言うとこ
ろにもございましたので、漫画と言うか、
図を入れて、1 次ゾーン、今は気象庁のほ
うで火山情報の定義を変えたというのがあ
りますが、作った当時は、臨時火山情報、緊急火山情報ということがありましたので、
この臨時火山情報注意喚起の時には 1 次ゾーンの人には当然、自粛してくださいとか、
こちらの 2 次ゾーン、3 次ゾーンの人達にはまだ情報に注意していてくださいとか。そ
して、臨時火山情報の噴火の可能性があったら、1 次ゾーン、2 次ゾーン、3 次ゾーン
の人はどう動くのか。緊急火山情報の時には、1 次ゾーン、2 次ゾーン、3 次ゾーンの
人達はどういう動きをするのかということを、絵を使って、できるだけ分かりやすいよ
うにと心がけてマップを作ったことがございます。
これがそれぞれの市町村の裏面で、これは富士吉田市のバージョンなのですが、このよ
うな形で、具体的に火山情報によってどう動けばいいのかというのを示したところでも
あります。それを作った時に、火山防災協議会の担当者でマップを検討した時の風景な
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のですが、どうしたらいいのかと言うことを非常に頭を悩ませました。先ほど、富士山
で想定される災害の種類が非常に多いということもございましたが、富士北麓でさえ、
この富士吉田市は災害が懸念されますが、
あるいは忍野村さんはこういう災害が懸念
される。身延町の方はこういうことが懸念
されると言うことで、どちらかと言うとバ
ラバラだったということもあって、どうし
たらいいものができるのかということで、
だいぶ議論をさせて頂いたところでもあり
ます。一方で、ご存知のように、富士山は
山梨県だけにある山ではないのです。静岡
県と富士山を共有しています。県境に立っ
ているわけです。そうすると、山梨県だけ
でこういう防災対策の連携をとっていい
のかと言う話があったのです。
やはり富士山の噴火災害と言うリスクを
抱える市町村が共同して富士山の火山防
災に取り組んでいく必要があるのではな
いかということで、静岡県と富士山の主要
の市町村と連携した「環富士山火山防災連
絡会」というのを立ち上げたのです。国や
関係機関のご協力も得ながら。これが山梨
県で、我々の協議会の 7 市町村、それから
静岡県から沼津や三島、富士宮といった 9
つの市や町と一緒になって、富士山の火山
防災連絡会を設立したと言うことです。こ
の火山防災連絡会ですが、
昨年の 2006 年 5

月には富士山の噴火を中心にして、実際に
災害が起こったときにお互いに連携して
助け合っていきましょうという応援協定
の締結もさせて頂きました。こちらの方が、
この写真はそれぞれの市町村長さんたち
です。このように、県境をまたいで連携を
とった、お互いに顔の見えるつながりを持
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って、一緒に火山防災をやっていきましょうという県境をまたいだ動きは全国でも初め
てだったという風に言われております。これについては、荒牧先生他、専門家の先生や
国や県のご支援なんかも頂いているところでございます。もう一つ、こういう取り組み
をさせて頂く中で、住民の方にもご参加頂く中で、災害図上訓練、富士山の噴火を想定
した災害図上訓練ということも、これは富
士吉田市でやったわけですが、山梨県の消
防防災課のほうで取りまとめてやりました
災害図上訓練に地域の住民の方々も参加し
て頂いて、実際に地図を、北麓の協議会で
作りましたマップを基に、こういうことが
起こったら実際に我々はどう動くのだろう
かと言うことをただ単に行政だけでなく、
住民の方にも一緒になって考えて、一緒に
なって取り組んでいきましょうということで、こういう図上訓練なんかも実施をさせて
頂いているところであります。また、さら
に動きがございまして、先ほど、ここ富士
北麓地域は観光地だと言うこともあった
のですが、外国の方も多く来られます。そ
うすると、この防災避難マップを外国版、
取りあえず英語版のほうからスタートし
たのですが、英語版を作って、外国の方に
も見て頂いて、外国の方々にも火山防災の
取り組みになり、富士山は活火山であると
言うことを理解して頂く必要があるということで、観光的な要素も入れた中で、英語版
のほうの作成もしたところであります。
一方、ご案内のように、今年は富士山が前回噴火して、ちょうど 300 年前の宝永の噴
火でした。1707 年です。この宝永噴火 300 年を記念しての環富士山の火山防災シンポ
ジウム、これはつい先日、先月の 11 月 25
日、26 日にかけて、静岡県の富士宮で行
われたシンポジウムです。これについても
環富士山の連絡会なんかも共催の主催の
一つとして加わっております。
このように、色んな意識啓発なりをしてい
くところでもあります。これから私が色々
お話をさせて頂きましたが、まとめという
ことで、お話をさせて頂きますと、2000
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年以降の低周波地震多発化でどのような
形で地元協議会が動いてきたか。まず、富
士山の火山防災協議会の設立ということ
がありまして、火山災害を知るガイドブッ
クや防災避難マップや英語版マップや講
演会や災害図上訓練、そういったものに取
り組んでいるところであります。また、た
だ単に山梨県側と言うだけでなくて、静岡
県の市町村も含めた富士山を取り巻く同
じ火山災害のリスクを抱える市町村と火
山防災連絡会の設立なんかいう動きにも
なっております。その中では、災害時動員
協定や避難所などの情報の共有化、シンポ
ジウムなんかが行われると言うことがあ
ります。こうした動きの背景にはやはり富
士山の低周波地震の多発化がきっかけだ
ったと言えると思います。この低周波地震
の多発化という先ほど出ています噴火未
遂と言っていいのかどうかというのもあ
りますが、実際に噴火しませんでした。し
かし、低周波地震の多発化ということが、
この地元にとってはやはり富士山という
のは生きている山なのだ、活火山なのだと
いうことを再認識させたと言うことで、国
も動きましたし、地元も動いてきたという
ことで、非常に低周波地震の多発化という
のは本当に一つのきっかけだったわけで
す。それと平行して、火山防災の重要性と連携の必要性が認識をされたと言うこともあ
ると思います。
そして、社会情勢の変化です。今までは、私が言いましたように、富士山の噴火と言う
のはタブー視されたと言うことがあるように、火山災害と言うのは非常にマイナスのイ
メージがあったのです。怖い。災害が起こったら大変なことになってします。観光客も
来なくなっちゃう。それが段々変わってきまして、逆に火山災害に対する防災対策を取
っているので、是非皆さん、安心して私どもの地域に来てください。もし噴いたとして
もちゃんとした防災対策を取っていますので、がんばりますと。逆に、火山災害に対す
る防災対策を取ることによって、安心できる地域と言う PR ができる。要は、我々は防
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災対策を取っていますので、安心してくだ
さいというプラスのほうに、イメージが変
わってきている。そういった社会情勢の変
化もあると思います。今後ですが、火山の
災害と言うのは、広域災害と言われますよ
うに、一つの市町村、一つの自治体で対応
できるものではないのです。あるいは広域
災害に対して、広域的な連携を持って、火
山防災に取り組んでいく必要があります。
ですから、協議会なり、静岡県の市町村と
共同した動きも出てきているわけなのです。あと情報の共有化、火山防災、色んな情報
があります。気象庁の情報もありますし、専門家の先生のアドバイスや火山災害の勉強
なり、色んなことがあると思います。そういった情報の共有化や共通の理解、また避難
所ではどういう防災対策を取っているのかと言う色んな情報の共有化と共通理解が大
事になってくると思います。また、今年は宝永の噴火以来 300 年経っていると言う話
はしたのですが、せっかく盛り上がってきた富士山の火山防災に対する襟を風化させな
い取り組みが今後大事になってくる。このように考えるところでございます。そういっ
たことで、地元の協議会として、地元の自治体の動きをさせて頂きましたが、以上でご
ざいます。どうもありがとうございました。

＜司会＞
どうもありがとうございました。今、3 つの発表が終わったわけですが、最後に、総合
討論のところで、会場の皆様から質問とかというものもと思っておりますが、特にこの
時点で、今までの 3 つの発表に簡単な質問がある方は挙手をお願いします。そうすると、
後で総合討論の辺りで質問のチャンスもあると思います。そういうことで、予定より少
し早く進んでいますので、ここで休憩を 13 分くらい取って、予定よりちょっと早く 2
時 55 分から次のテーマに入っていきます。(事務連絡)

(休憩)

＜司会＞
次の発表は「パプア・ニューギニア、ラバウル火山 1983 から 1985 年噴火未遂におけ
る観測と対策」ヘルマン・パティアさん。パプア・ニューギニア、ラバウル火山観測所。
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お願いします。

＜パティア氏＞
ハーマン・パティアと申します。ラバウルの火山観測所から参りました。始める前に、
まず、この組織委員会の皆様にお礼を申し上げたいと思います。私をこのような場にお
招き頂き、そして私の体験を皆さんと共有する機会を頂きました。今回は 1983 年から
85 年の地震、それから地殻変動危機の時の体験についてのお話を申し上げます。そこ
から、私たちの体験を皆様にも少し理解して頂ければ大変嬉しく思います。以上は 1983
年から 85 年にかけての体験です。私の発表のタイトルですが、
「パプア・ニューギニア、
ラバウル火山の 1983 年、85 年の噴火未遂における観測と対策」となっております。今
日のプレゼンテーションの概要です。最初に、ラバウルの場所の確認から始めたいと思
います。そして、ラバウルの火山複合体についてお話をします。続きまして、噴火の歴
史について少し振り返り、
そして 83 年から 85 年にかけての危機について説明します。
そして、噴火の兆しについて少し触れて、その後にどのような行動を政府当局が取った
のか。また、ラバウルの火山観測所がどのような行動をとったのか説明をさせて頂きま
す。83 年、85 年に取った行動をまとめてここでお話したいと思っております。では、
まずラバウルはどこにあるか。その前に、パプア・ニューギニアですが、こちらがオー
ストラリアです。パプア・ニューギニアはオーストラリアの北側に位置しています。こ
ちらがインドネシア、日本はもっと北の方に位置しています。活火山の 90％がこのビ
スマルク火山弧の辺りに集中しています。マナムに始まりまして、ずっとラバウルまで
繋がっております。そしてラバウルですが、ニューブリテン島の一番東端に当たります。
これがラバウル火山複合体です。こちらがカルデラですが、幾つかカルデラがありまし
て、北のほうに一つ、それからこちらにも一つ、この赤い三角形がカルデラの中に作ら
れた噴火口です。それ以外、青いのがカルデラの外にあるものを表しています。これも
ラバウルカルデラの地図となっています。それから、カルデラの中の火山、タブルブル
ですとか、ブルカンといったものが含まれます。このカルデラの規模ですが、南から北
まで大体 14 キロ、そして東西には 9 キロに広がっています。最後にこのカルデラが作
られた噴火は 1,400 年くらい前に起こりましたが、そこで 5 キロに渡る亀裂が出来まし
て、ここに海水が流れ込んで、この湾が形成されるに至りました。この過去 250 年の
間、火山の噴火はこの東にタブルブル、それから西側のブルカン火山で起こっておりま
す。1887 年以来、3 回、この 2 つの火山が噴火すると言う事態が起こりました。カル
デラの東西にある両方の火山が同時に噴火するという事態が 3 回起こっています。ラバ
ウルの火山システムの写真です。ラバウルの町がこちら側にありますが、カルデラの中
に作られています。1983 年から 85 年の危機の時期、人口は 1 万 5 千人から 2 万人程
度でした。そのくらいの人達がカルデラの中に作られている町中に住んでいました。こ
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れまでの歴史的な噴火ですが、1767 年まで遡ることが出来ます。ただ、前にも申し上
げました通り、1878 年から噴火がブルカン、タブルブル両方で発生しております。1937
年にももう一度、94 年から 2007 年の現在に至るまで活動中です。今現在も非常に小さ
い規模ではありますが、活動は続いております。では、83 年から 85 年にかけての危機
期についてお話したいと思います。ちょうどこの時期、非常に驚くほど火山が不安定な
状態となりました。始まりは 1983 年の 9 月、これが 85 年の 7 月まで続きました。ほ
ぼ 2 年に渡って、全体で 23 ヵ月に渡って不安定な時期が続きました。その間、地震活
動や地殻変動がかなり増えました。前回の噴火 1937 年から 43 年にかけてありました
が、その時と比べて、かなり地震、それから地殻変動活動が増えました。そして、83
年の 9 月以降、この不安定な時期が続きましたので、ステージ 2 の警報が発令されまし
た。ステージ 2 と言うのは噴火が数ヵ月以内に起こりうるということを意味しています。
これは地震活動が活発化したこと、また地面の変位が見られたことから警報が発せられ
たわけです。こちらのチャートがステージ別に警報を表しております。ラバウルの警報
ですが、ここに書かれている通り、83 年の危機期にはステージ 2 の警報が発令されま
した。ステージ 1 の警報と言うのは、非常に背景で火山の活動があることが分かった場
合に発せられます。そして、一番緊急の警報は数時間、あるいは数日以内に火山が噴火
する可能性がある場合に発せられるものまで幅の広いものですが、ステージ 4 の場合に
はすぐに住民が避難をすることになります。こちらは地震活動が発生した場所をプロッ
トしております。地震の震源がどこにあったか。期間としては 1973 年から 93 年まで
の 20 年、どこで地震が発生したかを地図上にプロットしております。色が違っており
ますが、これは震源の深さを表しております。緑は 2.5 キロ以上の深さを表しておりま
す。黄色が 1.45 から 2.45。黄色がもう少し浅いところになっております。ですので、
地震活動は大体が 83 年から 85 年の間に発生したものです。失礼。赤が一番深くて、
2.5 キロから 1.45、緑が 1.45 から 2.45 キロの深さ、そして黄色が 0 から 1.44 キロの
深さを表しております。こちらのチャートは地震の回数を表しております。カルデラの
中で起こった地震の回数です。ご覧のように、突然、急激に大きくなっているのが、83
年から 85 年の間であることが分かると思います。この時に、ステージ 2 の警報が発令
しました。数ヵ月以内に火山が噴火するのではないかと思われたからです。地震回数が
2 千から 3 千、1 ヵ月の間に観測されました。一番多く観測された時には、84 年の 4
月の段階で、1 万 2 千回、月当たり超えました。これが隆起を表したものです。ミリメ
ートル単位で示されております。これもまた時系列的に示しております。最初、地殻変
動を観測し始めた時から見まして、全部合わせて 2 メートルくらいの隆起が観測されて
おります。73 年から 85 年にかけて 2 メートルの隆起となっております。そして、35
から 40％の隆起が 83 年から 85 年の地震危機の時期に当たっております。ということ
は、隆起の量としては 70 から 80 センチ分がこの危機の時期に起きていると言うこと
になります。ラバウルの地震観測所がこのステージ 2 の警報を出した際に取った対策で
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あります。まず、私たちは監視体制の改善をしました。そして、それによって正確な場
所、またタイミング、起きるかもしれない噴火の規模を予測しようとしました。また、
このモニタリングのネットワークは地震活動の増加、12 から 15 の観測地点を設けまし
たし、それから新しいモニターのための技術、技法も導入を致しました。このカルデラ
にそのような新しい技法を取り入れました。これはブルカンの支援の下に行いました。
国内、並びに海外の政府機関からの支援の下に行いました。そして、それによって観測
所は充分にこの事態に対応できるだけの監視設備を持つに至りました。オーストラリア、
ニュージーランド、アメリカ、そして日本からの支援を頂きました。日本からの観測機
器、並びに専門家、火山観測に関する専門家の方々も来て下さいました。下鶴さんが来
て下さいまして、この危機の時期にお手伝い下さいました。それから、もう一つ私たち
が経験したことは、色々な公共部門、政府機関等から情報を求める、そういった働きか
けがありましたし、民間からも情報に関する要望がありました。情報が欲しいという要
望が多く寄せられました。私たちはそれに対して、状況に対する情報、また政府に対し
ては情報を掲示する、通報する。そして地域においては周知プログラムを行うなど情報
伝達に協力しました。それでは、ステージ 2 の警告期間中、我々が州のレベル、国のレ
ベルで取った対策であります。国会では緊急対応の為の法案を可決し、緊急事態が発生
した場合、これは火山に限ったことではありませんで、その他の自然災害、例えば津波、
洪水、その他に関しても緊急対応がとれるような法的整備を行いました。それからもう
一つ、このことをきっかけに、国レベルにおいて、また州のレベルにおいて、防災委員
会が設立されました。国の防災委員会の役割というのは、これらの州の委員会を監視し、
連携を図り、危機に対応するというものであります。また同時に、このことをきっかけ
に、国家防災計画が作成されました。これは全国を対象にした防災災害管理計画です。
一方、州のラバウルにおける防災委員会はより簡素化された避難計画を作成しました。
これはラバウルを対象にした避難計画です。この避難計画はこれを基に避難訓練を行い
ました。そして、その結果、一部改善を図られました。この訓練を通じ、様々な改善を
行いました。この避難訓練の際に行ったことの一つに、ハイリスクに済む地域の人たち
を関与させました。ということで、彼らは直接参加することによって、万が一、避難し
なくてはならなくなった場合、どうすべきかを身を持って体験することが出来ました。
このラバウルの避難計画は 4 つのゾーンに分かれています。赤はハイリスクの地域にな
ります。カルデラの中の部分です。それからブルーがここにあります。ここは依然とし
てリスクは高いのですが、避難の道筋が阻害されるという危険性をある程度はらんだと
ころであります。そしてグリーンがこちら。黄色に関しては後ほど詳しくご説明したい
と思っております。さて、避難計画に関する情報ですが、その中に何が入っているかと
いうことですが、一度集合して迎えに来てもらう場所、避難経路、また安全な場所、中
継地点、そして避難所であります。避難訓練は地域に持ち込まれ、人々に避難訓練があ
ることをまず知らしめました。特に、避難訓練に参加している人たちに対してこれを提

187

示しております。先ほどお見せしましたが、危険地帯が 4 つのゾーンに分かれておりま
す。赤いところはここですが、ここがハイリスクの場所になります。ブルーはある程度
のリスクがある。例えば、道路が倒壊するなど、避難路を絶たれるような危険がある。
場合によっては、土石流などによって阻まれる。そしてそこに孤立化してしまうという
危険性があるというものです。従って、その場合には海上から迎えに行くということに
なります。グリーンのゾーンは火山灰、また土石流の被害がありうる場所であります。
特に、4 月から 11 月にかけるこのシーズンにおいて、そういった危険性がある部分で
す。それが南東部。そして黄色い部分が北西部において、11 月から 4 月にかけて火山
灰ないしは土石流の危険性をはらんでいるところであります。この危機によって、どう
いったマイナス影響が出たかですが、まず一つ、メディアの報道が不正確であったとい
う問題が発生しました。また、当時予算に組んでいなかった多額の支出を強いられてし
まった。この緊急事態に備えて、予算があったのですが、結果的にはそういった災害に
至らなかったという問題があります。それからもう一つ、この危機を通じて、保険料が
大幅に引き上げられてしまいましたし、また商売等の不振により、売り上げが減少して
しまったことによって、利益がかなり失われてしまうという問題があります。それから、
学校教育や日常生活への大きな影響が出てしまったという問題があります。しかしその
一方で、この地震の危機によって良いこともありました。つまり、このようなラバウル
に関する防災の備えがかなり強化されておりますし、それから国の緊急計画にあわせて、
緊急対応の為の法的整備が国においてなされたということもあります。それからもう一
つは、国レベル、州レベルにおける防災委員会の設立に至るというプラスの影響もあり
ました。またもう一つプラスとしては、国家防災計画が作成されたということで、国全
体の防災計画も出来ました。ということで、結論を申し上げます。危機の際、また危機
の前後において周知プログラムは続けるべきであると考えます。従って、人々が常にこ
うした災害のリスクについて知ることになるでしょう。また避難計画はきちんと説明を
され、地域の人たちはそれが理解できるようにしなくてはなりません。例えば、どこに
行けば迎えに来てもらえるとか、また避難所がどこにあるのか等々知るべきです。しか
し、何よりも大切なことは実際にやってみる必要があります。試してみないことには、
地域の人たちはそういったものがあること、またどうすればいいのか全く分からない。
どこに行けばいいのかがいざという時に分からなくなってしまうという危険性があり
ます。もう一つは、きちんと情報を管理しなくてはなりません。緊急事態に関連する様々
な情報は情報センターを通じて伝えられるべきでしょう。その中には地震の専門家も交
えなければなりません。これは州の防災委員会のメンバーとしても加わるべきでしょう。
従って、この情報センターというのは州の災害センターとしての位置づけがなされるべ
きです。
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＜司会＞
ありがとうございました。今のお話に関して何かご質問がある方、挙手をお願い致しま
す。

＜質問＞
ご質問致します。先ほど季節によって被害の状況が変わるようなお話を頂いたのですが、
どういった条件によって変わるのでしょうか。

＜パティア氏＞
ありがとうございます。パプア・ニューギニアでは特に、赤道から 5 度下がったところ
にありますので、季節は 2 つしかありません。いわゆる南東の季節と私たちは言ってい
るのですが、それは風の向きによって決められているのです。4 月から 11 月にかけて
は北西に風が吹きます。それから風向きが 11 月から変わってきまして、北西シーズン
と呼んでおりますが、風が南東に吹きます。1 月から 4 月にかけては南東に吹きます。
それによって、どこに大半の火山灰が流れるか、吹いていかれるかということが決まっ
てきます。従いまして、私たちはこのように危険地帯を分けるにあたって、風向きも加
味してこのような区画にしております。一つ、83 年から 85 年にかけてのこの危機に関
して、また避難訓練に関してですが、実際の噴火の際に、こういった経験があった。20
年後に実際に噴火が起きたのですが、その際に非常に役立ったと言えると思います。94
年に、実際に噴火が起きております。ですから、噴火が始まった際、朝 6 時くらいだっ
たのですが、住民は正確に自分たちがどうすればいいか分かっておりました。そして彼
らは人に指示されることを待つまでもなく行動を取りました。すなわち、州の防災委員
会からの支持を待たずして、自主的に避難をしました。実際の噴火よりも 6 時間から 8
時間前に避難を始めました。実際に夜間に噴火をしたのですが、もし我々がステージ 2
の警報を夜中に発したならば、随分パニックがあったと思いますし、その結果、死者も
被害も大きかったと思います。ありがとうございます。

＜司会＞
では、次のプレゼンテーションに移りたいと思います。
「カンピ・フレグレイカルデラ、
イタリアにおける最近の不安定エピソードをイタリア国立地球物理学火山学研究所ベ
スビオ火山観測所のジオバンニ・オルシ博士お願いします。
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＜オルシ氏＞
ありがとうございます。まずは、主催者の皆様にお礼申し上げます。このようにご招待
頂きまして、私どもの経験をカンピ・フレグレイカルデラ、イタリアの経験をご紹介で
きることを大変嬉しく思います。カンピ・フレグレイはナポリの火山の一つです。他に、
ソンマ・ベスビオ、そしてこちらがイスキアです。こうした火山がカンパニア平野にあ
ります。南部アペニン、山脈ティレニアの方にあります。この 4 つの火山のうち 3 つが
活火山です。カンピ・フレグレイ、イスキア、ソンマ・ベスビオです。そして、爆発性
ということで、火山のハザードがこの地域は非常に高いと言います。ナポリエリア全体
を見ますと、こちら衛星写真ですが、人口 400 万です。カンピ・フレグレイカルデラ
の活動的な部分というのは 35 万人の人が住んでいます。ですから、ご想像できると思
います。火山リスクもこの地域は非常に高いことが分かると思います。そして、カンピ・
フレグレイカルデラのこれまでの歴史ですが、ネスティングされた入れ子構造になって
います。2 つの大型の崩壊がありました。それは 3 万 9 千年前で、これはカンパニアン・
イグニンブライトのもの。そして 2 つ目が 1 万 5 千年前、ネアポリタン・イエロー・
タフの噴火に関連したものです。これは前のカルデラの中に入りこんだネスティングの
構造になっています。そして、ネアポリタン・イエロー・タフの噴火が前回の最後の非
常に大きなイベントだったのですが、その後、72 の噴火がありました。そのうちの 4
つのみが噴出性ということで、ほとんどは爆発性です。こうした噴火は 3 つの活動期の
中で起きています。それぞれの噴火は大体間隔が 50 年くらい開いていました。一番最
後の噴火が起きたのは 1538 年です。こうした活動期の中で、その間に休止期がありま
す。これはその間に古土壌が生成されました。これがその地域の地図です。火山活動が
非常に強度が高いということだけでなく、特に歴史の浅いカルデラはかなり大きな変動
の影響を受けています。長期変動はこの 1 万年の間に発生したものですが、最近の不安
定エピソード、１、2 年の間に起きた変動ということで、今ご説明しますが、ちょうど
１万年の間の変動を再構築していました。こうした結論が出ました。それがここにまと
められています。この変動はこのセクションに沿ったところ、北西から南東に行くとこ
ろです。そして一部は上昇する。そしてその上昇度が高いところもあります。また沈降
したところもあります。また、沈降が浅いところもあります。ですから、この構造マッ
プを見ますと、マイナスのところが沈降、プラスのところが上昇したところです。そし
てダブルプラスは上昇度が高かったところです。その結果、カルデラの中央部が最も上
昇度が最も高かったところ。この 1 万年大体 90 メートルのネットの上昇がありました。
こちらは私が申し上げたことを示している写真です。この写真はここからここまで北東
までのものを表しております。この平地がありますが、これは階段段丘で、90 メート
ル上昇したところです。その為にここは平地となっています。非常に活動的な活火山の
ところになっています。これが階段段丘です。沈降の兆候は近年も見られます。こちら
の方は、ローマの時代の町、2 千年前のものです。今 8 メートルから 10 メートル海水
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面下に落ちています。これは海抜以下となっています。この線は濃い青、薄い水色、こ
れは 2 千年前のローマ時代の海岸線はここだったということです。こちらが現在の海岸
線。つまり白と水色の間の線です。つまり、ローマ時代の海岸線はすでに数メートル水
没しているということです。これが沈降の証拠となっています。また、2 千年間の地盤
変動の証拠もあります。一つ良く知られているのがセラピオというものがあります。こ
れは当初、寺院でセラピスの神に捧げられたものと考えられていましたが、現在考古学
者が理解しているところでは、ローマ時代の市場であったということが分かっています。
ポッツオーリという町のすぐ近くです。これはローマ時代に非常に重要だったところ。
ナポリよりもずっと重要な町でした。それはこちらの方にあります。こちらは 3 つの柱
があります。マークがありますが、このマークは全て穿孔貝によって作られたものです。
つまり、満潮と干潮の間にそこに穴を開ける貝ですが、そこが海抜であったということ
が分かります。このような線が出来ました。この線は紀元前 1 世紀 2 世紀、この記念建
造物が作られたところです。そこからずっと 1 千年に至るまで進行しています。1 千年
以降は地盤が上昇しています。16 世紀の始めまでは徐々に上昇していました。その時
に地盤の上昇がかなり急速になりました。それが分かるのは、その当時の新しい地形が
出来ると、その戦いが行われたわけです。新しく出来た土地の所有を巡っての争いがあ
りました。このポッツオーリの町で争いがあったわけです。そして、その 1538 年の噴
火の数日前、7 メートルの上昇がありました。そして噴火が起こり、その後 7 メートル
の上昇からの回復があり、そして徐々にその後沈降がありました。それは 1969 年前ま
でになります。その時には町に浸水していたことが分かります。1969 年に地盤移動が
ありました。上昇が 1979 年まで続きました。そのネットの上昇が 180 センチとなりま
した。82 年まではまた沈降がありました。少しの上昇も伴いました。その後、第 2 期
の不安定期があり、82 年から 84 年終わりまでは 170 センチの上昇が再びありました。
ということで、全部で 3.5 メートルの上昇がありました。最大の上昇があったのはカル
デラの中央部です。これはポッツオーリです。これは上昇前の状況で、そして第 2 期の
状態がありました。もうそこに船がドッキングすることはできない。埠頭が高くなりす
ぎて、係留することができない。ということで、第 1 期の不安定期のエピソード。69
年から 72 年のエピソードの時に何が起きたかということですが、1970 年の 3 月、すで
に 80 センチ上昇がありました。そして、群発地震で有感震動が 8 回ありました。その
時、3 千人がポッツオーリの歴史的な箇所に 3 千人が住んでいました。この辺りは一番
変動が大きかった地域です。そして、地震活動も非常に強かったところです。仮設住宅
のほうへ避難が行われました。その後、新たな地区が建設されました。こちらの綺麗で
はない所です。今でもこの町はあります。こちらの方に移住しました。つまり、ポッツ
オーリのここからこの辺りへ移住したわけです。町のこの部分は紀元前 7 世紀からの層
序がありますが、人が住んでいます。ここが復元されて、文化的な活動のためにナポリ
の考古学者の監督の下に文化的な活動が行われています。では、こうしたことから私た
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ちは何を学んだでしょうか。どういう問題がこの間あったのでしょうか。当時 1969 年
から 72 年までの間、科学界はどのようなシステムでこのようなことが起こっているの
か分からなかったわけです。今では隆起、沈降のシステムが分かっておりますが、当時
はまだ分かっておりませんでした。これまでの地形の変位というのは、ヌオヴォ山噴火
の前の活動しか知られていませんでした。その時には隆起が起こっただけでした。です
ので、色々な論争が科学者たちの間で行われました。マスコミも巻き込んだ形で行われ
ました。一番大きな論争の的となったのは、この現象はもしかしたら噴火の兆候である
のかどうかということでした。これについては多くの議論がなされました。ただ、他に
も問題が出されました。大きな問題だと思います。まず、科学関係者も 2 つに割れてお
りました。それぞれが 2 つの省から指名を受けてこうした問題に取り組むよう責任を負
わされていました。そして、他に大きな問題としては、市民関係の防災当局というのが
ありませんでした。防災省というのがまだありませんでしたから。また、きちんと構造
化された火山モニタリングネットワークというのもありませんでした。また、公式にこ
うした危険の評価をするという科学的な主体がまだありませんでした。色んな科学的な
主体はありましたが、1840 年に作られた観測所そのものはありました。まだここが公
式的に危険の評価するように責任を負わされたわけではありませんでした。また、監視
をする責任も負わされてはいませんでした。ということで、かなり混乱状態でした。色
んな人たちが関わりすぎ、そしてきちんと責任を負っているところがどこもないという
状態でした。72 年から 82 年の間の、2 度の不安定エピソードで何が起こったかを見て
いきたいと思います。ベスビオ山の観測所、ナショナル・カウンセリング・リサーチャ
ーが火山モニタリングシステムを作り始めました。そして、1980 年、かなり大きな地
震がイタリア南部で発生しました。これは火山関係の地震ではありませんでしたが、し
かし南部の方に連なる山脈の地殻変動の活動に関連するものでした。そして、何千人も
の人が亡くなりました。それ以降、防災省が作られました。これはイタリアの防災関係
者にとって、1980 年は大変重要な年になります。そして、火山の監視システムが 72
年から 82 年の間に作られましたが、それによってタイムリーな形で当局に警報を発す
ることができるようになりました。この当局というのが防災省となったわけですが、82
年から 84 年の不安定エピソードの前にはそういうところができました。さて、82 年か
ら 84 年の不安定エピソードの時には、もうすでに火山モニタリングシステムが改善さ
れ、技術的なコーディネーションもきちんととられた形で監視活動がされていました。
その責任を負っていたのがベスビオ観測所です。科学的な関係の責任、つまり火山の被
害評価を行う責任はナショナルグループ・フォア・ボルカノロジー、火山学のナショナ
ルグループという科学者たちのグループが負うことになりました。これがナショナル・
カウンセリング・フォー・リサーチの下で作られました。公式な科学団体として、火山
被害の評価を行う責任を負うこととなりました。ということで、時代と共に状況も変わ
りました。では、幾つかデータをお示ししたいと思います。82 年、84 年の不安定エピ
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ソード時のものです。このような形で地殻の上昇と隆起が起こりました。その地殻の変
動が起こった地域が示されています。当初は、隆起と地殻変動が起こった幅というのが
かなり相関しているのが分かると思います。そして、カルデラのところまで広がってい
きます。どのくらい上昇したか。それからその上昇が範囲を覆っていたか見ますと、か
なり上昇が起こったとしても、上昇が起こった地域そのものはそれほど広がっていない。
カルデラの中に留まっていることが分かると思います。こちらは斜線が引かれていると
ころは均一な状況が見られたところです。この 1 万年の間に上昇が一番大きく見られた
地域です。小さい不安定エピソード、小さな地殻変動の時期、大体同じような形でこの
隆起、沈降がこの 1 万年の間に起こっています。では、今度は地震活動のほうです。こ
のような形で地殻が変わっています。そして、どれくらいのスピードでそれが起こって
いるか。また、どれくらいの頻度で地震が起こっているかが一番下の表になっています
が、相関がきちんと見られると思います。地面の変異が起こるのと地震活動が大変相関
しているのが分かると思います。こちらが震央です。70 年から 72 年の間に地震が起こ
ったところの震央、82 年から 84 年の間のものがその下の地図でプロットされています。
次のスライドですが、上が震央、震源が下のチャートでプロットされています。大体同
じ地域で起こっているのが分かると思います。82 年から 84 年の間で起こっているのが
分かると思いますが、震源が大体、この断層沿いにあるというのが分かると思います。
1 万年の間、活発だった断層沿いに震源があるのが分かると思います。82 年から 84 年
の不安定エピソードについて見てみますと、前回の不安定エピソードよりもかなり地震
活動が活発だった為に多くの問題がかなり起こりました。かなり大きな地震が感じられ
ました。また、地震活動によりまして、ポッツオーリの古い建物がだいぶ被害を受けま
した。その為に避難を余儀なくされました。構造的にも安全ではなくなった為です。
1984 年の 10 月、最大のエネルギーの地震、マグニチュード 4.0 の地震が起こった 2 日
後、82 年から 84 年の地震の中で一番大きなものがこの日に出来たのですが、その頃に
地震ハザードマップが作られました。そして、どの地域が、一番リスクが高いかという
情報が当局に出されました。ポッツオーリから 4 万人の人たちが避難することになりま
した。この時は火山ではなく、地震活動のために危険が高まったということで、建物の
構造が安全ではないということで、これだけの人が避難するに至りました。その後、も
う一つ、近接している町マウント・ルシェロというところですが、ちょうどポッツオー
リの郊外にありますが、そちらが作られました。そしてこちらに住民は移されました。
さて、84 年以降ですが、今度は地面の沈降が起こっています。ただ、時々ほんのわず
か、4、5 年おきに若干ですが、隆起が見られます。隆起が起こっているときには地震
活動が見られます。このような形で地面がほんの少し隆起している時に地震活動が活発
化しているのが分かります。最後が 2006 年となっています。これが震央、震源を地図
上にプロットしたものです。では、まとめとして最後にお話したいと思いますが、こう
した不安定エピソードですが、これは一時的なエピソードであります。長期的、そして
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継続的な地殻変動の中で一時的に起こるものです。ということで、これは再び起こりう
るということです。そして、この不安定エピソードに続いて噴火が起こることも考えら
れます。84 年以降、つまり 2 度目の大きな不安定エピソードの後ですが、何が起こっ
たか。カルデラ地域、あるいはその周辺に住んでいる人々はわずかな地面の変異につい
ては特に反応しなくなりました。つまり、日常的だからということで忘れてしまいがち
でした。これはどこででも見られる問題ですが、これは毎日起こる日常的なことである
と、これから先もしかしたら火山の噴火が起こりうるという懸念はすっかり忘れてしま
いがちです。その間、科学者たちは何をやったかと言いますと、これまでの火山に伴う
地面の変異、マグマがどのように溜まっていくか、供給されるかというシステムも含め
て解明をしようと調査を続けてまいりました。また、その間、火山のモニタリングも続
けてまいりました。そして、短期的な火山の危険について評価を続けているということ
で、84 年以来、こうした活動はどんどん改善されています。そして、防災省は今でも
研究、モニタリング活動の支援をしております。それに基づいて、緊急計画についても
さらに詳細を詰め続けています。このような形で科学者たちが進歩を遂げているわけで
すが、長期、短期の火山活動を続けており、そして防災省も計画を積み続けているわけ
ですが、この地域に住む人々、市民の方はどういう危険があるかということを実感して
いないという大きな問題があります。ですので、これから先は市民の教育、情報発信と
いう点で、もっと努力をするべきではないかと考えています。このカンピ・フレグレイ
地域だけではなく、火山の周辺に住む人々は全てこういうことをやらなければならない
のじゃないかと思います。というのも、やはり緊急事態となりましたら、防災活動の一
番の主役は一般市民ということになります。そして、もちろん計画は大変良い計画を練
ることが出来ると思います。当局と科学者たちは素晴らしい計画は練り上げることはで
きるかもしれませんが、しかしその一方で、市民にその情報を発信し、十分教育をして
分かってもらわなければ、どんなに良い計画を立てたとしても計画そのものの成功は見
られないと思います。しかし、情報を持ち、きちんと教育を受けて分かっている市民、
また地域の地方自治体であれば、きちんと何事か起こった場合には対応が出来るはずで
す。日々、その計画に基づいて、またその情報に基づいて、きちんとした対応をするこ
とが出来るはずです。もし、そうしておけば、例えば、土地利用の方法、あるいはその
計画もきちんと計画に沿った形で立てることができますし、いざ緊急事態となった時に
も避難などもスムーズに行われるはずです。また、そのように情報をきちんと持った市
民を育てておけば、何事か起こった場合には、緊急計画に従って、それの実施も成功に
終わるはずです。一方で、市民の生活の質もきちんと高まるはずだと思われます。あり
がとうございました。

＜司会＞
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ありがとうございました。質問がある方は挙手をお願い致します。

＜質問＞
お尋ねします。イタリアでは地震の被害があるとおっしゃられましたが、イタリアでは
どういう形で震度のレベルを決めているのか。それから、先ほど建物の被害があるとお
っしゃいましたが、地震の被害と、それから 80 センチも隆起すると相当建物も被害が
あると思うのですが、例えばどんな建物に被害があって、それに対してどんな対策をと
られているのか。それから、地震の対策で、例えば、建物を補強する方法などはどんな
方法をとったのかちょっと教えて頂きたいと思います。

＜オルシ氏＞
はい。実は、より良い答えは私の同僚ができるはずなのですが、建物についてお答えす
るのはユージニアの方が良いのではないかと思います。このポッツオーリの場合、何を
したかと言いますと、こうした建物、住民はみんな避難させられました。そして、避難
した後にそれらはもう壊してしまいました。また、危険地域に住む人の数を減らそうと
いう計画が立てられました。この間、この建物は補修工事がなされましたので、また人々
がそこに戻ってしまいました。ですから、かなりの人たちがこの危険地域に戻ってしま
ったという状態となっています。というのも、一旦解体した建物を復元したからです。
エンジニアの人たちが再び復元したからです。火山学者としてはイタリアでは防災省の
人たちと密接に連絡を取りながら活動をしていますが、その一方で、エンジニアの人た
ちあるいは建築家の方々とも連絡を取りながら活動しております。構造の強化というこ
とで色々な話をしております。エンジニアの人たちは地震に対する構造を強化というと
ころに今焦点を当てておりましたが、今では一部の人たちが火山に関連した構造強化と
いうことに焦点を当てて活動しております。また、色々な経験、実験をしながら、分か
っていることをナポリの地域に投入しています。最後の噴火の後、分かったことをこの
地域に反映させています。例えば、火砕流が起こった場合、建物に対する被害はどうな
るのかという知識を投入しております。このポッツオーリの地域の建物についてはもう
復元されてしまったので、住民はまた戻ってしまいました。

＜司会＞
他にありますか。ありがとうございました。次は「口永良部島と桜島における来たるべ
き噴火前兆現象の捕捉」京都大学防災研究所火山活動研究センターの井口先生にお願い
します。
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＜井口氏＞
京都大学の井口と申します。私自身、京大
の看板を背負っているのですが、実は鹿児
島県の桜島で、南九州の火山を対象にして、
観測を実際にやっておりまして、今日はそ
の中でも桜島と口永良部島についてお話し
たいと思います。ここで、実際にはまだ噴
火していないので、未遂事件と言ってもい
いのですが、あえて未遂という言葉を使っ
ていないのは、実は事象がどんどん続いて
いっているというところなのです。概して、
未遂といえば、なんか一回イベントがあっ
たけど、その後しばらく静かになっている
よというような場合が多いと思うのです
が、これは色んな事象が次から次へと起こ
っているので、私はあえて前兆過程にいる
というような表現にさせて頂きました。内
容については、事象だけについてご紹介したいと思います。もちろん、色んな教育活動
とか社会的な活動もやっておりますが、も
しご興味がありましたら、また後ほど質問
して頂ければと思っております。これは桜
島の火口でして、場所ですが、これは桜島
と屋久島です。桜島は鹿児島のすぐ傍にあ
るので、皆さんよくご存知だと思うのです
が、口永良部島というのは名前も聞いたこ
とがないと、どこにあるのか分からないと
言われる方が多いと思うのですが、屋久島
の西 14 キロくらいのところにある小さな島で、島民は実は 150 人しかいないのです。
火山学者の中にはそんなところにハザードは関係ないという不謹慎なことを言う人も
いるくらいの島です。
最初に、口永良部島についてちょっとご説明したいのですが、口永良部島は千年前くら
い前には溶岩流を流し出している。200 年前にはブルカニアンをやっている。最近は水
蒸気爆発、あるいはマグマ水蒸気爆発を大体 1 年から 20 年くらいの間隔でやっており
ます。ただ、これは水蒸気爆発と申しましても、1966 年には噴石を 3 キロも飛ばして
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いる。荒牧先生も若かりし頃、その噴火の
後、そこに調査に行かれたと聞いておりま
す。これについて、最近はどうかと言いま
すと、これは火山性地震の月別の発生回数
です。観測を始めたのは 1992 年なのです
が、これを見て頂くと、1999 年を境にし
て、地震の回数がそれ以前に比べて非常に
増えてきているということが分かるかと
思います。しかも、この地震活動の活発化
が大体 1 年おきくらいの間隔で、頻繁に起
こってきている。つまり、この一個一個が
クライスに対応しておりまして、気象庁が
臨時火山情報を出しているのがこういう
矢印を出しているところなのです。じゃあ、
何でここのところで臨時火山情報を出さ
ないのかという文句もあるのですが、色ん
な事象の中で、今日は 2006 年のイベント
についてご紹介したいと思います。2006 年
のイベントですが、2006 年の 7 月頃非常に
減っているのですが、その後、モノクロマテ
ィック地震というのがあるのですが、その後、
低周波地震があって、その後、高周波地震が
あると。つまり、こういうふうに 8 月の末か
ら 11 月、12 月にかけて地震活動が非常に活
発になってきたというのが、地震計によって
取られております。これはただ単に地震活動
だけが活発になったのではないということ
をお話したいのです。
まず、地震がどこで起こっているかなんです
が、これが良く噴火している新岳という火口
なのですが、その深さは大体 500 メートル
程度、ですから非常に浅いところで起こって
いるということです。普通の火山性地震に比べたら、遥かに浅いところで起こっている
事象だということです。こういう地震が起こっている時に、まず 8 月頃からモノクロマ
ティック地震というのが起こり始めたと言いましたが、その時何が起こったかと言うと、
火口の周辺に噴気がたくさんあります。そこで温度を測っております。それが 8 月の上
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旬頃に 96 度から 98 度くらいまでで、約 2
度上昇しました。その後、割と安定してい
るのですが、そういう噴気の状態も確認さ
れていることです。
それから、これが一番顕著な活動なのです
が、これは GPS で地面の変形を図ってお
ります。この変形の変化が 9 月、この変化
というのは火口周辺の地面が膨張してい
るということで、つまり地震活動に伴って、
火口周辺の地面が膨張しているというこ
とが分かったということです。
実は、これと同じようなイベントが 2005
年の 1 月にもありまして、つまり、地震活
動と膨張活動は連動している。つまり、そ
こにはマグマまでとは言わないまでも、何
らかの異常なものが動いていると考えざ
るをえないわけです。これが、その時の地面
の変形です。これが火口です。火口の周辺の
地面がどちらに動いているかということを
示したものですが、確かに火口を膨張させる
ような方向に動いていまして、しかもその変
動源の深さは、私は 130 メートルと見積も
っていますが、非常に浅いところまで来てい
るということが分かりました。しかも、これ
は赤外線のサーモグラフィーで空中の温度
変化を取ったものです。これが約 1 年前、
2005 年の 2 月、こちらは地震活動が活発になって、地盤変動も進行しているという時
にとったものですが、時期が違うし、温度ももちろん違うのですが、異常のないところ
と比べると、明らかに 1 年半前に比べて、
温度異常域が広がっている。温度が上昇し
ているということが分かりました。これは
色んな事象が噴火してもおかしくないと
いうことを示しておりまして、しかも 12
月に入りまして、こういうガスを火山ガス
の噴気が目立ってきました。火山ガスの量
を測ってみますと、40ton par day、一日
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40 トンなので、これは三宅島なんかに比べると、本当に微々たる量なのですが、今ま
で検出されなかったものが検出されるようになってきた。色んな現象が異常な方向に全
て移っていったのですが、今のところ、噴火に至っていないわけです。これをどういう
ふうに考えるかということですが、これは
漫画です。これが下に熱水溜まりのみたい
なものがある。熱水溜まりから熱いものが
上がってきて、地震活動が活発になってく
る。もちろんこれはガスを含んでいるので、
地震活動と圧力源が上昇してくるだろうと。
それに伴って、地熱異常域が拡大して、温
度が上がってきたというふうになるわけで
す。この場合は噴火未遂、噴火に至ってい
ないわけです。こうした現象をどういうふ
うに考えたらいいかということですが、こ
れは簡単にまとめているわけですが、口永
良部島というのは、1 年から 20 年の間隔で
噴火していますので、最後の噴火が 1980
年なのでもう 27 年も経っている。通常の
間隔だともう噴火しても全然おかしくな
い。それから、地震活動がしょっちゅう活
発になってきている。この一個一個がクライシスに対応している。しかも、そのクライ
シスに対応して、地震活動だけではなくて、地盤変動も多い。温度も上昇している。つ
まり、一個一個が全部前兆現象であるわけです。じゃあ、何故これで噴火しないのだと
いうことを考えて見ますと、昨年の場合について考えてみますと、ガスが抜けてしまう。
ガス量が増えたということは、中の圧力をそのまま上げるのではなくて、ガスが抜ける
ことによって、中の状態を緩和させてしまったのだと。つまり一挙に圧力が上がりきら
なかったのだということで、一応説明が出来るのではないかと。つまり私が最後に・・・
について書きましたが、つまりこの意味は、このようなクライシスというのは 1 年から
2 年の間隔で起こっています。最近は大体 1 年半なのですが、来年の 2 月くらいには次
のクライシスがあると思っています。圧力源が非常に浅いところに来ているので、次の
噴火は待ったなしかもしれないというつもりでおります。
次に桜島についてご説明しますが、桜島はしょっちゅう噴火しております。これは大き
な噴火 1779 年、1914 年、安永と大正の噴火。これは 1 立方を超えるような溶岩が出
ています。1946 年は昭和の噴火でこれは少し規模の小さな噴火です。それから、下に
切れてしまったのですが、1955 年以降は、南岳の山頂火口で 7,800 回以上の爆発が続
いております。最近はちょっと下火になっているんですが、桜島のマグマシステムにつ
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いては、我々はどういうふうに考えている
か、簡単に言いますと、一つは姶良カルデ
ラというのがありまして、姶良カルデラの
下に大きなマグマ溜まりが深さ 10 キロの
ところにある。そこのところに年間約 1 千
万立方メートルのマグマが供給されてきて
いる。この供給率というのはここ 100 年で
はほとんど変わっていない。細かく見ると
変わっているのですが、本当に安定した供
給で続いている。桜島の南岳の直下には浅
いマグマ溜まりがある。基本的には姶良カ
ルデラの大きなマグマ溜まりにマグマが
どんどん蓄えられている。それに対して、
噴火する時にはマグマが南岳の直下に移
動していって、噴火していくのだろうとい
うふうに考えています。それでは、最近の
活動はどうなのか。最近、下火になってい
ますという話をしました。これが下火になっているというグラフなのですが、これは月
別の爆発回数で、1999 年の 12 月には約 100 回近い爆発があったのですが、最近は非
常に減ってきております。2005 年、2006 年、2007 年、今年はまだ 7 回しか爆発して
いません。ですから、表面的には非常に静
かになってきています。
ところが、それと反比例するように、こち
らが地震回数です。これが火山性地震の回
数なのですが、
地震の回数が 2002 年以降、
増えてきているということで、表面の静か
さとは反対に、下では賑やかになってきて
いる。こちらがマグマの供給率です。先ほ
どの姶良カルデラの下に溜まってきている
マグマの供給率で、年間 1 千万立方メートルといいましたが、これはここ最近 10 年間
ですが、平均的に見れば、年間 1 千万立方メートルです。多い時期、少ない時期はあり
ますが、年間平均 1 千万だろうと。つまりここ 10 年で、1 億立方メートルのマグマが
地下に溜まってきているのだということが分かるわけです。
こういうような変動があるところで、何が変わってきたかと言いますと、これが南岳の
山頂火口です。それから、これが昭和火口と呼ばれる火口で、1946 年に溶岩を流出し
た火口なのですが、この火口が昨年と今年と、期間は短かったのですが、噴火をしまし
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た。これは 60 年ぶりのことなのです。そ
の間に何が起こったかというと、南岳の山
頂火口だけが、ここで噴火だけが起こって
いたのですが、60 年ぶりに噴火する場所が
変わってきた。これは小規模な噴火ですが、
何か異常なもの、何かが変わってきたとい
うことは言えるだろうと思います。そうい
うような前兆現象、地盤変動、それから地
震活動、それから噴火活動の変化というのを捉えられてきたわけですが、それでは、我々
はこれから先、桜島はどうなっていくのかということを考えなくてはいけないと思いま
す。そこで、私が 3 つのシナリオを考えて
います。これは何も大そうなことではなく
て、過去の噴火の記録に戻って考えてみた
だけですが、一つは山頂噴火です。年間
0.01 方キロメーターのマグマ、この程度の
マグマしか動かないだろうというわけです。
何故山頂噴火が激化するかと考えたら、こ
れは過去の噴火活動から見ますと、これは
第 1 期、それからここで静かになっていま
す。これが第 2 期で、今静かになっている
状態なのですが。実はこのシークエンスの
中で、我々は 1970 年、1971 年のこの辺り
にいるだけかもしれない。つまり、蓄積さ
れているので、第 3 期の活動というのがも
う一度あるかもしれない。これが一番考え
られるシナリオだと思います。それから 2
番目です。これは小規模な山腹噴火というふうに書いてありますが、これは昭和の噴火
です。昭和の噴火を想定してでの話ですが、これは昭和噴火に至るまでの過程をまとめ
たものです。昭和の噴火の前には 1914 年の大正噴火というのがあるのですが、それか
ら 1935 年まで約 20 年間桜島は何も噴火していなかったわけです。
ところが、1935 年から南岳で山頂爆発が始まりました。ここで、赤で書いているのが、
いわゆる昭和火口での噴火で、黒で書いているのが南岳の噴火ですが、1939 年にはい
わゆる昭和火口と呼ばれる東山腹で火砕流も出始めた。その後、南岳の噴火、昭和火口
の噴火、南岳の噴火と繰り返されながら、1946 年の 3 月から東山腹から溶岩が流出す
るようになった。こうした状況というのは昭和火口が開いたということで、昭和火口前
の、約 10 年間の噴火活動の様子に似ているのではないかということです。
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それから 3 番目に、やはり山腹噴火、1914
年の大正噴火クラスの噴火を考えておかな
いといけないと思います。その理由は、こ
こに姶良カルデラがあり、ここにメインの
マグマ溜まりがあると思っているのですが、
このベンチマークの位置の上下変動を示し
たものです。大正噴火の前に上がって、大
噴火が起こると下がると。1946 年の昭和の
噴火があるところにも、これは規模が小さいので、下がり方も小さいのですが、下がる
と。山頂噴火が激化しているときはこの下がり方が小さいわけですが、噴火活動がない
ときはずっと地盤が持ち上がってきているわけです。つまり、静穏なときは持ち上がっ
てきている。実は 2000 年のデータもあるのですが、プロットしていないのですが、実
は静かであれば、桜島というのはこういう動きで持ち上がってくるわけです。大正噴火
の時のマグマというのは大体 20 億立方メ
ーターくらいです。1 千万立方メーターの
マグマが年間 1 年当たり蓄えられてきてい
るわけです。つまり、20 億という数字を 1
千万で割ると 200 という数字が出てくるわ
けです。つまり、200 年あれば、桜島は大
正噴火クラスの噴火をやることができるわ
けです。もちろん、200 年という数字は非
常に曖昧な数字ですから、大正噴火から安
永噴火の間というのは 130 年しかありませ
んから、どうしても 100 年から 200 年の間
があれば、桜島というのは大正噴火クラス
をやると考えざるを得ないわけです。じゃ
あ、100 年後、200 年後でもいいのですが、
今から考えれば 100 年以内だろうというわ
けですが、じゃあそれを我々はいつ起こる
のだということを本当に言うことができるのかと。噴火の予知としていうことが出来る
のかということですが、それは、私は非常に難しいだろうと。今の、我々の噴火予知の
実力で言えば、非常に難しい。では、我々は何をすべきかということですが、これは結
局、最初のところで鵜川さんが言われたことと同じことですが、我々は姶良カルデラの
ところに、今ここの部分のところもマグマがどんどん溜まっている。この 1 の過程の所
にいるわけです。次にどうしても桜島で噴火をするとすれば、マグマは姶良カルデラか
ら桜島に移動してくるだろうと。これは必ずあることなのです。ここでの姶良カルデラ
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から桜島の方へのマグマの移動時期、いつ
移動し始めたか、これをいち早く検知する
ことがまず一番のことです。
それから 2 番目に、その移動の量が分かれ
ば、次の噴火が山頂爆発の撃破で終わるの
か。あるいは昭和噴火程度で行くのか。大
正噴火クラスになるのか分かるだろうと。
その一個一個は桁が一桁違うので、多分そ
この識別はできるだろうと。ですから、一番大事なことは深いマグマ溜まりから桜島へ
のマグマの移動をいち早く検知するシステムを我々は構築すべきだということが最後
の結論です。以上です。ありがとうございました。

＜司会＞
ありがとうございました。質問のある方、挙手をお願い致します。

＜質問＞
井口さんに見せて頂いた地殻変動が段々大正の噴火に近づいているという領域状況で
すか。その図です。その図を見ていると、もうすぐ大正噴火クラスの噴火が起きそうだ
ということが、研究者でなくても感じると思うのですが、こういう図は桜島の住民の方
は皆さんよくご存知の図なのですか？

＜井口氏＞
いえ、こういう図はあまり出していないです。ただ、私は先月末の桜島の防災訓練とい
うのを 1 月 12 日の時にいつもやっているのですが、その時の、防災の説明会というの
で、最近の活動状況ということで、図にはしていないのですが、桜島というのは 100
年から 200 年の間ではこれだけやっているということで。こういう図を出してもいい
とは思っているのですが、恐らく今世紀の終わりから来世紀の始めには必ずやるだろう
と言っています。ただ、僕は住民側の方から何を言われたかというと、これから先そう
いうのが起こるというのは覚悟しているわけです。ところが、いつ起こるのかというわ
けです。30 年後なのか、40 年後なのか、50 年後なのか。そこに住んでいる人にとって
は何が大切かと言うと、これは人生プランに関わることなのです。数十年のことを言う
と。これは 60 年後だと言われたら、もう生きていないからいいですという、孫子の代
は大変だろうとは思いますが、そういうところの予測が僕は一番大事だと思います。
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＜司会＞
ありがとうございます。他にございませんか。井口先生、ありがとうございました。で
は、次の講演に移ります。次は「1998 年岩手山の噴火危機対応」岩手大学の斎藤先生
にお願いします。

＜斎藤氏＞
岩手大学の斎藤でございます。話は防災対
処法の実務のところになると思いますが、
1998 年に非常に噴火周期の長い、2、300
年の周期である岩手山で噴火するだろう
と言う自体がありました。その時の経緯を
お話します。岩手山は日本の方はご承知で

しょうが、東北日本のこの部分にあります。
周辺に 40 万人人が住んでおります。これ
は盛岡市という県都から見たところであ
りますが、非常に人が多い。山頂火口です。
西側、これは古い火山ですが、水蒸気爆発
が特徴的で、この新しい火口ではマグマ噴
火ということが特徴的に起きているとい
う火山です。

周期の長い本格的な噴火は山腹の焼走り溶
岩流というのが 270 年前に、その前が 1686
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年というところで、大きな噴火は 300 年近くないということで、ほとんど住んでいる
人も行政も火山という認識がない。
対策も全くないところで、1995 年に火山性
の微動が起きました。この時は一部の研究
者が注目しておりましたが、世間はほとん
ど動かない。それが、1998 年に臨時火山情

報で、噴火の可能性、火山性地震が非常に
多くなりまして、これから急遽対策が始ま
りました。当時全く、地元は火山と言う認
識がありません。ごく一般的に言われてい
る監視の強化、それから災害予測地域ハザ

ードマップの作成と、緊急対策を作って、
訓練をするということを始めることになったわけです。
火山性地震はこの 98 年に非常に多くなり
まして、その後、増減を繰り返し、減って
いきましたが、その間、山体が南北に 10
センチくらい膨張する。色んな地殻変動が
起きました。その後に、噴気活動が活発化
するということになりましたが、結果的に
は噴火は起きませんでした。
これは臨時火山情報が出てから、最初のマ
ップが 2 ヵ月後、半年後には全体のハザー
ドマップを作りました。日本では初めてで
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すが、噴火のシナリオとどう対策をするか
という火山防災ガイドラインと言うのが
作られました。それから、周辺に 6 市町村
当時ありましたが、各市町村を二順ほどし

てこの噴火対策防災訓練というのが繰り
返し行われました。その間、これは西側の
黒倉山という山ですが、この通り噴気が
300 メートルほど上がる。あるいは 300 以
上の新しい噴気孔が噴出すると言った表
面活動が非常に活発か致しました。しかし
結果的に、これは後ほど東北大学の解析で
示されたものですが、山頂の直下 1 キロ 2
キロまでマグマが上昇して西側に移動し
て噴火は起きなかった。かろうじて皮一枚
で留まったということが後から検証され

ております。
岩手でどういう対策をしたかというと、皆
さんご承知の北海道大学で、岡田先生たち
が実践していたものを勉強して、研究者、
行政機関、もちろん住民は肥大的に関わる。
岩手では報道機関の方々と連携して、緻密
な情報公開、色んな顔の見える付き合いを
しました。地域の安全を守るという減災の 4 角錐というふうに名づけましたけれども、
そういう形で対策を進めてきた。特に、火山の活動に関する学術的な情報。これは、実
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際避難はどうするかといった防災実務に
どう結びつけるかと言うことが非常に課
題だったわけです。岩手では、地元の研究
者を中心に、火山活動に関する検討会とい
うものを現に立ち上げて、その活動を行政、

特に県の方に助言をする。岩手では知事が
協議に判断して、責任者である市町村の組
長に助言をする。学術的な判断を防災実務
に置き換える。それを連帯責任でやるとい
うシステムを作ったのが非常に大きな特徴であると考えています。住民が主体であると。
特に報道機関の方々に情報を公開して、現状をよく分かってもらう。火山の対策の難し
さも理解して頂く。この 4 者が連携すると言う方式を一部では『岩手方式』というふう
に評価して頂いたと考えていいのかと思っています。
その中心になったのが、当時岩手県には
INS 岩手ネットワークシステムと言う地
域振興のために産学官が連携する組織で
すが、この中に、岩手県火山防災検討会と
いうのを作りました。ここには、大学、行
政機関、企業、報道機関など大体 50 機関
くらいの方々が大学に集まって腹を割っ
て意見交換をすると。何をするか、役割分
担をするというふうなことで、これは先月
開かれたのが 59 回目と言うことで、最近は年に 2 編くらいですが、この当時は月に 1
度くらいは開催して対策を練ってきたと言うことがあります。この期間大体 6 年間くら
い、高いポテンシャルを保ったわけですが、噴火しない中で色んな影響が出てきました。
俗に言う学者災害と、特に中央の色んな機関から観測情報が流れる。今ほどではありま
せんが、ネット上で色んな研究者の意見交換が行われて、結構センセーショナルなもの
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が飛び交うということがありました。
それから、地元の報道機関とはかなり連携
を強めてやってきたのですが、どうしても
中央からゴシップショーでのセンセーシ
ョナルな報道だとか、一般紙でも嘘ではな
いのだけれども地元がびっくりするよう
な報道がかなりあって、観光客が減ったと
か、あるいは対策をやっている行政に対す
る不信感もチラッと出てきた。具体的には
入山規制をしました。1998 年の 7 月に規
制をして、3 年後には東側、マグマ噴火は
ないだろうと言う形で色んな対策をしま
した。結局、全山解禁までには 6 年かかり
ました。この間にスキー場が 2 つ辞めてし
まったという非常に大きな影響もありま
した。色んな風評対策、実はこれはかなり
少なかったのですが、まず、住民の方へ良
く説明をする。草の根の説明会と言うのが
百何十回も行われました。それから、中央
報道機関の方々を現地に来てもらって、
色々説明をする。それから、言葉は悪いの
ですが、我々モグラタタキと呼んでいまし
て、ネット上なので、センセーショナルな
ものが出ると、すぐ連絡をして、結構シビ
アな議論をして、これは地元にとって非常
に大きな影響でご理解を願いたいという
形を随分やりました。中央のマスコミや本
社のデスクにも電話をかけて、やり合った
ということが随分あります。後は、地元の
行政では補助金、といっても大した金では
ありませんが、観光業者に対応すると言っ
たことも行われました。6 年間もったとい
うのは、かっこよく言いますと、地域を守
る信頼感をお互いが持ったと言うそうい
うことが確かにあります。
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実際、有感の地震が多発しました。結構怖い。それから、火山ではないのですが、岩手
山の南側で震度 6 弱という地震が起きて、自然災害が結構やばいということを地域が実
感しました。それから、岩手山が動いたのは早いのですが、その後、有珠 2000 年、三
宅島と 2 つの噴火が起きて、これは噴火が非常に災害として恐ろしいという実感が共有
されたと言うことが一つ長持ちしたものだと思います。レベルダウンする時には実は色
んな困難さがありました。安全宣言という
のは出しません。実態的に、入山規制を緩
和したことによって、安全という形を致し
ましたが、これは地震の現象であるとか、
地殻変動が止まった、安全装置を山につけ
て登山者の安全を守った。しかし、西側で
非常に表面活動が活発化し始めたので、こ
れは水蒸気爆発の可能性を予知できない
可能性があるということで、最後までぎり
ぎり引っ張りました。
実際、噴火をしなかったのですが、結構バ
ッシングがあるかと思いました。某県議会
議員で、「斎藤さん、噴火しなかった責任
を誰が取るのだ。」ということも聞きまし
て、「生命保険かけて死んだ方が良かった
のか。」というようなやり合いもしました
が、ごく一部でございまして、そういう面
で言えば、色んな対応が地域を巻き込んで
やった結果として、こういう結果が起きた
というふうに思っています。ということで、
「良」徹底的な情報開示、それからネット
ワーク、膝を付き合わせた住民の対話と言
うようなものが、結果的に良かったという
ことと、今考えて見ますと、マグマの貫入
の時期、マップも何も出来ていませんでし
たが、その時一番危なかったと。平素の備
えが大事だと言う反省点ではないかと思
っています。今回の岩手との未遂が残したと言うことは、初めてマグマが上昇した時に、
火山観測が出来た。そういうデータが我々の手元に残りました。それから実際、防災対
策を進めました。これは大きな財産として活きるのだろうというふうに思っていますが、
未遂で終わったということは、理解はたくさん得ましたが、次に何かが起きたときに、
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どこまで警報を出せるか。また、斎藤が危ないと言って、本当についてくるかどうかと
言うことは、やはりマイナスの面があるのかなという危惧の念も持っております。課題
として、噴火周期が 2、300 年と言う山で、どうやってこの体制を持っていくのでしょ
うか。関わった人は 10 年もしたらみんないなくなってしまうかもしれません。特に、
行政はどんどん人は代わります。生きているうちにことが起きたら、期待しているのは、
今日地元から 3 市町村のずっと関わった担当者が来ております。時間はないのですが、
後で 3 分ずつしゃべらせてもらいます。それから、地元の報道の、その間は防災一本で
やってきた記者もおります。そういう方々が受け継いで、とにかく拠点だけは作って、
この体制をいつかまた復活させるようなものとして継続するとか、色んなことを考える
しかないと思っています。この議論をすると 5 時間ほど頂きたいと先ほど荒牧先生に申
し上げまして、いずれそういう機会も持ちたいと思います。ありがとうございました。

＜司会＞
斎藤先生、ありがとうございました。質問がある方は挙手をお願い致します。
それでは、また発言の機会もあると思います。次の発表は「火山情報の発信と受容、災
害心理学の視点から」東京女子大学の広瀬先生にお願いします。
＜広瀬氏＞
東京女子大学の広瀬でございます。火山の
関係で行きますと、1978 年の有珠山の噴
火で、我々が社会科学と言いますか、人文
科学の専門の者として、最初に日本におい
ては、自然災害の現場で、被災者とか行政
とか、あるいは火山学者の人たちの活動や
仕事を総合的に考えて、特に我々の視点は
被災者と言うことでありますので、どうい
う状況で災害を乗り越えるかということ
を研究しております。ですから、もう 30 年という時間が経っているわけですが、非常
に火山の噴火に対しては、その後雲仙普賢岳の問題、その後 2000 年の有珠山の噴火と
か様々調査をやってまいりました。今日は幾つか今までの皆様のご発表とはやや違った
立場からお話をさせて頂きたいと思います。
一つはこういう自然災害というときに、そういうものに対して我々はどういう形で危機
を認知するかということです。それから我々がリスクを感じると言うことが大事なので
すが、その感じ方がどういう状況で変化するのか。特に我々はこういう社会に住んでい
まして、様々なリスクの中で暮らしております。ですから、自然災害だけが唯一のリス
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クであると言うわけではないわけですが、
そういう中で、自然災害といういわゆる特
殊なものであるということをお話致しま
す。最後に、リスクコミュニケーションの
問題についてお話させて頂きたいと思い
ます。
自然災害の特徴と言うのは、地震とか損壊
の場合もそうですが、まず体感的な脅威を
感じると言うこと。例えば、五感で震動を
感じるとか、目で見るとか、煙を見るとか、
大体火山の噴火で認知率が高いのは、噴煙を見ると言うことで、火山が噴火したという
ことを知ることが多いわけです。こういう場合には、大変迅速な対応行動がとれる。我々
は五感で感じたことに対しては非常にこれから起こる恐怖感とか不安感というものを
解消する為に、非常に迅速に避難行動をとるわけです。しかしながら、こういうふうに
非体感的な脅威と言うのがありまして、これは災害予知の問題、今の未遂噴火の場合も
多分にこの可能性があるわけですが、こういう場合とか、非可視的な災害、例えばテロ
とか、インフルエンザのパンデミックのよ
うな 1918 年、20 年の 2 年間にかけて、世
界的に見ると、日本でも 37 万人くらい死
んでいる。100 年間の地震の被害、死者よ
りもたった 2 年間のパンデミックによる死
者の方が多いわけです。こういうものに対
する反応の仕方がやや違っております。こ
ういうふうに体感的な脅威の場合には、災
害が起こってしまう。例えば、噴火が起こ
ってしまうと、迅速な行動が取れるわけで
すが、しかしながら、こういうふうに噴火が起こりそうだとか、地震が起こりそうだと
か言う状況の場合には、対応が遅れてしまうと言うのが一般的です。それに対しまして、
非可視的な方は過剰に対応すると言うことが起こります。場合によると、この過剰対応
と言うのが先ほどの未遂噴火の場合、怒りうる恐れがあります。
これはリスク情報の伝わり方なのですが、これがリスク自体というのが、実際に危険を
持っている火山であります。この火山がもたらす情報と言うのが色々あるわけです。一
つは第一次リスク情報と言うのがありまして、我々にとりまして、あるいは社会にとり
ましては、例えば噴煙が上がっているとか、あるいは火山灰が降るというものであった
り、地震を体感すると言う場合でありますし、こちらの第一次リスク情報としては、例
えばリスク対応機関、例えば防災科学技術研究所とか、京大とか東大とかいうところ、
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あるいは山梨の環境科学研究所とかいうところで、色んな情報を収集し、分析し、そし
て二次的なリスク情報を作っていくということです。ですから、これは体感的な情報で
あり、こちらは科学的に取材して、調査して得た情報であるわけです。これは第一次情
報です。こういうリスク対応機関が出す情報が、第二次リスクコミュニケーションであ
りまして、これは噴火未遂の場合の情報であったり、場合によると、災害が起こる前の
警報に当たるものであります。今度はメディアですが、メディアはこういう色んな情報
を集めてきて、独自の情報を作る。出していく。あるいは、こういうところの情報をそ
のまま引用して使うという形で、メディアはある意味独自の情報の発信源であると言う
関係にあります。ですから、これが一次情報、二次情報、ここでリスク管理機関、例え
ば気象庁であるとか、政府内閣府であるとか、そういうところがこういうものに対して
要請を指示したりする形のコントロールをするわけですが、一次、二次、三次の情報が
こういう色んな形のフィードバックをしながら、この災害に対する世論形成が行われる
というふうに私どもは考えております。
ところで、これは 2003 年 2 月 18 日、韓
国のテグの地下鉄火災現場です。多くの百
数十人の方が亡くなっているわけですが、
この写真は対向のこちら側にもう一台車
両がありまして、こちら側の車両で火災が
発生する。一人の男が火炎製の床に投げて
火をつけた。こちらは反対側から入ってき
た車両の写真ですが、このように煙が非常
に立ち込めている状況の中で、皆さん割と
平然としているわけです。この人は携帯を
やっていますし、ぼんやりしている人もい
ますし、鼻の辺りに手をやっている人もい
ますし、うつむいている人もいる。我々は、
この次の写真もそうですが、これは暫く後
の写真ですが、この人は相変わらず携帯を
やっていますし、鼻を押さえている人、鼻
を押さえている人はいるけれども、危機感
を感じていないわけです。このように、
我々は非常に曖昧な状況の中で、予想もできないことが起こった場合に、反応が遅れる
という性質を持っています。これを正常性バイアスあるいはノーマルシー・バイアスと
いうふうに言うわけですが、この程度の、これはかなり極端な異常な状態ですが、この
程度の状況でもノーマルな、とんでもないことが起こるはずはないという異常を正常な
枠の中で押し込めてしまうという形で我々は反応する。ですから、ここでもし、「これ
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はサリンのガスだよ。」という情報が流れ
たら大変なことになる。つまり、ここにい
る人たちがこの状況をどう定義するか、ど
う認知するかと言うことが、この人たちの
反応を決定するし、言ってみれば、この人
たちの生死を決定するという状況になる
わけです。
そこで、これがマスメディアです。これが
個人、我々であり、社会であるわけです。
これは国内外の研究機関、専門家、地震学
者などです。こういうリスク管理対応機関とリスク政策決定機関、国の機関ですが、こ
ちらも国である場合が多いですが、何か危険があると、もしメディアが流したとします。
先ほど岩手の火山の例が出ておりましたが、要するに、風評と言うようなものが出てき
た。どういう状況でそういうことが起こるかと言うと、つまり、このメディアが新しい
自分たちの情報を送出する必要を感じたときにとんでもない情報が出てくる。ですから、
こういう機関、こういう管理機関が十分な情報を提供して、このメディアが勝手な憶測
とか想像、あるいは誰かが言ったことを取り上げて、大っぴらにばら撒くというような
状況が出来ない状態を作ってやることが必要です。もしそれをやりませんと、我々は情
報ニーズと言うのがあります。どうも危険があるようだと。そういう場合に、情報のニ
ーズに応えて、メディアは情報を提供すると言う必要性に迫られるわけです。こういう
ルートが回ってきます。これはポジティブフィードバックでして、どんどん加速してい
くわけです。それに応じて、これに歯車のようにこういうルートが回ってきます。つま
り、行政がそれに応じてあたふたと過剰対応すると。これが比較多く見られる日本の災
害だけでなくて、一般に日本の政治、あるいは行政の対応の仕方です。泣く子がいたら、
とにかく泣く子の原因が何であるかと言うことよりも、黙らせる為に何でもするという
行政の、特に日本の行政対応のあり方でありますので、こういうルートを断ち切る必要
があるわけです。
ここに我々の社会が今、より成熟型の社会
になってきております。そうしますと、本
当はコストとベネフィットの関係から図
ると、こういう経済的、心理的コスト、例
えば、何か情報を出して、何かをしてもら
う。あるいは避難をさせると言う場合の経
済的、心理的コストと噴火に対する住民の
安全性の確保と言う両方の重りがあるわ
けですが、これがこちらに急速に移動しつ
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つある。安全重視と言うものに、我々は力点を置かれておりますので、こちらのモーメ
ントは大きくなるわけです。そうすると、本来、そんな必要がないにもかかわらず、こ
ちらが安全のために何でもしてしまうということがあるわけです。これはリスクの噴火
認知の程度にも関わってくると言うことで、我々社会は今こういう方向に動いている。
視点が右方向に動いていると言うことで、よく言われているように、コストベネフィッ
トの合理的な災害管理、あるいはリスク管理というものが今できにくくなっていると言
う状況になっていると思います。こうい
う調査は、私どもは毎年のようにやって
おりますが、来年の 1 月にもやることに
なっておりますが、これは 2005 年の全
国調査でありまして、個人のサンプルが
1,117 人で、かなり大きなサンプルで調
査をやったものです。今度は色々なリス
クの調査があります。残念ながら、火山
の噴火はないのですが、大地震というの
はあります。横軸は社会的にどのくらい
危険があると思うか。それから縦軸が、自分自身、あるいは家族にどれくらい危険があ
ると思うかということで、これは平均値を 4 段階の評定の平均値を取ったものです。そ
うしますと、地震というものに対する危険度の評価と言うのは非常に高いのです。これ
は恐らく、火山の噴火というものを考えた場合に、火山がある意味で場所が限定されて
いることもありますので、もっと低くなるだろうと思います。しかしながら、自然災害
に対するリスク認知と言うのは、火山の噴火も恐らくこの辺にあるのではないかと思い
ます。鳥インフルエンザと言うのがこのくらいで、一番低いのは火力発電所。原子力発
電所がこのくらいでして、エイズ、それから核廃棄物。核廃棄物は、かつては日本では
1993 年に我々がやりました調査では非常に高かったのです。しかし、段々下降してお
ります。しかし、相変わらず、大地震に対するリスクの評価は非常に高いわけです。と
にかく我々は地震に供えなければならないという状況であります。
そこで、リスク情報の発信ということを
考えます。発信量というのが、行政とか
企業の広報とか、企業の場合は不祥事と
言うのが起きていますので問題になるわ
けですし、行政も様々な形で情報を発信
しているわけです。マスメディアのテレ
ビが多チャンネル化するとか、テレビラ
ジオ 24 時間放送をやっているわけです
し、インターネットも最近非常に利用さ
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れて、見る人が増えているという状況であります。そうしますと、リスクについて情報
発信の点から言いますと、メディアによって情報が出るという、ある意味で、メディア
によるリスクメッセージの肥大化というのが実際に起こってくる。先ほど、2 枚目のス
ライドのところで、第一次、第二次、第三次リスク情報と言うのがある。その中で、マ
スメディアが作る情報と言うのは第三次情報であると言うことをお話しました。その第
三次情報が肥大化しているということであるわけです。そこで、これは私どもがやりま
した全国調査ですが、2003 年の 4 月に全
国調査で、サンプルが 3,276 と言う非常に
大きな調査をやったのですが、リスクに関
する情報源をどこの情報源を信頼するか。
それから信頼できないか。一番信頼できる
のはこちら側。一番信頼できないのはこち
ら側。で見ますと、リスク関係では、色ん
な情報、鳥インフルエンザ、インフルエン
ザ、パンデミックから地震情報とか、食品
の安全性に対する情報とか様々あるわけですが、国際機関、例えば国連、WHO とかが
出した情報というものの信頼性が一番高いのです。2 番目が大学研究所等の専門家が出
した情報です。3 番目は政府省庁が出した情報なのです。しかし、逆に、信頼できない
情報源としては、政府省庁が出した情報が信頼できないと言うのがダントツに多いわけ
です。これはなぜかと言いますと、政府や、これは日本の場合ですが、政府や省庁が出
す情報というのはかなり色んなことを配慮して、事実を言わないか。あるいは多少加減
して出していると言う恐れがあるということで、こういう結果になっているわけです。
それに比べて、こういう WHO とか国連機関とか、大学が出している情報を信頼できな
いと言う人たちの割合は少ないわけです。これはかなり大規模な調査でありますので、
信頼度はかなり高い。私どもはまた来年の 1 月にこれと同じような調査を繰り返してや
る予定にしております。
今、気象庁が 12 月から火山情報の警報化と言うのをやるようですが、警報と言うのは、
まず自分自身や身近な人の安全性を確保
すると言うことが第一次的な要件であり
まして、第二次的には社会生活とか経済生
活、例えば噴火であれば、社会コミュニテ
ィの生活を守る。それから経済活動が噴火
によって損なわれないような形で、風評批
判は除くわけですが、そういう形で警報を
出すと言うことになるわけです。この警報
システムのモデルとしましては、災害が発
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生する。あるいは災害発生の危険があると言う状況で、警報発令機関及びその研究機関
がまとめたデータを評価し、ここで気象庁とか気象台とか、気象災害であれば気象台、
気象庁が出すわけですが、こういう警報を発令すると言う決断をするわけです。その警
報はこういうふうに報道機関とか行政機関とか住民、企業に伝えられる。こういうとこ
ろでしばしば誤報が起こります。誤報というのは、この場合、未遂噴火の場合も誤報と
言えないこともないと思うのです。もし噴
火が起こるというふうに警報を出した場
合に、それが外れたという場合、これはあ
る意味で誤報なわけです。それから洪水が
来るといって、大波洪水警報を出して、実
際来なかったということはしょっちゅう
あるわけですが、これもある意味では誤報
で、空振りなわけです。空振りと言うのを
誤報というふうに考えればですが。それか
ら、これが一つの誤報のあり方でありまして、もう一つは、こういう行政機関が誤って、
そもそもここで出していない警報を伝えてしまう。これも割りとしょっちゅうありまし
て、東海地震の警戒宣言について言えば、何回かそういう形の誤報が出ております。し
かしながら、仮にそういうものがあったとしても、それによって警報に対する信頼性が
失われるかと言うと、それは我々の調査においては全くありません。伝達によって機械
ミスや操作ミスで起こってしまうのは非常にはた迷惑な話なのですが、これも今まで日
本でも平塚でありますし、それからアメリカでも空襲警報、かつて米ソの対立が非常に
激しいときにソ連のミサイルが飛んでくると言う警報が出されて、ワシントンの省庁が
避難するということがありましたが、その後で調査をして、そういう警報の誤報を出し
たことに対してどうなのだということを調査致しますと、それ自体は機械ミスであり、
人為的なミスであり、止むを得ないという
ことが多かったわけでありますし、それか
らこういう空振りに対して、一般的に我々
は非常に許容的であります。努力して、悪
意があったわけではなくて、努力した結果
そうなったのだという形でこれを受容す
るということは一般的であります。
問題はそういう混乱が起こるということ
を心配するよりも、従来から例えば、気象
庁や気象台が発する警報や注意報に従う
人が少ないと言うことが問題でありまして、これは日本でもアメリカ、ヨーロッパでも
そうですが、避難勧告、避難指示に従って行動する人が 5 割を超えることはあまりない
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のです。我々がやった調査では、火山の場合は非常に多いのです。実際に噴火してしま
うわけですから、例えば、有珠山の場合は 90 何%でしたし、それから木曽御嶽山の噴
火もありましたし、それから普賢岳ですが、これは抜かしちゃっているわけですから、
あそこは避難指示だけではなくて警戒宣
言、警戒区域の設定まで行われたわけです
から、非常に高いわけです。しかし、まだ
災害が起こっていない場合、津波警報が出
た。あるいは大雨洪水警報が出て、市町村
長が避難指示をした。あるいは避難勧告を
出した場合に避難をする人が 5 割を超える
ことはない。
先ほど、テグの写真がありましたが、自分
の身に何かあるということをなかなか想
定できないと言いますか、イマジネーショ
ンがそこまで追いつかないというのが現
状です。そうすると、こういう状況で避難
勧告指示に従う人が少ないというときに、
問題なのは、緊急事態をどう明示的に伝え
るかが重要。先ほど来、未遂の問題があり
ますが、恐らく、未遂で混乱が起こると言
うことはあまりないわけで、そこでそれを
どういうふうに危機的状況であるかということを伝えることが重要である。誤報はどう
受け止められるかと言うことで、先ほどお話しましたが、フォールス・ポジティブの場
合、空振りの場合、これは避難には相当な負担が強いられるわけです。例えば、学校を
休むとか、会社を休むとか、お店を閉じる
とか、それから、そういうコストを安全確
保のための保険料だというふうに社会的
に許容するという風土が一般的にあるわ
けですが、それをさらに、許容を要請する。
リスクと言うのはありうるのだと。リスク
と言うのは常に確実に起こるものではな
くて、ある一定のはずれというものを含ん
でいるのだという形で、許容を求める。
これは緊急地震速報の場合でも全く同じで、今年の 10 月から始まった、はずれの速報
の方がむしろ多いかもしれないという時に、社会的許容を要請する。むしろ見逃した場
合の信頼性の低下と言うことが危惧されるわけでして、この積極的に空振りする方が、
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見逃してしまう危険よりもむしろ振る方
がいいのだということが、これまでの我々
の調査研究から分かっていることであり
ます。
一般的に言いますと、災害情報に対して、
敏感な人と鈍感な人がいまして、6 割強が
鈍感なのです。4 割弱が比較的敏感であり
まして、こういう社会の中で、そういう層
が混在しているという時に、この情報をど
う伝えるかという、むしろ伝え方の問題と
言うのが非常に重要になってくる。そこで、適正なリスクコミュニケーションが必要だ
と。正確なイメージ、例えば、今どういう状況で、どういう危険がどの程度あるのかと
言うことを一般の市民と専門家あるいはその管理を行う行政との間で共有する。この一
方的な情報提供ではなくて、双方向的なコミュニケーションと言うのが重要となります。
今 日 は USGS の 方 が い ら っ し ゃ ら な か っ た よ う で す が 、 サ イ ズ モ メ ー タ ー
（seismometer）という地震学の母と言わ
れている。カリフォルニアの USGS のご
自身が地震学者であり、リスクコミュニケ
ーションの非常にエキスパートである。こ
の人が言ったことなら信用できると言う
形で、信頼度が非常に高い。これはサイエ
ンティフィック・アメリカに載った写真で
す。こうしたリスクコミュニケーター、そ
ういう能力を持ったちゃんと情報を伝え
ることが出来て、信頼されるリスク情報の
伝え手というものが必要になってくるの
ではないか。これは先ほどのカリフォルニ
アの地震学の母ですが、こうすれば助かる
と言う希望的な勇気を与えなければなら
ないというように彼女は述べているので
すが、ちょっとここに原子力発電所のリス
クの母と言うのがフランスに、これは 4 分
くらいかかるのでやめておきましょうか。
原子力発電はアメリカが一番大きいわけ
ですが、フランスが 2 番目、日本が 3 番目の発電量であるわけで、フランスは国営であ
るわけですが、荻野アンナさんという方がそこの色んな発電所が抱えている問題に関し
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て、非常に卓抜なリスクコミュニケーターというのがいて、どういうふうに行動してい
るかというのがここにあるのですが、これは飛ばします。もしご質問があればお見せし
てもいいのですが。
結論ですが、こういう噴火情報あるいは噴
火が起こりそうだと言う情報があるとい
う時に、これは警報と言うのは不安を喚起
するということがなくてはいけないわけ
です。不安を喚起しない警報なんて役に立
たないわけです。その不安を喚起すると言
うことが、一方であり、もう一方では不安
を喚起する警報が噴火情報と言うものが
外れる場合もあるのだという二重のパン
チを食らうわけです。一般住民というのは
そういうダブルパンチを食らう可能性があるわけです。そういう状況の中で、ある意味
で、社会的な説得を行うことによって、情報提供者側がそういう場合でも許容して欲し
い。認めてほしい。そういうことはあるのだと。安全を守るために必要なコストなのだ
と言うことを説得する必要がある。そして、それを受容性の認識と情報、こういう噴火
情報への、あるいは地震情報でもなんでもそうですが、災害情報への慣れというものが、
結局、住民の迅速の避難行動を含めた災害行動というものを引き起こすことによって、
噴火災害を軽減する。それはリスク情報に対してオープンな社会、色んな形でリスクが
公開しなくていけないということになりますと、それは自分でご自身もそれに対して行
動しなくてはいけない。自分が責任を持って行動する。一人一人の人間が自分のリスク
に対して何らかの責任を持って行動しなくてはいけないという社会を作っていく。その
社会の中で、予報のはずれと言いますか、
未遂噴火と言うものが情報を提供して未
遂であった。これはよかったじゃないか。
今度そういうことがあった場合にもちゃ
んと情報に対して適正な行動を取るよう
にしようという社会を作っていかなくて
いけないと言うことではないかと思いま
す。これで私のお話はちょっと長引いてし
まいましたが、終わりにしたいと思います。
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＜司会＞
どうもありがとうございました。質問もあるかと思うのですが、時間が随分押していま
すので、広瀬先生への質問はこの後の総合討論でお願いすると言うことで、どうもあり
がとうございました。このあと 5 分程度休憩時間を取って、本日の最後の総合討論をし
ようと思います。では、5 分ほど休憩お願いします。

（休憩）

＜荒牧氏＞
それでは、最後の自由討論の時間、実は予定を過ぎてしまったのですが、特にお願いし
て、と言うのは、今日は通訳の方がいらっしゃって、時間が延ばせないと言うことがあ
りまして、特にお願いして、もう少し付き合って頂くことになりましたので、宜しくお
願いします。私が一応司会と言うことになっていたのですが、実は遥々と遠くから来て
頂いた方に無理に前に座って頂いちゃったのですが、それは岩手の例のスタディケース
で、斎藤先生が短くはしょっちゃったとおっしゃいましたが、非常にこれは日本のケー
スとしては興味がある。それで、司会を一部斎藤先生にお渡ししますので、これからち
ょっと皆様関係の方で順番にということで宜しくお願い致します。

＜斎藤氏＞
皆様、押しているところに、先ほどちょっとご紹介致しました岩手山の噴火危機対応と
いうところで、これは我々、研究をやっているものの他に、行政の方々、これから地域
を守るという熱意に燃えて動いてくれました。それから、報道の方々が、先ほどから問
題になっているリスク管理の問題。これも理屈ではなくて、どう伝えて、どうコンセン
サスをとるかという努力をして下さいました。せっかく来ておりますので、皆さんに一
人 3、4 分ずつ思っていたことを喋ってもらいます。最初に、盛岡市の消防防災の次長、
宮野晴男さん。

＜宮野氏＞
盛岡市の宮野と申します。火山防災ということで、我々も火山とはどういうものかとい
うところからスタート致しました。全国では色んな先生方がいるわけですが、岩手山は
東北大学の浜口先生という方がリーダーにおって、岩手山が動いたと言うことから始ま
ったわけですが、その中で、斎藤先生がいますし、岩手山の博士号を持っている土井先
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生がたまたまということになろうかと思いますが、そこにいて災害対応をやろうじゃな
いかということになったのですが、県を盟にしまして行政と戦ったわけですが、色んな
ことで県とも戦ってきたと言うことが魂胆にあります。時間がありませんので、私はや
はり風化させないということは、防災担当者をやはり継続して育てていくということが
やはり斎藤先生にも言われておりますが、その通りだと思います。先ほど、女子大学の
先生も話しておりますが、リスクとかいっぱいあるわけですが、やはり今回も噴火が外
れたと言うことも良かったのではないのかということは我々も堂々と公表して言った
ことが良かったのではないかなと言うことはつくづく今でも思っております。有珠山の
噴火する前の現場調査と、噴火した後の調査、それから岩手山もそれに繋がるであろう
という住民の不安。そして、東京都の島の方が噴火したと言うことで災害があったとい
うことが我々も良かったし、住民も良かったと思います。それが今の地震、水害災害に
もこれが応用されているというのは、非常に私は良かったなと思っております。

＜斎藤氏＞
滝沢村と言う人口 5 万人の日本一の村で岩手山の麓です。藤原防災防犯課長です。

＜藤原氏＞
滝沢村の藤原です。今出戻りと言いますか、前回 5 年間は当時の防災担当としておりま
した。防災担当としての思いと私がやった安全対策の 2 点を紹介させて頂きます。先ほ
ど、防災担当を育てるという話がありましたが、私が防災担当となった時にも当然、火
山と言うのはどういうものか全く分からないで担当になりました。その時の担当は私一
人だけです。女子はいるのですが。一人で何ができるかということで、担当になってす
ごく不安でした。どこの山でも、特にこの岩手山は静養期が長いし、これからも多分何
十年後なのか、もしかしたら何百年後なのか、多分延々とこの未遂が起きてくるかもし
れません。ですから、担当がやれる知識と言うのは、基礎だけは多少今回で出来たかな
と思っていますし、こういった連携の仲間がいると、同じ思いあるいは専門家から話が
聞けて、この INS というシステムの中で、一緒に顔を合わせて、話し合って、私が防
災担当として育てられた。そして自信が出た。それが大きな経験したことです。それを
長く続けていかなければいけないと言うのが一点です。それから安全対策として私がや
ったのは山を持っている 3 市町村、当時は 4 つだったのですが、合併して 3 町村で登
山者の安全対策協議会と言うのを設立しました。それは危ないので、登山者は一旦、そ
れも市町村の権限で登山の入り口を閉鎖したわけですので、その為に、観光面、風評批
判もあったのですが、解除する時が難しい。何もしないまま解除できないということで、
防災行政無線で知らせるシステムを作って、解除に向けた。その作業は今度あったとき
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どこまでそういう安全対策をとるか。自己責任で登るかとかというのはレベルかと合わ
せて難しい部分があるかと思いますが、富士山もそういった登山者が多い山ですので、
岩手山も百名山に数えられている山、その安全対策をやって、解除したというのは私が
今回やった仕事でした。以上です。

＜斎藤氏＞
次は、雫石町という、これも山も入っています。当時、消防防災係長と言うことで長年
対応。今は外科医事務局長になっていますが、観測その他もやっています小原千里さん。

＜小原氏＞
雫石町の小原でございます。行政としては様々な対策をやってきましたが、その中の一
つとして、変わった事例を紹介させて頂きます。私たちは少しでも防災に役立てようと
いうことで、素人ながら岩手山火山活動特別調査隊というのは行政を中心に作りました。
研究者とか先生方には様々な情報等があったわけですが、我々はそれを聞いてもなかな
かよく分からないということで、地元に山があることを自分たちの目で確かめようと言
うことで、6 名の人員で公的に作りまして、役場職員 3 名、それから地元の山に詳しい
人 1 名、それから噴火口に一番近い宿泊施設の職員 2 名の 6 名で作って、毎月 1 回山
に登って様々な調査をしました。調査の中身は素人の我々がやれること。それは目視に
よる観察。それから写真によって定点で観察すること。写真をいっぱい撮ること。それ
から、デジタル温度計を持っていて、噴気が出ている場所を定期的に測ること。これら
を中心にやってきております。火山活動が騒がれました 1999 年 6 月から入山規制が解
除されました 2004 年の 3 月まで 5 年間、この機関を続けてまいりました。その都度、
色んな報告書を作りながら、斎藤先生が主催します INS で発表する機会を与えて頂い
たり、住民に公表したり、防災機関等に配布したりして、最初は色んな批判や揶揄もさ
れましたが、それを継続することによって、また公表することによって少しずつ認知さ
れてきたということで評価をされてきておりました。こういうことを素人がやったとい
うことで、手前味噌になりますが、第 5 回防災まちづくり大賞で消防科学総合センター
理事長賞というものを頂いております。こういうことが地域の住民にも少しずつ分かっ
て頂いて、自分たちがやっている活動が少しずつ評価されてきたということで、色んな
方々との付き合いがこういう活動によって認められたし、また評価もされてきたと言う
のが大きな成果だったのかなと思っております。5 年間は公的にやりましたが、その後
一旦解散して、現在は個人的に観察を続けております。観察を始めてから 9 年目になり
ますが、まだ調査を続けております。以上です。
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＜斎藤氏＞
ありがとうございます。今、自治体の人からお話しを頂きましたが、岩手で言えば、さ
っきのリスク管理の問題、それから例えば、誤報かどうかという話は、私は自然災害で
言うと、誤報だったという話は結果論としてどうかなという気は強くするところはあり
まして、いかに正確に難しいもの、それから相互に信頼し合うかと言うところに果たす
報道機関の役割と言うのは非常に大きいと思います。うちらの方では報道は単に伝える
のではなくて、要するに、地域の安全を守る一翼だというふうなことで、密接な関係を
持ってまいりました。IBC 岩手放送の宿輪記者は入社以来、ほとんど岩手山に付き合わ
されて、でも防災のプロとして今立派になっていると言うところで感想をどうぞ。

＜宿輪氏＞
IBC 岩手放送の宿輪と申します。ラジオをテレビの媒体を持っておりますが、マスコミ
と言っても、ローカル局ですので、こういった防災報道とか、減災報道とか、災害法と
か言うのは使命と言いますか。エリアで必要とされる存在意義として防災報道と言うの
は必要なものとして位置づけております。今日は INS としての話ですが、まず今回は
岩手山の報道に対しては、徹底した情報公開、もちろん会議によっては頭撮りのみとい
うものもあったのですが、終了後はレクチャーと言うのが存分に、納得行くまでのレク
チャーと質疑というのが斎藤先生中心に行って頂いていましたので、そういった部分で、
情報の開示の部分でトラブルが地元メディアと起きたことはありませんでした。そして、
INS という場なのですが、これは僕たちの業務ではなくて、大体土曜日行われるのです
が、会合自体は有志の集まりのような形でして、どちらかというと、普段の取材の補習
というか、元々火山に詳しい記者がローカルメディアの中でそうそういるわけもなく、
まず INS で学んで、それで実際の取材で出てくる数字がどういった意味を持つのかと
か、こういった現象はどういった意味を持つのかというのの知識を得る場所でもありま
した。それ以上に、自衛隊から警察から消防、そしてこの自治体学識経験者の集まる場
所でしたので、まずそういった顔の見える付き合いをしていくこと。これは岩手山の火
山報道だけじゃなくて、岩手の場合は三陸の津波も控えているわけですが、色んな場面
場面でもお付き合いすることになることになるメンバーが INS に集っているわけでし
て、これは非常に有意義だったということです。今日は斎藤先生おっしゃらなかったの
で、INS は頭文字をとって、『いつも飲んで騒ぐ会』と言ったりもするのですが、本当
にそういったくらいに気心知れる関係としてある場所なので、山梨県ですと、山梨日日
さんとか山梨テレビとか山梨放送さんがあると思うのですが、まずそういった純粋にニ
ュースにすぐ直結するのだという感覚ではない情報交換をやりとりする場としての会
議の機関として INS は非常に参考になるのではないかなと思っております。
以上です。

223

＜斎藤氏＞
ありがとうございます。もう時間制限ですので、多分富士山のことがあると思うのです
が、やっぱりローカルなところと、東京が絡んだ、政府が絡んだ話はなかなか質が違う
と言う問題があって、ストレートにはならないと思います。土井さん、たくさんと言っ
たのですが、2 分間だけです。あなたは明日もいるから、2 分計ります。

＜土井氏＞
私は岩手山の危機、1998 年の民間人で 5 年間対応させて頂いて、それから今は 5 年間、
県の行政の方にいます。その立場で話させて頂きますが、一つは岩手山が噴火危機と考
えたのは、1998 年の 2 月中旬です。ところが、東北大学の浜口先生を中心としたグル
ープによって、非常に高精度で高密度の観測がすでになされてネットワークが既に出来
ておりました。従って、そこから得られた情報によって、実は我々は地元の人間は 1 年、
1997 年の 11 月には岩手山が動き始めたと言う情報を得ておりました。浜口先生が直接
住民と言いますか、INS のメンバー、関係者に説明してくれたのです。つまり、活動が
始まるおよそ 3 ヵ月前には地元の人間は知っておりました。そういうことは社会に非常
に準備と言いますか、観測制度が高い上に、事前に情報を出して頂いたということで、
社会に対する安心度が非常に高かった点を一つ話させて頂きます。もう一つは、県の行
政に入って、よく分かったのですが、特に噴火間隔の長い火山を岩手県は 4 つ抱えてお
ります。そのうちの一つが岩手山なのですが、噴火間隔の長い火山を抱えている県の行
政は予防措置というのは非常に苦手だと。要するに、事が起こった後、つまり噴火が起
こった後の事後処理は多分一生懸命やると思うのですが、事前の活動に対しては非常に
鈍いと言いますか、先ほどの広瀬先生で鈍感だと言うお話がありますが、県行政は鈍感
だというのがよく分かりました。噴火してしまえば国が動きます。県も当然動きます。
その前に、市町村が地元ですから必ず動いているわけです。そういうふうにはなるので
すが、噴火しそうだと言っても、なかなか県行政は鈍感で動かない。いわんや、もちろ
ん国も動かない。では、どういう形でその中で防災体制を作るのかと言うのが大きな課
題になるのかと思います。活動的な火山を持つところはもっと違うのでしょうけれども、
噴火間隔が長い火山を抱えるところはそういう問題があるのかなと感じております。そ
の 2 点だけで。

＜斎藤氏＞
なかなかこういうチャンスはないと思いますから、非常に岩手方式でやってきたと言い
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ながら、まずい状況を報告します。独立法人化で大学の火山観測の予算はがんと減って
おります。命綱の東北大学の観測所も浜口先生は辞められました。その後のスタッフも
揃っていません。観測機をお守りするゆとりもないというところで、非常に厳しい状況
ですし。岩手県は非常に良くやってくれたのですが、時代が変わると、やっぱり行政と
言うのは元に戻ってしまいます。土井さんは火山対策指導顧問という形で 5 年間やって
いましたが、3 月で終わりになります。そうすると、継続的な防災をどうするかと言う
問題というのは非常に難題として抱えると言う、決して岩手がいい形で繋がっているわ
けでもないということを申し上げてお返しします。今日はどうもありがとうございまし
た。

＜荒牧氏＞
ありがとうございました。予定をオーバーしちゃって、同時通訳の方はもう結構ですか
ら、悪いけどお金かかっていますから。それでもし良ければ、あと暫くは私の勝手な判
断ですが、オフレコで、別に秘密と言う意味ではなくて、最後に盛り上がっちゃって、
皆さんびっくりされたのではないかと思うのですが、一つのポイントは、岩手山はそう
いう意味では非常に注目すべき噴火未遂のすごく例だと私は思います。言いたいことは
皆さんものすごい熱意でもって、ものすごい情熱でもって、いっぱいあるのですよ。い
みじくも言われました私は、例えば、土井さんは民間人から県に入ったから余計ショッ
クだったのだろうけれども、世界中の官僚組織はそういうものだと僕は思うのです。要
するに、受身と言うか、後追いではものすごく上手いけれども、先にやると言うことは
基本的にないとか、そういう議論になっちゃうときりがないかもしれないけど、ある意
味で非常に重要なことだと思うのです。自然現象でも火山噴火なんかやや特殊だけど、
そういう災害が伴うようなものにどう対応していくかと言うのは非常に奥が深くて、そ
ういう意味で、ちょっとしたきっかけになればいい。実はこれは明日移動して、明後日
つくばでもう一回話があるので、その時チャンスがあればまたそういう話を続けていき
たいと思うのです。非常に奥が深くって面白いと勝手に思っております。何とかぜひ意
見があったらどうぞ。

＜真田氏＞
富士山火山防災協議会事務局の真田です。今日は本当に岩手県やまた外国の方の話を聞
かせて頂きまして、非常に参考になったし、びっくりをしているところです。それで、
3 点ですが、感想と質問で、一つはやはりきっかけがないとなかなか動かないのかなと
すごく強く感じました。噴火未遂があって、岩手県さんもかなり動いた。この富士山に
ついても同じなのです。過去タブー視された富士山の噴火が低周波地震をきっかけに具
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体的に動いた。国も動いたわけですし、地元も動いた。2 点目が顔の見える連携作りと
いうことです。富士山の火山防災協議会でも静岡を巻き込んで、やはり顔の見える繋が
りでなきゃ絶対駄目なのだと。情報の共有化をしていくにあたっても、顔の見える繋が
りをしていかなきゃ絶対駄目なのだということを強く感じているところで、また岩手県
さんの話を聞いて、その意を強くしたところであります。また 3 点目が、その連携です。
どうやって維持をしていくのか。難しい問題です。富士山でも同様に、また今後続けて
いくのがあるのですが、その長年やられた岩手県さんも非常にそれは難しい問題なのだ
と言うことがありまして、本当に機運を風化させない環境作りというのはどうしていく
のかというのは非常に難しい問題だと言うところも感想であります。ということで、2
点だけ質問させてもらいたいのですが、一つがその風化させない機運作りで、先ほど防
災の担当者を育てていくことが大切なのですというお話があったのですが、それも含め
て、やはりこういうことが風化させないためには必要なんじゃないかというようなお話
があればお聞かせ願いたいというのが一つ。2 つ目がこれは実際に具体的な話なのです
が、避難です。やはり火山防災は避難をいかにさせるかということが非常にキーワード
になってくると思うのですが、岩手県さんは首の皮一枚で実際噴火しないで繋がったと
いう話があったのですが、具体的にどこのエリアを避難させようかと言うところまで行
ったのか。そういうことを検討している間に、結局納まってしまったのか。その辺のと
ころをお聞かせ下さい。僕のところの富士山は周辺人口を 70 万抱えていまして、国の
方針なり、防災避難マップで言うと、噴火前に、周りのどこで噴くか分からないから避
難させるというのがあるのです。本当にそれができるのかということでだいぶ国とやり
あったのですが、結局は安全面を考えて避難ということになっちゃったのですが、本当
にできるのかなと言うのが正直これだけの人口を抱えているところでできるのかとい
うところで内心イメージが湧かないのでございまして、その辺をお聞かせ下さい。

＜斎藤氏＞
富士山は大変だと思います。特に、東京都を抱えて、人口も多いし、その判断をどこが
するかということが一つの県のところよりは非常にやりにくいと思います。困難だとし
か私は思いません。岩手県で言えば、どこで噴くかと言うことは、明確には分かりませ
んでしたが、浜口先生がその度に観測をして、次にどこで何が起きるかを的確に掴むと
いうことを試みているのだということを口癖でおっしゃいました。ですので、様々な予
測の被害予測図は作りましたので、どこに来るかということは観測データを積み重ねて、
最後は検討会、もちろん国にも相談しますが、最後判断する。それで、どこをどう避難
させるかについて言えば、知事から市町村の組長に伝えると言う、そこのステップまで
は用意をして、実際の避難訓練でやりました。今回はどこを避難させるかということの
判断については、状況を作って、これはこういう事情だからここだなと、そこの組長に
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この地区を避難させましょうと。最後は組長が自分の判断ですと言うことをテレビの前
で言わせてもらうくらいのこともやりました。ですので、噴きませんでしたが、やれば
出来るところまでいったなと私は思っております。それから、さっきの継続的にという
問題は非常に難しい。岩手はローカルですので、大学の数もありません。行政の数もた
かが知れています。前々から、色んな関係で、我々と言うのは県の総合計画を作るとか、
防災の計画を作るとか、色んな付き合いで火山の前からみんなルートがあるのです。極
端に言えば、知事に「これはまずいぞ。頼むぞ。
」と言えば、
「それじゃあこうしようか。」
と言う話が出来るような話が培われていたというその背景にあるので火山でも「おーい、
やるぞ。みんな集まれ。
」と言う話のときに「よーし。
」という形でみんな集まってくれ
たというところがあります。これは田舎だから、小さな社会だから出来たというところ
があるので、富士山は大変だなということだけを感じております。

＜荒牧氏＞
富士山は大変だけど、岩手はもっと大変だったのですよね。そういうすごい一つの記録
として、是非残しておきたい。なぜかと言うと、私の個人的な意見ですが、噴火未遂事
件と言うのは将来いくらでもあるわけで、広瀬先生のお話でも空振りと言うのはある程
度許容されるとは言っても、実際にあなた方みたいに中にいた人は本当に怖かったでし
ょう。その空振りの問題もあるとか、色んなことがあるし、今高く緊張が上がって、こ
れからどんどん記憶が減っていくわけです。そういうものをいかにして永続させるのか。
それとも永続は出来ないのかという問題は今これから富士山が経験しだすところなの
です。色んなことがあって、これは非常にある意味で噴火したか、しないかということ
とは別に、非常に重要な問題を含んでいると思うので、そういう意味で、是非こういう
話というのはこれからもやっていきたいと思うのです。せっかくですので、ご発言の方
があったらどうぞ。何でも結構です。
＜土井氏＞
継続、別の言葉で言うと、風化を防ぐ方法、先ほど斎藤先生の方が話されましたが、一
つ思うのは、地元に核になるものを作っておくということなのかなと思います。その核
というのは、岩手山の場合は火山観測所がありませんので、核にならないわけですよね。
そうすると、何らかの施設、何でもプレハブでもいいのですが、そして人、そして実際
に何が起こったのかという記録。この 3 つが揃った地元の核を作っておく。そして、こ
の維持に努めることがまず求められる。私個人としてはやっていきたいなと思っており
ます。この核もなくなった時は、本当に元に戻った時だと思います。富士山が動き始め
たのと、岩手山が動き始めたのはそんなに時間差はない。2 年程度の差ですので、同じ
流れの中にいるのではないかと思いますが、いずれ地元に核を作るということがポイン
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トだと考えています。他の東京の大学に頼るというのではないです。国に頼るでもない
です。

＜荒牧氏＞
全く賛成で、3 つおっしゃったけど、すぐできるのは記録を残すことは出来ると思うの
です。それはぜひ皆様方もやって欲しいし、我々も出来れば応援したい。あとの 2 つは
ある意味では難しいですよね。もちろん、やる努力はすべきなのですが。他に。

＜真田氏＞
先ほど核を作るということで、例えば、研究施設というか観測所ではないのですが、山
梨県の環境科学研究所が富士山の防災情報センターも兼ねて、核の研究センターという
位置づけも持っていまして、地元の協議会としては、荒牧先生始め、また池谷博先生も
客員教授になっておられまして、そういった方々にアドバイスを受けたり、会を開くと
いうと、ここでほとんどのことをさせて頂いていますので、そういった意味ではここの
研究所さんにはお世話になっていることがありました。この場を借りて改めて御礼申し
上げます。

＜オルシ氏＞
本当に興味深いお仕事をされていると思います。皆さん、それぞれの地域において素晴
らしいお仕事をされてらっしゃいますが、それでもまだ問題を抱えてらっしゃるという
ことであります。その一つの理由としては、恐らくこのような噴火といったような問題。
これはローカルでは対応しきれない問題であるからではないでしょうか。つまり、この
種の問題というのは、本来であれば、国が対応すべきことではないかと思います。私の
プレゼンテーションで申し上げたかったのはそういった点においては、イタリアの場合
は組織の変更があった。1980 年でした。いわゆる防災省というものがそこにできたわ
けですが、それによって大きな変化をもたらされました。それまでは色んな組織が色ん
な省庁が色んな機関が一緒になってやっておりました。それぞれバラバラにやっていた。
しかも資金が足りないということがありましたし、また場合によっては、利害の対立
等々がありました。私たちは今になって、中心的な機関が出来たと。そして、全て自然
災害のみならず、あらゆる災害に対応をできるようになったので、随分改善されたと思
っております。従いまして、国がそのようなモニタリングシステムを作ると、もう 2 年
後お金を出さない。ないとは言えません。ですから、きちんと対応してくれると思いま
すので、イタリアの経験を皆さんにお話しているだけであります。ですから、申し上げ
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たいのは、国がやるようになって、随分大きな変化が起きたということで、皆さんもこ
れを一つ参考にして頂きたいと思います。もちろん、一日にして物事が変わる、一年で
変わることはありません。国においては随分長いプロセスになると思いますが、しかし
ながら、どこかの時点でそういったことを考えて頂きたいと思います。ありがとうござ
います。

＜荒牧氏＞
じゃあ、早川さん、短く。

＜早川氏＞
先ほど情報を一箇所というお話がありましたが、例えば、現在富士山の状況がどうなっ
ているというのは、例えばインターネットかなんかで、民間とか誰でもすぐに情報がリ
アルタイムで最新の情報が得られるというようなシステムになっているのでしょうか。
誰でもいいですが、先ほど環境科学研究所が富士山の情報の、火山災害の中核的な機関
だと真田さんもおっしゃったのですが、例えば、地震とかあるいは火山とか低周波地震
とかそういう情報が、例えば広瀬先生のお話にもありましたように、情報が途中を迂回
してくるとまた誤報とか信頼性を失う恐れもあるわけですよね。ですから、一箇所で、
最も信頼できる科学的なデータなんかを直接、例えばインターネットかなんかでリアル
タイムに民間でも誰でも見られるようなシステムというのは現在出来ているのでしょ
うか。

＜荒牧氏＞
私は出来ていないと思います。富士山では。それで、大体噴火の予報も出てないし、そ
んなに緊迫もしていないのです。岩手はものすごく緊迫していたので、あっという間に
そういうシステムがやや近いものが出来たと思うのです。富士山だって出来るかもしれ
ない。もし緊迫すれば。今は緊迫していないから出来ていない。言い方は当たり前とい
えば当たり前ですが、そういう状態だと思います。

＜斎藤氏＞
あとすみません。どこがそれをきちっと統括するだけの情報の収集、それから判断能力
があるかということも問題だと私は思います。本来、気象庁がそういう役割を担うとい
うことだと思いますが、実際のデータはそこに得意な大学がこつこつと研究のために観
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測したデータが提供されている。もちろん、東北大のデータも仙台管区という流れにな
っています。だけど、東京の各観測機関がやったデータは今のままでやれば、気象庁に
集約する、予知連のときは集まりますが、そうでない時にリアルタイムで来るとすると、
むしろ報道を通して集まってくる。岩手山はもう古くなったのでしょうけど、報道関係
の方がむしろ東京で得た情報をうちの大学に全部上げてくれたのです。これは正しいの
ですかと。非常に怪しげな情報もたくさんありました。当時、独法化で良い成果を出さ
ないとみんな潰れると、言葉は悪いけれども、そういう状態もあったのです。だから、
うちらはすぐそれを東北大学に転送して、東北大学が一番色んなデータを持っています。
そことすり合わせて、これはちょっと危ないよと。それはまさか嘘だといいませんから、
東北大のデータはこうだそうだから、よく協議した上でオープンしてくださいと。いき
なりそれだけオープンという話でネット載せられたら、今色んな人が生半可な知識を持
っていて、それを見て、岩手ではこういうデータを一言も言っていない。もしかしたら
非常に危ない状態なのに隠しているのではないかという、そういうパニック状態みたい
なことも励起されて、それは逆にお願いしました。協議した上でやってくださいと。で
すから、そういうきちっと集約するところをどうして、どうやって、全部正しいかどう
かの判断は難しいでしょうが、それをオープンできるという形のシステムはかなり難し
いと私は思っています。

＜荒牧氏＞
他にございますか。非公式なただ会が流れているだけなのですが。皆さんお分かりのよ
うに、やはり噴火が始まると、ちゃんと堂々と噴火してくれれば、ある意味、自動的に
ものすごい勢いで社会的なマシーンが動き出すのです。官僚組織も含めて、と僕は思う
のです。繰り返しになるけれども、岩手の場合は吹かなかったものだから、ある意味で
言えば、半煮え状態だったけど、その割にはものすごく色んな経験をされて、大変な地
獄も見たし、逆に言うと、皆さん一緒になって、非常に貴重な経験で。富士山もあり得
るのです。他の山でも全部同じことがあり得る。そういうことで、火山災害は自然災害
の中で火山災害の特質があると思うのです。その中の一つが今言った立ち上がりがある
程度あるけれども、ある意味で非常にローカルな面もあるし、ある意味で、非常に変化
に富んでいるというのもあるし、言い方は悪いけど、研究者にとってはすごく面白い災
害なのです。社会的と自然、科学と一緒くたになって。そういう意味で、その一環でも
皆さんには議論して頂きたいというのがこれなのですが、最後に一言だけ広瀬先生、何
かちょっと寸鉄のご意見でも。
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＜広瀬氏＞
あまり寸鉄というわけにも、鈍鉄で申し訳ありませんが、大変私も噴火未遂の今のお話
を伺って、大変興味を持ちまして、ぜひ詳しく知りたいと思っております。皆さんのご
努力に大変感銘を受けました。どうもありがとうございました。

＜荒牧氏＞
というわけで、時間になってしまったのですが、明後日もつくばに移動してやりますの
で、ご興味のある方はぜひご一緒に。今日は皆様、遥々といらっしゃって、しかも長い
間お付き合い頂きまして、本当にありがとうございました。最後の締めくくりで一言。

今日の閉会の挨拶として、本研究所の志村副所長にお願いします。

＜志村氏＞
時間が大変オーバーしての討論会でございました。誠にありがとうございます。応援を
頂きました先生方、また行政実例等を発表して頂きました行政の皆さん、本当にありが
とうございます。有意義なワークショップになりましたことに感謝を申し上げまして、
この会を閉じさせて頂きます。また、先ほど来お話が出ておりますが、18 日にはつく
ばの方へ場所を変えましてのワークショップになります。ぜひそちらの方にもご参加を
お願い致したいと思います。本日は誠にありがとうございました。

では、ありがとうございました。お開きということにしたいと思います。
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ワークショップ講演議事録（第 2 日目）
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火山災害の軽減のための方策に関する国際ワークショップ 2007
第2日

12 月 18 日（火）

＜司会（藤田氏）＞
火山災害の軽減のための方策に関する国際ワークショップ 2007、噴火未遂事象に学ぶ、の
二日目を開始させて頂きます。本日全体的な司会は私、防災科研、藤田が担当致します。
宜しくお願い致します。

まず最初に、岡田義光、防災科学技術研究所理事長よりご挨拶申し上げます。

＜岡田氏＞
おはようございます。防災科学技術研究所の理事長を務めております、岡田と申します。
本日は火山災害の軽減のための方策に関する国際ワークショップ 2007 という事で、当
研究所へおいで頂きまして誠にありがとうございます。
副題として、海外国内の噴火未遂事象に学ぶ、どの様に対応するか判断するか、という
事がパンフレットにありましたが、このテーマにつきましては既に一昨日山梨県の富士
吉田市の方で会合が持たれて、有益な討論がなされたと伺っております。本日はその結
果を受けまして、更にテクニカルなディテールまで含めて議論の進展がなされるものと
期待致しております。
噴火未遂というのは、噴火の前兆現象を捉えながらも噴火しなかった事例との事であり
ますが、これにも色んなレベルのものがあるのだろうと思います。火山地帯で時折発生
しては活動が止んでしまう群発性地震、これも軽い噴火未遂なのかも知れませんし、今
にも噴火しそうな状態にまで行って、いわばドタキャンの様な状態になる劇的な噴火未
遂まで、様々な事態が考えられます。この様な事例は火山学的に大変興味の深い現象で
あると同時に社会的には非常に大きな問題を引き起こす可能性のある事柄であります。
この様な事態を迎えた時に研究者や学識者からはどの様に役立つ情報提供が出来るの
か、また国ですとか自治体の防災行政担当者が今、どの様な戦略で臨むべきなのか、大
変に難しいテーマではありますが、本日は過去の噴火未遂事象の経験に学びながら様々
な議論が行われまして、より良い方向性が示されますことを是非期待させて頂きたいと
思っております。
本日のワークショップは私共防災科学技術研究所と、山梨県環境科学研究所の共同共催
という形で開かれておりますが、後援と致しまして、気象庁、内閣府、文部科学省、日
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本火山学会、それと富士山火山防災協議会、にも多大なるご協力を頂きました。最後に
なってしまいましたが、これら諸機関の関係者の皆様に感謝を申し上げて私のご挨拶と
させて頂きます。どうもありがとうございました。

＜司会＞
続きまして鵜川元雄より、本日の開催趣旨のご説明を申し上げます。

＜鵜川氏＞
防災科学技術研究所で火山の担当をやっ
ております、鵜川と申します。今日は防災
科学技術研究所と山梨県環境科学研究所
が主催します国際ワークショップ、噴火未
遂事象に学ぶにご参加下さいましてどう
もありがとうございます。このワークショ
ップ、先ほど岡田理事長からも申し上げま
したが一昨日山梨の環境科学研究所で最
初の第一日目を行っております。今日は二
日目という事で更に深い議論に入れれば
と思っております。
今日プロジェクターの調子があまり良くなくて、小さなプロジェクターで今映しており
ます。それで、ちょっと見え辛いのではないかと思いますので、是非後ろの方にお座り
の方は前の方に移動して頂いて画面の近くの方でご覧下さい。
さて、2000 年に日本では有珠山が噴火して、
その後三宅島が噴火するという事を経験
しました。その直後なのですが、富士山の
低周波地震が活発化するという、多分誰も
予想していなかった事件が起きました。こ
れが 1980 年から 2006 年までの低周波地震
の発生した回数やエネルギーを足してい
ったグラフなのですが、2000 年のこのあた
り 10 月位から急激に低周波地震の数が増
えるという事が起きました。これを機会に富士山ではハザードマップが出来たり観測網
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が強化されたり、或いは地元では火山防災についての協議会が作られるという、そうい
う動きが起こりました。
この 2 年前に岩手山ではやはりマグマが上
昇して噴火、あわや噴火するという所まで
事態が進むという事があって、ハザードマ
ップが作られる、或いは、防災関係者のネ
ットワークが作られるという、そういう事
が起こりました。このどちらの事象も噴火
まで至らなかった、けれども火山防災につ
いて随分いろいろなものが進展したとい
う、進展するきっかけになりました。そう
いう意味で噴火はしなかったけれど、噴火
未遂に終わったけれど火山防災について大変大きな役割を果たした事件という事にな
ります。
一方、去年の今ごろの事なのですが、私た
ちの関連しています火山の中に硫黄島と
いう南の方にある火山がございます。この
火山がちょうど映画が、硫黄島の映画が封
切られた今ごろの事ですけれども、この当
たりで、これ硫黄島の中にある GPS の国
土地院の GPS の動きですが数十センチ秋
から冬にかけて隆起するという事が起き
ました。硫黄島にとっては、こういう事態
はしょっちゅう起こっているのですけど
五年前に、やはり 1 メートル以上隆起するという事があって、その時は海岸でこういう
噴火、爆発が起こっています。幸い 2006 年から 2007 年にかけての隆起は噴火を伴い
ませんで、やはり噴火未遂に終わったという事がございます。硫黄島は社会的に住んで
いるのは自衛隊員だけで大きな問題は起きないのですが、それでも関わっているものに
とって、こういう事態が起こると噴火するのか、しないのか、という事で大変気をもみ
ます。噴火未遂というのは社会的にも大きい影響を与えますし、それから研究者にとっ
ても正確な情報、明確な情報を出せないという所で大変不安な気持ちにさせられます。
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一昨日の山梨の環境科学研究所での議論
でもはっきりして来たのですが、噴火未遂
というのは色んな面で影響を及ぼすとい
う事がはっきりして来ました。例えば防災
対策については、防災対策のきっかけを作
る大変有効な事件である。或いは既にある
防災対策の機能をチェックする機会にな
る。そういう意味では、プラスの役割を果
たす大変いい機会になると。ただ噴火しな
かったという事で、負の効果もあるのでは、
と。噴火するという事を想定して色んな事が進展しながら噴火しないで終わってマイナ
スのコストにあたる部分だけが残ってしまった。そういう事も影響与えるかと思います。
それから噴火するかしないか分からない
という、そういう不確定な情報をどう伝え
ればいいのか、という問題もいつもはらん
でいます。そして私たち噴火予知に関わる
者としては予測の精度をこういう場合ど
ういう風にあげれば良いのかという技術
的な問題もございます。沢山の問題があっ
て、そしてそれぞれの事件によって影響の
与え方が違って来ると思います。例えば火
山の規模。富士山の場合、大きな火山体で
すと、また周辺の人口が多いと大した次元ではなくても、その影響というのは非常に大
きいものがありますし、火山の規模或いは人口の、周辺の人口の問題それから文化の違
い、或いはそこに整っている観測体制がどういうものかと、色んな状況で噴火未遂の影
響というのは変って来ると思います。ただ私たちが経験出来るのは本当にその内の一部
のものしか経験出来ないというわけで、今回海外からも三人の研究者それから日本の国
内からも岩手県、つくば、山梨県の方に来て頂きまして、これまでの色々な事象を紹介
して頂きながら噴火未遂について考えて、考えを深めて行ければと考えています。
今日の午前中は海外の事象に焦点を当てましてイエローストーン或いはロングバレー
カルデラについてジェーコブ・ローウエンスターン博士にお話して頂きます。それから
二番目にハーマン・パティア博士にラバウルについてお話して行きます。それから三番
目にジョバンニ・オルシ博士にイタリアのカンピ・フレグレイ火山地についての経験に
ついてお話して頂きます。午後は噴火未遂の研究の意義そして京都大学の鍵山先生にお
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話しして頂き、その後気象庁の北川さんに
噴火の警戒レベルや警戒警報について、こ
れは特に 12 月から試行されているという
事で色んな話題が出てくるかと思います。
こういう話をして頂いた後、総合討論とし
て日本の事例をいくつか、岩手山の事例に
ついて土井さん、それから磐梯山について
宇都宮大学の中村先生、或いは磐梯博物館
の佐藤さんに話して頂き気象庁の山里さ
んにコメントいただく等考えております
が、総合討論時間がある限り活発な議論を
して頂いて噴火未遂についての考え方を
深めて行きたいと思いますので皆様活発
な議論をどうぞ宜しくお願い致します。
ワークショップの目的という事でお話を
させて頂きました。では宜しくお願い致し
ます。

＜司会＞
今鵜川の方から申し上げました通り、議論の方をなるべく活発にしたいという風な事で、
最初アブストラクトにお配りしたプログラムから若干変更しています。今日の午前中で
すが午前中の最後に議論を、討論を予定していたのですが、それをなしにして午前中は
11:50 まで、午後の部を 13:00 から始めて総合討論を 14:40 から 1 時間半くらい出来れ
ばという風に修正しております。その修正版が受付の所で置いてありますので、もしお
持ちでない方はご覧下さい。それからこちらの修正版で、総合討論で話題提供して頂け
る土井先生と佐藤先生のアブストラクトをお付けしてありますので、こちらの方も後ほ
どご覧下さい。
それでは最初のご講演に参りたいと思います。ロングバレーとイエローストーンカルデ
ラにおける最近の貫入危機について米国地質調査所イエローストーン火山観測所ジェ
イコブ・ローウエンスターン博士、宜しくお願い致します。
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＜ローウエンスターン博士＞
おはようございます。ご招待頂きましてありがとうございます。また日本に来る事が出
来て非常に嬉しく思っております。この様な機会を頂いて皆様の前でお話出来ることを
嬉しく思います。今日お話したいと思っておりますのはロングバレーとイエローストー
ンカルデラ、この 2 つについてです。私はイエローストーンで主に仕事しておりますの
でロングバレーの火山系については専門家とは言えないのですが、ディビッド・ヒルか
ら指示を受けましてこのプレゼンテーションをご用意致しました。ロングバレーについ
ても今日のセッションに関わりが深いと思います。沢山の噴火未遂のケースがございま
す。この 30 年間、特にロングバレー地域でこの様な噴火未遂があるのでご紹介して行
きたいと思います。科学者として、またそういった事例に関わって来た人間としてご紹
介出来ればと思います。イエローストーン、これはアメリカ西部です。ここにあります
のがイエローストーンで、レークレバープレーンの端にあります。そしてこのべイスン
ロビンスの近くにありますけども、ロングバレーはこちら。これはべイソンレーンの西
側の西端となっています。この 2 つ、非常に活動の活発なカルデラ系となっています。
かなり領域があります。大体海抜 2 キロ、一番低くて 2 キロの所にありますが、非常に
深い地殻運動がありまして、この地震活動、また地殻変動それからこの流体活動、非常
に複雑な構造を持つ特徴を持っています。
ロングバレーはシエラネバダ山脈にあります。この岩盤の貫入がここに見られます。そ
してこちらがカルデラ。この地域ですけれども他のスライドでも後でお見せしたいと思
いますが、ここにも示してあります様にこの湖があります。アルカリ性の PH が大体
10 位のものとなっています。モノレーク。この地域で非常に火山活動が活発になって
います。これも後で触れたいと思います。
それからこの地域は隆起が大きい、全体が隆起しているということ。トランステンショ
ナル・ストライクス・スリップ活動があります。プレートがこのサン・アンドレアス断
層に入る事によって活動が活発になっています。この山脈の構造がそうやって出来たわ
けですけども孤立状のこの断層がありますけれども、ここに大きなトランステンション
があります。この地域全体で非常に高熱のマントルが上昇すると、これによって火山が
爆発すると、噴火するという事になっています。
これはマンモスマウンテン。西から北東を見た風景です。カルデラの西部になります。
これが溶岩ドーム、こちらがカルデラです。これがマンモスマウンテンです。ここに地
質発電所があります。50 メガワットの発電能力でカサディアブロと呼ばれている発電
所です。このカルデラの西部になりますけれどもマンモスマウンテンそのものは、3 万
年から 5 万年のこの複合火山になっています。ロングバレーの地震活動のかなりの部分
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をここで見られます。ロングバレーそのものが 76 万年前に出来ました。6,000 立方メ
ートルのマグマが当時噴火の時に排出されています。
これがマンモスマウンテンですけれども、ここにスキーのスロープが沢山形成されてい
ます。大体 3,700 メートル位その日にち以来高くなっていますけれども、一番この麓の
ところに沢山のビルがあります。この 30 年間開発が進んで建設が進んでいますけれど
も、スキーエリアは更に拡大にあります。マンモスレーク市１万人から１万 5 千人の住
人ですけれども更にそれ以上の人々が当地にやって来るというこのスキーリゾートで、
また一年中、夏にも人が訪れるリゾート地となっています。非常に地震活動の活発なと
ころですけれども最も活動が盛んなのがイエローストーンの外部、それから殆どの活動
がカルデラの南部。カルデラ、ここにあります。このシエラネバダ山脈そのものについ
ては、このロングバレー系と連結していて、この地域全体の地震活動が活発になってい
ます。これが地震マグニチュードです。こちら時間軸です。ご覧になれます様に非常に
大きな地震が 1980 年代に起こりました。80 年代を通して起こっていますけれども、こ
の地震と、この噴火未遂、地震活動とも関連があると言われています。
こちらの図は後で見て頂きますけれども、これは隆起を示したものです。時間軸で見て
みますと 1978 年からこの様に上がっています。上昇、継続的に取った情報ですけれど
も、2 色の EDM で取ったものです。このシステム最早使っておりませんけれども、今
GPS のみで計測しています。一貫性を保つために、この二つを見ていますが、ケース
的に見ると、この地殻運動、常に上昇が高まっています。ロングバレーとは他のとは違
ってこの静穏化がなく常に上昇を続けています。大体 70 センチ位 1970 年代後半から
上がっています。このカルデラ内の地震、それからシエラネバダの地震、こちらに 2200。
これは累積数ですけれども、当然これ累積なので上昇しているのですが、この隆起の周
期の間に大体この二つの周期がありますけれども、この時非常に高い地震活動が計測さ
れています。
火山災害というのは、非常にまだ高いハザードを示しています。5000 から 0 まで高い
噴火がありますけれども、この地域はロングバレーのカルデラの北部マンモスマウンテ
ンから北に向かって一連のクレーター、火口があります。それから溶岩ドーム、インヨ
ークレーター、モノクレーターとあります。それからモノレークまで繋がっていますけ
れども最近の噴火が全てここで起こっております。かなりの多くの部分が 3300 年前と
なっています。カルデラ以外のところで小さい噴火が発生していますけれども、それで
もこの近隣地域では非常に懸念されています。600 年前の一つの噴火によりまして、大
きなこの降灰が見られました。大体 80 センチ位、このマンモスマウンテンにあります
けれども、ここでもこのマンモスレークの近くの町でも、灰が降っています。近年非常
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に活発な地域で、やはりこの灰の問題が町にも起こっているという事です。
一つこの警報システムについてですけれども、色々な警報システムこの中でお話して行
きたいと思いますが、この警報システムそのものも変って来ました。何回も何回も変更
を経験しています。1980 年代初めから現在まで何度も変りました。もともと 1970 年
代から 1983 年にかけて三つのレベルのシステムが使われていました。ハザードプログ
ラムというのは一般的に 1980 年代にこの火山ハザードプログラムが USGS でスタート
しました。その前は全くハザードプログラムというのは火山に対してはありませんで、
非常に一般的な、この全ての災害の担当局が作っていたハザードシステムだったわけで
すけれども、もともと期間というのが設定されていました。ノーティスというのは通知。
特に期限というのは設けられません。ウォッチというのは、例えば数ヵ月から何年後に
起こるかも知れない事を示すのです。ウォーニングは、もう少し短い期間となります。
6 回の地震が 5 月に 1980 年代に起こっていますけれども殆どカルデラの南部に起こっ
ていますけれども一般的にもっと幅広く見られています。
重要な点はいくつかここにあります。まず第一番目 1975 年から 1977 年にビショップ
タフの論文が発表されました。これで非常に地質学的にも重要な論文で沢山の人が読む
事になったわけですけれどもロングバレー地域のハザードを考えるきっかけになりま
した。地質学者の論文です。
それからセント・ヘレンズ山、1980 年の 5 月に噴火しまして、地質学者が心配してい
る火山ハザード、この地域が特に心配だと言われていますけれども大体マグニチュード
6 までの地震が 4 回起こっています。USGS は 5 月にウォッチという警報を出しました。
これは将来もしかしたら地震によって災難が起こる可能性があるという事を示すもの
です。ウォッチというのは、先ほどお教えしましたけれども、数ヵ月から数年後に何か
こういった火山活動が起こるかも知れないという事です。それから実際にこの 4 回目の
地震が起こったわけですから、この警報は成功という事が出来ます。
それからその数年後、沢山の群発性地震が発生しています。そしてまたベンチマークが
上昇始めまして、かなりの上昇が見られました。数 10 センチ。前のベンチマークレベ
ルよりも隆起している事が観測されました。
1982 年の 5 月にこの、元々のウォッチという制度がなくなりました。取り下げられま
した。ノーティスは残っていました。科学者は、この様な群発地震が起こっていたので、
懸念はしていたわけですが、USGS の長官、カリフォルニア・オフィスの研究サービス
が、もしかしたら火山活動がある、という事でノーティスをそのまま残す事にしました。
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この情報が新聞に漏れて、特にロサンゼルス・タイムズが記事を書いたわけです。USGS
がノーティスをどうやら発行するらしい、アップするらしいという事で。当然そのノー
ティスが出たわけですけれども、かなりマイナスの影響が出ました。近隣の住民が新聞
を読んで今後その火山警報が出るのでは、という事で、この地質学者が意識していたビ
ショップタフの論文について住民にも知られる事になったわけです。ちょうどこれはメ
モリアルディーの休日の週末直前となっていまして、結局旅行する、この地域に来よう
と思っていた人達が旅行をキャンセルするという事になってしまったわけです。これが
その当時の新聞の見出しです。1982 年から 1983 年の新聞ですけれども、マンモスレ
ークの溶岩が、噴火があるかも知れないと。予測は今、暑い状態にある、つまり住民の
人達が非常に困った状態にある事を示しています。パニックになったり、科学者がこの
情報をモニタリングしているという様な記事が書かれていますけれども、１月にまた群
発性地震が始まりました。サンフランシスコ・クロニクルでは、この様な漫画が出てい
ます。風刺漫画。この様にカリフォルニアの科学者がマンモスレークで集まって、この
地震について調査していると。この様にお湯に入って、住民に提供している情報は必ず
しも正しくないかも知れないという印象を与えています。1983 年に地元の住民グルー
プが、この町のビジネスリーダーや地質学者や、また防災関係者とミーティングを持ち
まして、”1000 年の昼食”をとったと。つまり 1000 年もかけて、この昼食会まで辿り着
けたという様な意味があるのでしょうか。いろいろな怒りや焦燥感が住民の間で溜まっ
ていたという事が示されています。
同じこの年の後で、この USGS の長官が 3 つのレベルの警報システムを一つのレベル
に変えてしまいました。つまり警報が出るか、出ないか、どちらかという事になってし
まったわけです。そうする事によってこのウォッチ、前に出していたウォッチ、警報と
いうのは取り下げられた形になっています。
この様に今後火山性災害が起こるかも知れないという通知警報がなくなったという事
になります。1983 年 10 月にマンモスレーク・タウンがもう一つ道路を建設しました。
これによりましてシーニック・ループという道路なのですが、避難路の役割を果たす事
になります。これによって町の人達が新たな地震、あるいは地質活動で何か問題がある
時にこの道路を使う事が出来る様になります。
1981 年、82 年、83 年の一番困難な時期なのですけれども、デイブ・ヒルがこの当時
からこの地元のコミュニティーと協力しながら継続的に情報を提供し、この地域のハザ
ードについて連絡し、そして協調努力をする事によって、誰が責任を持っているか責任
分担を明確にしました。市民に対するこの警報システムについても年間 4 回ミーティン
グを行って住民の満足度もかなり上がってきています。この地質モニタリングの仕方に
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ついてもかなり情報が伝えられる様になりました。1984 年から 88 年、比較的この平穏
期、静穏期を迎えます。それから重要なエピソード、1989 年に起こりましたマンモス
マウンテンの、この地震、群発地震と、この様な貫入が見られています。マンモスマウ
ンテンはここにあります。これがカルデラです。これが境界線。小さい点がありますが、
この点は黄色い点ですね。これが地震。この 1989 年の群発地震の発生箇所です。非常
に深部の長周期の地震もあります。1989 年にこの長周期地震が全て検知され、現在ま
でそれが続いております。
2 回の時期、周期がありますけれども、赤と黄色に分けています。黄色い点の地震とい
うのは、1～4 キロ位の深さです。ですから比較的浅部の地震となっています。大体こ
ちらは 30 キロ位となっています。この黄色っぽいこの地域ですけれども、後で分かっ
た事なのですが、CO2 フラックスがこの土壌に沢山あるという事が分かりました。これ
は 1993 年か 1994 年まで分からなかった事です。3、4 年経ってから、最初の 1989 年
の群発地震から 3、4 年経ってから分かったものですけれども、これは科学的な CO2 の
証拠になると、つまり CO2 ガスがこの様に地下から出された 1989 年にすぐ出始めてい
ると、放出されているという事が分かりました。後でもう少しお話したいと思います。
Tree kill area です。これは 500 エーカー位の面積ですけれども、Horseshoe Lake の
近くになっています。CO2 のハザード・エリアとなっています。森林サービスがこのサ
インを立てて注意を呼びかけています。特に冬季、低い位置で、例えば屈んでいると死
亡する可能性があります。一人この冬季にスキーヤーが入って死亡したという話もあり
ます。CO2 が非常に高い濃度で蓄積している、高さの低い所が危険だと言われています。
VLP 長周期の地震です。これは流体移動によるものです。地殻内の流体移動ですけれ
ども、ボリューム・ニュートラルのイベントが発生しています。VLP 長周期ですけれ
ども、非常に大きな流体がここから動いて、それが振動しています。全部でこの脆性破
壊が見られます。これもフラックスの移動によるものです。これが低い波形です。長期
に渡る、長周期に渡るイベントが見られます。非常に高周波のイベントも、その上に同
時に発生している事が分かります。非常に複合的なイベントが見られます。超長周期、
長周期それからその脆性破壊、同時に発生している事が分かります。その深さですけれ
ども、浅部の場合もありますし深部の場合もあります。
1991 年にもう一つのシステムが作られました。この後また二つ出来るのですけれども、
これが出来たのは、カリフォルニアの OES が作ったもので、地震チームと一緒に作り
ました。5 つの文字を使っています。それぞれの警報状況を示すためのものです。例え
ば噴火が起こるかもしれないと、A が一番警戒レベルが高いもの、E が一番低いものと
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なっています。これも地震が、地震チーム、地震プログラムが主に責任をもってロング
バレーをモニタリングしています。数年後この火山プログラムがそれを引き継いでロン
グバレーの努力を火山プログラムが担当し、独自の警報システムが出来、我々が別の所
で使っているものと、もう少し一貫性が取れる様になって来ました。少しまだここには、
まだ混乱があると思います。科学者とか、住民についても、どうやったら一番良い警報
をこの地質学的な活動について発する事が出来るかまだはっきりしていないわけです。
1990 年代半ばに同じ様に群発地震が発生して、マグニチュード 4 の、までの地震が３
回起こっています。ここにあります様に 1980 年、沢山の隆起、多くの隆起が見られま
す。継続的な隆起上昇が 1989 年からマンモスマウンテンの群発地震と共に続いていま
す。1990 年の後半まで継続しています。これについては、もう少し後で話したいと思
います。
こちら、また新聞の記事です。この様に群発地震が 1990 年代に起こっていまして、や
はりこの火山と、そこに来る観光客を話題にしています。住民も地元住民も非常に懸念
しております。あまりにもこの火山の災害について注目が当たってしまって、この火山
に関する報告について十分満足が見られていないという事です。もう少し全国紙と地方
紙を見てみますとガスが放出している事も伝えられています。サンフランシスコ・クロ
ニクルでもマンモスマウンテンで今マグマが今上昇中という記事が出ています。そうい
う情報が提供される様になって来ました。1996 年になります。ディビッド・ヒルが同
僚と共に、このロングバレーのモノクレーター地域の火山災害の対応プランというもの
を一冊作りました。コピー持っていますので必要であれば情報を伝える事が出来ると思
います。
この報告書の中にもう一つのシステムが出来ました。これは色分けされたシステムにな
っていまして、今持っているシステムとかなり近いものになっています。ロングバレー
の現在のシステムに似ていますが、新しいシステムがここで出来ました。緑、これは特
にリスクなし、ウォッチ、これは黄色になります。オレンジは警報、ウォーニングとい
う事になります。赤は現在噴火中という事になります。この観測、その努力でこの様な
システムを作る事が出来ました。正式なこのハワイ火山観測所等もアラスカの観測所も
これに続いていましたけれども、4 つのこの火山観測所が一緒に作ったわけですが、ロ
ングバレーもこの火山対応システムを作りました。この中にもう一つ、また具体的な言
葉として、緑から黄色に移る時に何が必要かという基準も設定されました。これは意外
ではないとは思いますけれども、地元のリーダー達が、例えばある一定の数の地震とか、
マグニチュードのレベルが観測出来れば、ステップを変えることが出来る。またどれく
らいの地表の上昇で、例えば緑から黄色に移るかという事も書かれてあります。同じ様
な文章で客観的に意思決定が出来る様に、モニタリングをしている人間が、どの様なこ
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の警戒レベルを一般の住民に知らせるべきか、基準が明確に記されています。
それから、1997 年から 98 年の大きなこの地震ですけれども、こちらのスライドになり
ます。1990 年代後半のこの隆起上昇が、かなり長い周期で起こっています。更に群発
地震も併発しています。これがロングバレーのサウスモートと呼ばれている所ですけれ
ども、こちらにその山岳の端が見えます。ご覧になれます様に、この様に継続的な上昇
が見られています。97 年の 12 月、非常に急激にこの上昇率が上がりました。大体 10cm
位、上昇が数ヵ月で計測観測されています。累積数は、もう何千という地震の発生数に
なっています。かなりの数の地震活動が同時にみられたという事です。もう一つは、こ
の群発地震、当時意識されていなかったのですけれども、ステファニー・フレージョン
がデイブと一緒にこのアラスカ観測所の地震学者ですけれども、もう一度後から詳細の
地震検討を行いました。この群発性地震の発生時、例えば時間軸で見る時に、この地震
というのは殆ど丸のパターンで外に向かって広がっています。大体 2 時間、4 時間、8
時間、大体数キロくらい動いているという事で、非常に地震のその広がりが早い、スピ
ードが速い。また、上向き、外向きに、この地震のマイグレーションが見られると。
現在であれば、リアルタイムで観測する事が出来ると思うのですが、当時はその情報が
ありませんで、デイブによりますと、彼は地震がこの様に急速にマイグレーションする。
例えば一時間に数百メートル動くと、そしてその時にこの警報レベルを上げる事が出来
ると言うのですが、それは実際に今回はありませんでした。黄色にしようとしたのです
が、結局それをやめてしまったという事です。
また、この地震の explosive source のメカニズムですけれども、当時もこの流体が地殻
の中を移動していて、1997 年の群発地震もそうですが、明確な証拠があります。この
hydrothermal fluid が移動していて、このイベントの時に地震の原因になっています。
マグニチュード 4.6 でノンダブルカップルの傾向が見られます。
またフレージョンらは、
この地震を 1997 年以降、ま、その少し前から研究しておりまして、このハイポ DD ソ
フトを使ってより正確なソルーションを見つけようとしました。多くの地震が通常この
地域で、地図で見られます様に、離散的なフラクチャーが使われています。この地震の
ソースの存在する所です。こちらが全体像です。ロングバレー地域で得られた記録です。
ダイクのフェーズがあります。長周期が深部でありますマグマで移動しています。この
地域です。上部にガスが溜まっています。CO2 も表面近くに 1989 年には、この CO2
の穴が開いて、このマグマ溜まりからかなりガスが脱ガスしたという事です。そのガス
が、その 1989 年に放出したわけですが、これは全く新しいガスではなくて、というの
は CO2 の濃度が非常に高くなっておりまして、この玄武岩の移動によるものであると
いう事が分かります。本当はこのガスの中には硫黄ガスが入っていませんでした。通常
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期も入っていませんでした。この低温の CO2 のみと、いう事で地表近くに存在してい
たこのものが、この地震活動によって地表に移動したというものです。
また、結晶化したマグマがあります。マグマ体がありますけれども、マグマが地殻上部
に移動して、これによって多くの群発性地震が発生したと思われます。デイブの意見で
は、この様に上昇が沢山起こっていて、全く静穏化していない 20 年上昇を続けている
という事は殆どのこの上昇、隆起というのはマグマの上部地殻への貫入によるものだろ
うという事です。でなければ静穏化がみられた、という意見です。
マンモスマウンテンはほぼこれで終わりなのですけれども、一つ顕著なのは最近このス
キースロープにおいて、この積雪があって、噴気孔が見られる様になりました。スノー
フェンスで囲んで、この噴気孔に入らない様にしています。スノーフェンスの中で倒れ
た人もいて、誰かが助けようとしたのですけれども、死亡したという事例がありました。
それではイエローストーンに移りたいと思います。イエローストーンは 7 万年も噴火は
なかったわけですけれども、しかしロングバレーよりもその注目を引いています。新聞
でもこうした記事が出ました。マンモスレークやその他の地域には被害はないかもしれ
ないけれども、しかし地震によって、地震についての地震学者が、その人々に影響は与
える事があるだろうという風に言っているのですけれども、誰の事を言っているのか、
よく分かりません。専門家といっても名前が出て来るわけではないのですけれども、こ
れでイエローストーンによってかなり 4 万年前、その 6 万、でかなり、その、非常にそ
の地質学的に活発な地域でした。ソルトレークシティから出てきているわけですけれど
もイエローストーンのその周りをいっているわけですね。だからその地質学的なその活
動というのはこれを中心にしているわけです。古いカルデラなのですけれども、これに
関してはかなりその 1600 万年前から始まっている事です。
これはホットスポットといえるもので、これはイエローストーンから北西ですね。7100
キロ位まで拡大しています。広がっています。これですけれども、この箱の中に入って
いる物はボブ・スミスが作っている、ユタ大学の人達が作った図なのですけれども、こ
れはマグマです。結晶化したマグマが、これは 5～6 キロといった浅い所にあると。そ
してまた、北、北西にもまた異常な地帯が発生しているという事が分かります。これは
イエローストーンのカルデラからですけれども、60 万年前の地域から出たわけですけ
れども、断層が発生しています。ここは古い、その旧期のカルデラ地域です。地震がま
だ起きているわけですけれども、ロングバレーと同様、かなりその冷たいですね、その
地殻地域でも発生しています。これは 1000 位の、或いはその 2000 位までのその地震
がイエローストーンで毎年発生しています。これは VP と ES のアノマリーが出来てい
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るわけですけれども、ここでは 7.5 のマグニチュードの地震が 1959 年に発生していま
す。これはかなり被害が大きかったのですけれども、これ、ヘブケン湖ですね。ここで
家が沈没していますし、道路が陥没しています。これは 6 メートルも陥没しているとい
う事になっています。ここのその地震というのは、かなりその熱水が出てきたという事
です。イエローストーンでは、300 の温泉があったわけですけれども、しかしながらそ
れは噴火した事がなかったわけですけれども、2 週間内に皆噴火をしました。こうした
その熱水が、そのメカニズムが違ったシステムが変ってきているという事が注目された
わけです。2002 年に 7.5 マグニチュードの地震がアラスカで起きたわけですけれども、
そこでもありました。アラスカでも 400 の局地的なその地震が発生したという状況が
あります。実際そのイエローストーンを見てその、この噴火未遂があったというのは、
1985 年です。コールドリムがここにあるわけですけれども、この東側ですけれども。
カルデラのその地震が起きている地域でない東側の所で 1985 年にかなりその活動が活
発化した所がありました。マグニチュード 4 の地震が 150 回ですね、その一日に起き
る等という状況がありました。赤いところですね。興味深い事は、この地震が、その時
間が経つにつれて深くなっていったわけです。よりその時間が経つにつれて深い所で発
生している。その地震は殆どが、ストライクスリップのシアー、横ズレで発生している
ものです。ダブルカップルという様に見られているわけですけれども、そのマグマのそ
の貫入があったと、そしてガスや、或いは液体が出てきたという事ですけれども、そし
てその地殻レベルまでその未遂であったという事が言えます。
これが、マグマ地質がここにあるわけですけれども、そしてガスとそれから液体が流れ
出ているわけですけれども、その地震はこちらの方向に向かって動いているという事に
なります。これがこの四半期毎に見ていたわけですけれども、ここでその隆起と沈降の
状態があります。ここの地域、カルデラは隆起しました。これは 22 メートルあったわ
けですけれども、1925 年から 75 年まで 80 センチ位隆起をしました。ですからここか
らここまでの運動があったわけですけれども、1985 年に群発地震があった時にカルデ
ラが沈降していくわけです。そしてつまりその隆起があったわけですけれども、その他
の所が動き始めて、上に動き始めて、そしてまた他の所が沈降しているという状況があ
ります。これは 2005 年、2007 年の状況ですが、2004 年には始まりました。でこれは、
このイメージは 2005 年の 2007 年までのイメージなのですけれども、この黒い線。で
ここら辺が隆起をしている。最大 27 センチ隆起しています。この時期間にはその地震
はあまりなかったわけですけれども、しかし変形はされています。ここの地域は沈降し
ています。現在、下に降りています。
ここでまとめですけれども、ここでイエローストーンとロングバレーですけれども、ガ
スの発生ですね。非常に大きい 4 万 5 千トンの CO2 が毎日発生しています。かなり、

246

ガスの発生ですね。そしてまた高熱の高熱ガスが発生しています。このイエローストー
ンで見られる事ですけれども、この熱水爆発という物が、それ自身が未遂噴火とも言え
るわけですけれども、これはマグマを、が関わって来ないという事ですけれども、これ
はその 400 メートル幅があります。かなり古い物ですが、これはメアリーベイですけ
れども、これは幅 2 キロで 14000 年前に作られたものですけれども、かなりその円形
のそのクレーターが出来ているという事です。
ですから、まとめですけれども、この噴火が本当にいつ頃起きるのか、1980 年代、90
年代、かなり活発な活動が、火山性の活動があったわけですけれども、いつ噴火するの
か、もし噴火がしたらどうなっていたのかと思ってしまうわけですけれども。そして不
安定状態というのは、地震性もあるわけですけれども、或いは地球科学的な状況もある、
ジオデティクもあるかも知れないという事です。で、これはマグマの貫入だけではない
のですけれども、その中にはそのマグマの貫入によって引き起こされている不安定状況
がある。そしてまたその科学者の方面で、やはりその国民にとって有益な情報を提供す
る事がいかに大事かという事ですね。それが明らかになっているだろうと思います。
＜篠原氏＞
どういった噴火が起こるか予測する事は難しいと思います。ロングバレーでもイエロー
ストーンでも予測する事は難しいと思うのですが、2 つ質問があります。一つは、2 つ
の可能性があると思うのです。実際噴火があった場合、マンモスマウンテンで、或いは
カルデラその物が噴火する時にどういった噴火があると考えられますか？ロングバレ
ーでこれは考えられましたか？もう一つ質問ですけれども、小さい噴火がイエロースト
ーンカルデラで起こったのでしょうか？大きい物だけでしょうか？

＜ローウエンスターン博士＞
ありがとうございます。ロングバレーについて先にお答えしたいと思います。殆どの人
達は今こういう風に考えています。大きなこの火災噴火というのはないだろうと。ヒー
トフロー、ガスフラックス、これが非常に少ないのです。ですので殆どの研究者は、こ
れはないと考えています。むしろ新しいこの溶岩ドームで火口、これでダイクが出来る、
この噴火未遂ではありましたけれども、これによってかなりの水蒸気爆発があるのでは
ないかと予測されています。また一つの、このマンモスマウンテンにこの一連の周期の
活動が盛んになっていて、その活発になっているのがこの北部の方なのですが、恐らく
水蒸気爆発が一番有り得るシナリオではないかという事です。玄武岩の活動も可能性と
してはあります。ラハールの放出もないとは言えませんが、一般的にワーストケース・
シナリオについては、それ程心配していません。起こるとしても地域経済に大きな影響
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をもたらす事は必須なので、これは考慮が必要だと考えています。
イエローストーンについては沢山の溶岩流が発生しています。前回のカルデラ噴火から
かなり出ていますので、40 回のこの溶岩流が発生しています。いくつかは、10 キロ位、
100 平方キロメートル位になります。前は、７年前ですので、この玄武岩噴火がイエロ
ーストーンの近隣で発生すると。イエローストーンのカルデラというのは、この玄武岩
がこのマグマを割って出てくる事は出来ないだろうと考えられます。イエローストーン
では、その以外の噴火がむしろ可能性があります。一番起こりうるのは、この水蒸気爆
発という事で、小さい物は既に起こっています。数年毎に発生しています。で比較的大
きなものが 1989 年にありました。ここに穴が開いて大体 5 メートル位の直径の穴とな
りました。そういった小さいものでも、かなりマスコミの注目が集まります。これでお
答えになっている

でしょうか？

＜司会＞
他にご質問。

＜鵜川氏＞
細かいお話、ロングバレーカルデラについてご説明頂きましてありがとうございます。
私が聞きたいのは一つ。先ほどのお話の中で USGS がウォーニングレベルを何回か変
えたという事ですね。この変化によって何かロングバレーカルデラの周辺で混乱が起こ
ったでしょうか？

＜ローウエンスターン博士＞
恐らくそうだろうと思います。私が変化を加えたわけではないので、やはり住民が色々
とフラストレーションを感じたと。この様に何度も何度も変更された事に対してフラス
トレーションあったと思いますけれども、ロングバレーの対応プランというのが出てか
ら、それ一個、もう一回変ったのですけれども、それはこの火山プログラムが全般的に
同じ警報システムを共有して方がいいという判断で、地元の住民の所に説明を始めまし
た。でもそれ程大きなものではありません。で同じ様に色分けのカラーベースのシステ
ムになっていますので、今回一番最近の変化については、大きな混乱はなかったのでは
ないかと思います。それでもまだこの問題が残っていまして、一つ、我々にとって一番
困難だと感じられているのは、このプログラムの資金殆どの部分が航空産業から来てい
るわけです。こういった人たちがその色分けのシステムを要求しています。カラーコー
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ドを要求しています。しかし例えば地上も災害と、また飛行機、つまり空中のその災害
を二つのシステムを纏める事は難しくて、一つは地表、地上のハザード、それから空中
のハザード、色分けしたシステムと名前が付けられたレベルがあって、通常一致させる
事は難しくないのですけれども、例えばウォッチレベルの警報、それはオレンジに相当
するという様な形で、非常にちょっと分かり難い形になっていますので、全てのケース
を網羅出来る様なシステムを作るのに苦労しました。

＜鍵山氏＞
阿蘇火山観測所の鍵山です。なぜロングバレーカルデラ或いはイエローストーンに多く
の未遂があったのでしょうか？

＜ローウエンスターン博士＞
なぜ、という事ですか？それは恐らく、まあどの程度噴火に近い所まで来たのかという
のは、分かりません。例えば日本で起こった事例でもっとその噴火に近い状態まで行っ
ていた例が恐らくこのイエローストーンにもロングバレーにもあったかも知れません
けれども、確かに活動は高い、活発ですけれども、マグマはどちらも存在しています。
どちらの場合でも存在確認しています。又私自身も、まだはっきり分かりません。この
噴火未遂が、そのどれ位噴火の近い所だったのか。或いは通常のカルデラシステムの挙
動で、通常その噴火に至らないのかと。
分かりません。恐らく後半のモデルの方が、後出のモデルの方がつまり、通常の活動で
あって噴火に至らない状態だという事が考えやすいと思います。

それではどうもありがとうございました。

＜司会＞
続きまして、パプア・ニューギニア、ラバウル火山 1983 年から 1985 年噴火未遂

に

おける観測と対策という事で、ラバウル火山観測所のハーマン・パティア博士にお願い
致します。
先ほどご説明し忘れましたが、同通システムがあります。ボリュームのところをまわし
て頂くとスイッチが入る様になっていますので是非お使い下さい。
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＜パティア博士＞
皆様おはようございます。ハーマン・パティアと申します。ラバウル火山観測所から参
りました。今朝の話としては、83 年から 85 年の事態についてなのですけれども、その
当時実際、その後、10 年後、に実際に噴火をしました。私は皆さんに対して私たちが
経験した事についていくつかお話をしたいと思います。83 年から 85 年の未遂事件です
ね。ラバウルのカルデラについてお話をしたいと思います。
ここで、その未遂噴火なのですが、これは中期的なその噴火に至る、将来的なその噴火
に至る準備段階という風に言えるのではないか、という風に思っているわけですけれど
も、私がこの写真なのですけれども、マナン火山です。これは 96 年に噴火しました。
火砕流が南東部、また、その南西部のその谷に流れて 10 人が死亡しました。
この私の話の概要ですけれども、私はラバウルのその火山、その場所、そして噴火の歴
史、それから 83 年から 85 年の危機の時代、時期に関して、更に少しその、いくつか
のデータですね。特に地震、そしてその地盤のその情報についてお話したいと思います。
それがこの地域に、指標となったという事ですけれども、それからいくつかそのラバウ
ル火山観測所がやった、とった行動と、それから政府当局がとった行動についてもお話
したいと思います。
この危機に時期にどういう事をしたのか、お話したいと思います。それからそれについ
て、それから 1986 年のその噴火についてお話して、纏めたいと思います。これがパプ
ア・ニューギニアですね。そのオーストラリアがここにあります。インドネシアが西側
にあります。そして地殻の状況ですけれども、パプア・ニューギニアというのは、イン
ド・オーストラリア・プレートが南西にありますし、太平洋プレートが東に存在してい
ます。そして、これは何百万年前ですけれども、これがマイクロプレートが出来たわけ
です。でここでソロモン・プレートが出来ました。ここですね。そこの南西に出来がわ
けです。これは、リッター・アイランドですが、ここで沈降があって、ここが今現在起
きています。殆どのその火山はこのビスマルク・アークの中に存在しています。これも
南東ですが、これは最初のスライドで火砕流が出来たマナン火山ですね。それがここに
位置しています。
ラバウルというのは、このリッター・アイランドのその東側にあります。という事で、
ソロモン海のプレート、ビスマルク・シー・プレート、太平洋シー・プレート 3 つに挟
まれた所にあると言っても良いと思います。ラバウルのその火山帯ですけれども、これ
がカルデラです。これは 14 キロ伸展しています。南北に広がっています。そして東西
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が 13 キロです。
で、ここでそのカルデラが出来ていまして、で赤い三角ですが、これはカルデラが出来
てから作られたものです。これは、ラバウルの北側から見たものですね。南を見ている
ものです。ここに、島がありますし。ラバウルはここですね。ここがその噴火をし続け
ているわけです。94 年のその噴火から、ずっと引き続きその周りの形でありますけれ
ども、噴火活動は続いています。そしてこの 200 年、250 年の間ダブル噴火と言います
か、同時噴火が度々起きています。そのカルデラのその反対側で 2 つの時点で出来てい
るという事です。東側それと西側という所で噴火が起きています。
それではその、噴火の歴史ですが、既に 8 つのそのカルデラを形成する噴火がありまし
た。一番古い物で 1400 年前です。
そして一番新しいものとしては 1400 年前ですけれども、ここで、このカルデラの南西
部のこのふちが出来たわけです。そして、7000 年前のその噴火はこのシステムから出
来ていきます。このカルデラのこのこちら側ですね。タブール地区です。でここで、こ
の噴火の歴史があるのですが 1767 年からあります。1878 年以降 1937 年、1994 年く
らいまで、この同時噴火がカルデラの反対側から、両側から起きています。ラバウルと、
タブールと、バルカン両方で噴火が起きています。それでは、そのどの様な地震、その
地殻変動だったのか、ですが、これは地震地殻変動危機的期間という風に呼んでいます。
この地震活動が活発化し、そしてその地殻地盤のその変動が起きました。1983 年に起
きたわけです。この時期 83 年 9 月から 85 年 4 月まで、殆ど 2 年間、かなりその火山
の不安定な状況が続きました。ヴァルケノンの中で、です。地震活動も、それと地盤の
変動もありました。かなり高いレベルまで激化しました。これは 37 年から 43 年のそ
の以前の噴火と比べても、より激しい、そのレベルになったわけです。でそれから、ス
テージ 2 その警報が発令されました。要するに噴火が数ヵ月以内に起こるだろうという
事を示唆しました。これは、その地震活動そして地盤変動を見てこれが発令されたわけ
です。これはその、地震のそのプロットです。これは 1937 年から 43 年のその時期の
ものですけれども、この赤いこの点は、2.5 キロのその深さよりも深いものですね。カ
ルデラから。これは、1.5～2 キロの深さのものが青で、黄色が 2 キロよりも低いもの
です。これですけれども、これはその、地震の数を示しています。1971 年からのもの
で、この異常行動が 1983 年から 85 年まで続いたという事が分かります。これがこの
時期の、6000～7000 の地震が一月に起きました。多い時はひと月に 13,000 回起きま
した。94 年の 4 月ですが、そこで私たちは警戒情報を発令したわけです。
これは地震エネルギーのプロットです。これはこの異常活動がここにあったわけですが、
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これは、地震活動の多さと匹敵をしています。1983 年から 85 年と同じような数になっ
ています。で、これは、その上昇、その累積した上昇のデータです。これもまた、かな
りその地震活動と相関関係があるという事が分かります。
73 年から上昇が続いています。2 メートル近く上昇しました。隆起しました。この上
昇の中でも 30～35%がこの地域、
時期に集中しています。70～80 センチの隆起ですね、
が 83 年～85 年までの間に見られました。
実際のその地震活動が起きる前私たちラバウル地域のハザードマップを作っていまし
た。その避難計画を作っていました。4 つの地域に渡ってその赤い地区がハイリスクの
地域、両方のセンターからの負波ですね。そして火砕流の流れですとか、或いは地すべ
り等が起こるだろうと、そのカルデラ地域のその噴火溶岩によって被害を受けるだろう
と。青い地域というのは、リスクはあるけれども、避難地域というのは、その中のいく
つかに過ぎない。ただ避難ルートは確定していると。で、グリーンとイエローですけれ
ども、これは泥流や、或いは灰が流れてくる所だろうと。降灰するだろうという所です。
ここでは、実際その南西から北西へと風が吹いていくわけですけれども、南東から北西
へと風が吹いて来るわけですけれども、そういう事で、灰がそこに降ると。実際 4 月か
ら 11 月までその様な風の方向です。それがその後は北東から南東へと北西から南東へ
と風向きが変ります。11 月くらいの初めくらいから 4 月までが、そういう風の吹く方
向になります。で、そのこの、避難計画の中で含まれた情報は、例えば待ち合わせ場所
ですとか、避難ルートですとか、安全な場所、中継センター、避難センター、等といっ
た情報がありました。これら全ての情報は、コミュニティーの人達に知らされました。
ステージ 2 の警報が 83 年に出たわけですけれども、その前にも出ていました。83 年か
ら 85 年の時期にも発令されていましたけれども、こういう計画がありました。更に新
たに警報が解除された後もこうした計画は以前と維持したわけです。95 年以降も、こ
うしたその市民に対して避難計画ですとか、そのほかの情報、ハザードですね、危険性
そして避難ルートであって、どこで待ち合わせして、どこで集合するのかといった、そ
ういう様なそういう重要な情報に関しては引き続き国民に知らせています。
4 つの時期に分けたという様に申し上げたわけですが、赤いゾーンはハイリスクで、ブ
ルーゾーンは、いくつかのリスクはあると。孤立してしまう可能性がある。それはその
地震や、或いは地すべりによって道路が封鎖されてしまうかも知れない。という事です
ね。それから緑の地域は降灰がある、そして泥流が流れる。特にその南東から風が吹く
4 月から 11 月の時期にはそうした可能性がある。そして黄色いゾーンというのは、そ
れが北西地域、北西からの風が吹く地域です。その避難訓練ですけれども、こうしたプ
ランを持っていても訓練をしないとやはり実行できません。ラバウルでは 83 年から 87
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年まで 7 回訓練を行いました。最初の訓練は 83 年 5 月 30 日から 6 月 6 日まで続きま
した。ここで州の政府、そしてラバウル観測所も一緒になってこの地域で行いました。
このラバウルでは初めての経験でした。
人々に参加してもらうのが大変難しかったのですが、最初の危機の時期にそのリスクが
はっきりしたので、この黄色の訓練ですけれども、この 3 回のこの訓練は、実際の危機
の時期に行われました。84 年の 6 月、そして 84 年の 9 月、85 年の 2 月です。その後
の、その危機の時期を脱した後でもこの様な避難訓練は行いました。
その人々に対して、どのようにすれば、要するに住民に対して、主要なその危険に関し
て、で噴火の可能性について、カルデラの状況に関して通告を情報を提供し続けていま
す。
我々観測所の方で直面した或いは経験したこのステーツ・アラートの宣言ですけれども、
我々の監視の質の改善能力の改善がありまして、或いは外部からの支援も頂きました。
我が国に政府、外国の政府、それから USGS からも、日本、ニュージーランド、オー
ストラリアからも支援を頂きました。これによって我々の監視能力が高まりました。た
だ単に監視のための装置だけでなく、技術的な能力も高まったと思います。例えば
USGS のノーマ・バンクスさんが EDM を使っておりまして、また日本政府から装置を
頂き、また資金の援助も頂いております。もう一つ観測所の経験の中には、情報を提供
するという事が望まれておりまして、日課の報告を含め、政府に対する情報提供を行っ
ています。また、計測的な高校教育、住民の意識改善プログラムもあります。これは近
隣コミュニティーの住民だけではなく、省の政府当局に対しても、行っています。実際
に何か発生した時に避難を行う、指導する立場の人々に対して教育を行っています。ま
た、地方および政府が行っている準備、例えば国会において、研究法が通過しました。
そして国家災害委員会、また地方の災害委員会が出来ました。これは研究対応だけでな
く、つまり火山の噴火だけではなく、それ以外の災害にも対応する事になります。自然
災害、或いは人口災害を含めて対応する事になりますし、また国家災害管理計画が出来
ました。ラバウル火山については地方政府が、簡略版ではありますが、避難計画を作り
ました。町の人達のための避難計画です。州政府がここから避難訓練も行ってどこに弱
点があるのか認識して、改善を加えられる様にしています。
マイナスの効果があります。マスコミの不正確の報道。これは我々の問題の一つです。
また、予算に入っていない支出がかなりあります。特に災害に対する緊急準備態勢につ
いては予算が十分ではありません。また保険の掛け金もかなり増えています。また、事
業、売上が圧縮されるという問題もあります。ラバウル地域のコミュニティーにとって
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は、例えば教育を中断しなければならないとか、或いは日常生活を継続出来ない等の問
題もあります。
プラス、それを見ると例えばこういった噴火未遂によって、高いレベルの災害対策成果
が見られます。ラバウルの対応体制が出来たのと、緊急法の通過と国家災害委員会、地
方災害委員会が出来たという事。こういった所が災害の研究対応を行う事になります。
それは国だけではなくて、各省、県において、災害委員会も出来ました。そして国家災
害管理計画も作られました。そして 10 年後実際に噴火が起こったわけです。
避難計画についてですが、1987 年から 94 年 6 月まで、実際の噴火まで 3 ヵ月。もう
一つこの避難ドリルを行いました。これは 94 年の 9 月の事です。この噴火ですけれど
も、それを起こした大きな地震が 5.1、4.9 のマグニチュードの大きな地震がちょっと
前に起こっておりまして、その震源がカルデラにありました。噴火の一日前の午前 3 時
に地震が発生しています。この後 27 時間のビルドアップがあり、地震があってから 27
時間後に噴火しています。それによって地震活動が活発になり、また隆起も起こってい
ます。18 日から 19 日までの間、継続的な地震活動が見られました。また、隆起も見ら
れています。ちょうどカルデラ中央部に、おおよそ 6 メートル隆起が見られまして、こ
れがカルデラ内部で観測されたものです。おおよそ 5～6 万人が避難しました。自主的
に避難したわけですが、一つ非常に重要な役割をこの自発的な避難で果たしたものは、
18 日の午後、避難が始まったわけですが、これは 1937 年の経験がもとになって、例え
ばおじいさん、おばあさんからその話を継承して、耳にしていたために、地震が続いた
ら或いは動物がおかしな行動を始めたらカルデラ周辺地域から出る様にと、言われてい
た様で、1994 年に住民達は自発的に避難を始めたわけです。公式な避難勧告を受ける
以前に自主的に避難しています。その結果、死亡者は 5 人のみとなりました。その前の
噴火、1937 年当時は 500 人もの人が死亡したのですが、自発的な避難のおかげで死亡
者は少なくなっています。
こちらは 1994 年の噴火、要するにバルカン山です。バルカンは最初に、つまり西側で
噴火しました。カルデラ西側で、ここに火砕流が発生しています。火砕流はここ。これ
はこの水を通じて、マスピチュー山の反対側に流れました。4、5 キロ位、東部に流れ
ています。こちらの写真はラバウル火山。カルデラの北部、南側を見たものです。これ
はバルカンですね。これはタブルブル。タブルブルは、噴火始めたのが朝 6 時頃。そし
て１時間後にバルカン火山が噴火を始めました。バルカンでは、20 キロの灰のプリュ
ームを噴き上げました。高さが 20 キロ位、上空まで噴き上げられています。主にこの
放出物として確認された殆どが、体積で 2 億 6000 万立方メートルの量です。まだこれ
続いていますが、同時にこの溶岩流も 94 年から 97 年まで発生しました。1500 万立方
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メートルの量になります。それから爆発性噴火、去年 10 月に発生しました。これによ
りまして 1000 万立方メートルの噴出物が、これ殆ど溶岩流だったのですが、発生して
います。全体的に見て頂きますと、噴出物の量は 94 年から 2006 年まで 0.4 立方キロ
メートルという事になります。殆ど安山岩ですが、これはアンデサイトとマグマ性のカ
ルデラのアンデサイトと玄武岩のマグマが混合された物です。所謂この混合のプロセス
で安山岩の噴出が行われました。これが降灰の範囲です。1937 年の噴火時、これがタ
ブール、バルカン、殆どの降灰は、北西に吹き飛ばされています。これは南西の風が吹
いていたためです。こちらは、灰の分布を通常で、タブルブルの様子を示したものです。
タブルブルでは、タブールの町に近い火山があります。でこちら、こちらに新しい役場
がありまして、前の役場もあります。大体 25 キロ位南西に火山から離れて散々してい
ます。これがバルカンの西側の北部にも分布していますけれども、降灰の分布です。こ
れが衛星写真、いかに灰が分布したかを示したものです。これは、どんな被害があった
かを示すものですが、ほぼ、殆ど降灰によるもので、ほとんど地表がカバーされていま
す。ここが、港です。ファーマセラフ。これがラバウル火山の観測所がある所です。こ
の端っこにあります。ちょうどこの町を見下ろすような形で建っています。1.5～2 キ
ロ位の灰が蓄積しました。滞積しています。これが町の様子です。被害は、殆どこの様
に、この屋根に灰が溜まって倒壊するという形になっています。これが、空中写真。町
の南部です。大体から 1、2 メートル位の高さの灰の滞積が見られます。これもファー
マセラフです。これが地方行政ビルです。ちょうど中心部にあります。同じ様に灰が蓄
積し、屋根が破壊してしまいました。
さて結論したいと思います。我々経験から 1983～85 年の噴火未遂を経験し、継続的な
市民教育が必要であるし、改善教育がコミュニティーで必要であると考えています。こ
の様に危機が発生した期間だけではなくて継続的に常に行うべきです。平和は時期も、
また危機の時期もコミュニティーに対して常にリスクがあるという事を伝える必要が
あります。継続的にハザードについて助言をする。避難計画がある場合にはその避難計
画を教育し、どこで待ち合わせ、集合するのか、どの様な避難経路を取るのか、教える
必要があります。最も大切なのは、避難計画をテストするという事です。つまり訓練を
して市民に参加してもらってそれが上手く行くかどうかの確認をするという事です。以
上です。ありがとうございました。

＜司会＞
どうもありがとうございました。それではご質問ございますでしょうか？荒牧先生。

255

<荒牧氏＞
人々が自主的に避難したと、94 年のその噴火の時はそうだったという風におっしゃっ
たわけですね。で、この、それは 83、85 年の危機よりも 1937 年の噴火の時の経験を
人々は覚えていたのだという風におっしゃっていましたけれどもコメントして頂けま
すか？

＜パティア博士＞
その自主的な避難というは、そのバルカン、その西側ですね。バルカンのその麓に住ん
でいる人達が始めたのです。で、こうした住民が正に 37 年の噴火の時に殺された地域
の人達だったのです。というのは 37 年のその噴火の時には、その海水が引いて、その
見た時に、波が引いた、潮が引いたという時に魚をつかまえに行ったわけですね。そし
たら、ものすごい波がやって来て殆どの人達が亡くなったという事だったのですけれど
も、その、そういう情報がその時は知らされていなかった。自分達の経験を子供達に伝
えたのですね。で基本的にまず当時何を経験したのかという、そういう自分達の経験が
伝わって来たわけです。その後、例えば地震活動が続いたり、或いはその海に住んでい
る海生物が異常な活動をしたりですとか、そしてその犬ですとか、豚ですとか、そうし
た動物が走り回るというと、そういう異常な行動をしたら避難しなければならないとい
う事が分かっていた。で、その周辺の人達が、その人達が避難するのを見て自分達自身
も避難し始めたのです。で我々は、観測所、当時私は観測所にはいませんでしたけれど
も、観測所は当時アラートという事で警報は出してはいたのです。で、噴火が数ヶ月以
内には起きるだろうと言っていたわけですけれども、しかしその地震が起きた時に観測
所としては非常に 83～85 年のその危機の時期に起きた地震とよく似ていたのです。た
だ、午前 3 時、9 月 19 日の午前 3 時になって初めて、その観測所のスタッフが、これ
はもう取り返しのつかない状況になっている、つまり噴火は絶対起きるという事に気が
ついたわけです。で、避難活動というのは既にもう継続して行われていました。夜を通
して人々は避難していたのです。観測所は、このステージ 3 のその警報、つまりこのコ
ミュニティーの人達が、その周辺地域の人達は、そのもう避難しなければならないとい
う様な、その警報は発令していませんでした。で、第 3 段階のその警報は、夜もし発令
されていたならば、パニックが起きていたでしょう。で被害は大きかったかも知れませ
ん。しかしその 9 月 19 日の夜、この州の政府は、その人々がその避難出来る様に車を
用意しました。で観測所は、第三段階のその警報を 6 時頃発令しました。で、ただその、
日の出を待っていたのですけれども、日の出と共に噴火が始まってしまいました。とい
う事でそれまでに殆どの人達は、ハイリスクの地域、その町の中の人達、カルデラ周辺
のコミュニティーの人達は無意味な避難していたのです。ですので、それが実際起きた
事が、そういう状況だったのです。ですから経験、以前の噴火、37 年の噴火の経験に
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基づいた活動であったという事と、それから観測所が、その警報のレベルを上げなかっ
た。夜だったから。という事ですけれども、当時もう既に、非常にスムーズに避難は進
んで行ったのです。州政府が車両を出して、その非常にスムーズな避難を助けたという
状況です。その結果、たった 5 人が亡くなりました。その内 3 人はビジネスマンでした。
カルデラから出たのですけれども、自分達のビジネス、その事業が心配だったので戻っ
てしまったのです。でそれぞれのその地域で、その住んでいたその屋根が破壊された下
敷きになってしまいました。もう一人はブロックベイに当たって、もう一人は、雷に打
たれて亡くなったという状況でした。

＜司会＞
それでは、どうもありがとうございました。
午前中最後のご講演です。カンピ・フレグレイカルデラ（イタリア）における最近の不
安定なエピソード、という事で、ジオバンニ・オルシ博士、宜しくお願いします。

＜オルシ博士＞
皆様おはようございます。ジオバンニ・オルシと申します。イタリアの国立地球物理学
火山学研究所から来ております。このナポリの隣のカンピ・フレグレイについてお話を
させて頂きます。これはナポリの町ですね。カンピ・フレグレイというのは、プロシダ
とイスキアの島がナポリタン火山帯を構成します。これがカンパニア・プレーンという
平地にあります。これは、アペニンの、南のアペニンのその南にあります。これがアペ
ニンですね。アペニン山脈。それから、カンパニア・プレーンです。で、この 3 つの火
山は、活火山です。で、イスキアも、フレグレイも、そのベスビウスですけれども、こ
れは活火山です。これでこの火山のハザードがいかに高いか、という事が分かっていた
だけると思います。これはナポリの地域です。この 3 つの活火山がここにありますが、
この地域一帯は 400 万人の人達が住んでいます。このカンピ・フレグレイのその活動
的な部分だけども 35 万人の人々が住んでいます。ですから、そのかなり、明らかにそ
の火山のリスクはとても高いという事が分かります。
カルデラについての地質についてですが、この火山活動というのは、6 万年前以上前に
始まりました。カンピ・フレグレイというのは、3 万 9 千年前位にカンパニアンイグニ
ンブライトのその噴火によって起きました。そして 2 つ目のその陥没後が 1 万 5 千年
前に、そのナポリタン・イエロー・タフの、そのカルデラが出来た。噴火によって出来
たわけです。これがこの淵ですね。そのカンピ・フレグレイとナポリタン・イエロー・
タフのその淵がここにあります。これが、カンパニアンイグニンブライト・カルデラの
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カルデラ上に起きました。カンパニアンイグニンブライトですが、ごめんなさい、暗く
てよく見えないのですけれども、このカンパニアンイグニンブライトのその噴火という
のは、これは、200 立方メートルの灰を出しましたし、そしてまたその降灰は 50 立方
メートルという事であります。そして、ナポリタンですけれども、72 回も噴火をした
という事ですけれども、この 1 万 5 千年にかけて起きたその噴火は殆どは非常に爆発的
噴火だったわけですね、活動は。で、このそれぞれのそのエポックなのですが、それぞ
れの時期において、50 年の間隔で続いています。それぞれ活動的な地域はかなり激し
い活動でした。これはカルデラ・マージン・フォールトにある、ここにあるか、或いは
そのカルデラ自身の中に開きました。最後の噴火は 1538 年に起きています。この 3 つ
の時期がありました。これは、パリアソールで起きているという事ですけれども、これ
は、その噴火によって降下したものですけれども、これは、上昇した所で滞積したもの
です。これが噴火によって沈降した所です。ここですけれども、これは、耕された土地
の証拠がありますけれども、これはカルデラの北部で発見されました。そしてまたカル
デラのその噴火によってアストローニが出ています。これは町の中に見られますけれど
も。で、ここで、その例えばこれが滞積された物なわけですが、この時その地域に住ん
でいた人々は既に荷車を使っていました。で、これは、非常にその独特なものです。と
いうのは、この噴火によって７回のその噴火が非常に短期間で引き続いたという事で、
非常にユニークな状況です。1538 年、モンテ・ヌオーボの噴火がありました。この北
部、北西部カルデラの北西部に位置して、これ一週間続きました。その噴火の前に色々
な活動があったわけです。これは衛星写真ですが、ここにドームが出来ています。かな
り複合的なものですけれども 3 つの噴火口が少なくともありました。
それでは、このカルデラの構造ですが 1 万 5 千年の間、殆どが北東、そして南西に繋が
るその断層によって分割されています。この 1 万 5 千年をかけて、非常にこの活発な時
の特徴というのは非常に大きなものがあります。これはナポリタンのカルデラのその淵
にありますけれども、ここに全て活動が北東部に集中しています。実際この三紀の活動
の前には、この応力状況がかなり変化をしていました。この長期的な変動についてなの
ですが、この 1 万年の地殻変動を再現しました。この変動、カルデラの変動を再現して
見ましたが、浅い海や海岸の滞積物と、それから陸性層を覆っている表面の上昇を見て、
それが形成された時の海面を見れば総変位量が分かるという事で測りました。海水レベ
ルを考えてカルデラの変位を計算したわけですけれども、このセクションを見て頂くと、
これですね。これは、ここになります。これに相当します。でここの部分が上昇する、
隆起をした。で、いくつかは沈降しています。それほどひどい沈降でない所もあります。
ですからこれがそのブロックで分かれています。この、ここの部分は上昇するけれども、
ここ部分は下降するという状況です。これは、何年の間のその変動の状況ですけれども、
その沿岸部のその全般的な沈降は既にローマ時代から始まっています。2 千年前からで
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すね。沢山の遺跡が海や町に沈んでいます。この 10 世紀から 12 世紀の間の海水面は、
変りませんでした。これらは、その波によって侵食されてしまった遺跡とか岩などがあ
ったわけですけれども、変位の総量を把握する事でこの全体の地域が、ここが、ここに
あるわけですけれども、どれ位広がっていたのかは良く分かりませんが、かなりそのヌ
オーボ山のその噴火前に 4～8ｍの間が全般的に上昇している事が判明しています。
その例がこのウェーブカット、波蝕がこの例なのですけれども、これはそのモンテ・ヌ
オーボのその近くなのですけれども、そしてこれはまた、噴火口の近くですが、この様
なローマ時代のスパですが、それが波蝕されています。これが 10 世紀から 12 世紀の
間に起きました。
そしてこのカルデラの床、カルデラ床ですが、この上昇によって形が変っています。こ
こに最も上昇した状況ですが、これがこの状況ですけれども南東から北西に見ています
と、これがマデテラスですね。これも隆起していますけれども、90 メートル程隆起し
ています。ナサペラーダのその火山、これは火山の内の一つですけれども、かなり活動
的です。かなり噴気を上げています。この沈降している所ですけれども、これはローマ
時代の町だというのが分かります。これは 8～10 メートルの海水、海底にあります。
これはローマの時代の建物も、沈没していますし、この白とそれから空色ですけれども、
今の現在の沿岸がこれです。深い緑のものが、そのローマ時代の沿岸です。これらが今
は 8 メートル沈没しているという事ですね。
これはナポリタンタフの、その外の状況です。これらは遺跡ですけれども、この沈没し
ている状況、建物が沈没している状況が分かります。これが構造ですが、この断面です
が、ここでナポリタン・イエロー・タフ・カルデラ等があります。どの様に分割されて
いるかという事ですけれども、これは、再活性化されたドーム、その状況ですけれども、
以前お話があった様にかなりその単純な横ズレのメカニズムで再活動している事が分
かっています。ブロックごとにずれていく。それが、そのカルデラ、その床で起きてい
るという事ですね。ここですね。第三紀においてですね。このカルデラのこの部分での
横ズレだという事がありますけれども、これが横断面でこちらに相当します。
ここで構成ですけれどもこの構造、殆どの岩というのはアルカリ粗面岩それからきょう
かい粗面岩ラタイト、それから粗面玄武岩等があります。こちらは、北東からそれから
南西へと走るその断層にそって見られています。これが全般的な状況ですけれども、こ
れら色々なデータを構成しているわけですけれども。これがマグマのそのシステムなの
ではないかという 10 キロのその深さの所にマグマがあって、これが、マグマ溜まりが
あったと、でこれが 6 キロの所に上昇したり、或いはその浅い所には 3 キロの所にマグ
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マ溜まりがあると。かなりその浅い所にかなりの熱水が溜まっている、滞積していると
いう事です。
これは、そのカルデラのその地盤の動きが、この 2000 年ですが、セラペオのそのポッ
ツォーリとセラペオの地域ですけれども、これがその詳細の地図です。この柱の中に穴
が開いています。それはセンコウ貝ですね。この貝が非常に浅い海に住んでいる貝が、
その侵食をしてしまっていると、穴を作っているという事で粉が出てきました。つまり
沈降があった。これが紀元前 2000 年からずっとあって、それが沈降して、それから 16
世紀に上昇した。そして 1538 年に、その噴火の数十年前からその上昇が続いていたと
いう事が分かります。これは地質学的な証拠だけではなくて、16 世紀の初めにその当
時の王が文章を書いている。その隆起が出来て新しく土地が生まれた。人々がその土地
所有をめぐって争いをした。だからその王様に、その様にその所有権をさい配をする必
要があって、その事に関して文章が残っているわけですね。ですから 1538 年の、その
噴火の数十年前から隆起があって、その数日前に 7 メートル隆起するという状況があっ
た。その後は沈降するわけです。1969 年位まで沈降して来ます。これが実際にその海
に沈んでしまったお家です。これは、69 年から 72 年までまた隆起をし、そして 79 年
と 82 年、82 年から 84 年に不安定な状況が始まりまして、1.7 メートルの隆起があっ
て、状況としては 3m 半位隆起をしました。そして 84 年、85 年以降、今現在に至るま
でですけれども、5 年位の間に数センチ、1～6 センチの隆起といった事を繰り返しな
がら沈降しているわけです。
これはポッツォーリなのですが、これは港の北東ですね。実際、あまりにも高くなり過
ぎたので、新しい埠頭を作らなければ船が横付け出来なかったという状況があります。
ですので、69～72 年の不安定時期からその 70 年まで、80 センチ程の線に上昇してし
まった。8 回の有感群発性地震が発生しました。当時、古い地域に住んでいた人達が、
この地域が一番変動したという事を言っています。これらの人達は避難しました。そし
て仮設住居に移ったわけですが、その後新しい住宅街が作られた。ここですけれども、
ポッツォーリの横ですが、そこに人々は移動しました。でも古い地域はもう放棄されて、
今は実際博物館になっているのですけれども、もう人々は住んでいません。文化的な施
設ですけれども、これが紀元前 7 世紀からのものがあります。この地域というのは紀元
前 7 世紀から人々が住んでいたわけですから、かなり考古学的な価値のあるものも含め
て博物館に収容されています。69～70 年までのその状況ですけれども、その当時はそ
の科学者は、こうしたその隆起とそれから沈降というものが交互に起こるという事が良
く分かっていませんでした。力学的な状況が分からなかったわけですね。その以前の状
況について、あまり分かっていなかった。それが上下しているという事が分かっていな
かったわけです。当時はかなり色々と激しい議論が行われました。マスメディアも含め
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てですけれども、要するにこの現象というのは、噴火が迫っている事を示しているのか
どうかという事が中心的な問題でした。当時は 2 つ、違った省が科学委員会を作ってい
ました。それぞれが、その責任がはっきりしなかったわけです。2 つの違ったその省が
任命していたものでした。これらの危機から色々な問題が出来たわけですが、市民保護
局が不在でした。モニタリング・ネットワークも出来ていませんでした。そしてまたき
ちんとした、体制の整った火山監視ネットワークといったものもありませんでした。そ
して、69 年、72 年のエピソードの後、ベスビオ観測所、それから全国研究委員会が監
視システムを作りました。そして 1980 年、ここアペニン・チェーンに関して、モニタ
リングを始めました。この後、数千人が亡くなったという様な大噴火が起きたその後、
市民防衛局が出来ました。
この人たちはこの 82～84 年の不安定期のその始まりの時に、
警報を行う権限を与えました。モニタリングシステムがその不安定時期に改善されて行
きます。監視体制が改善されて行きます。そして観測所のその責任の当局、権限のもと
で様々な監視活動が行われ、新しく出来た火山学委員会、研究委員会が出来ました。今
の状況なのですけれども、モニタリングシステムというのは、地震学的なネットワーク
もあります。かなり様々な情報を集めています。これは観測ですとか、また様々な分析
システム或いは自動的な二酸化炭素の噴出ですとか、ID それからサーマル・カメラ、
熱カメラ、クレーターに関しても継続的なモニターをしております。最初のスライドで
お見せしたのですけれども、或いはトモグラフィー、或いは探査、様々な地震学的な。
或いは磁気、熱磁気ですね、というのはそのカルデラというのは、その馬の蹄の形をし
ており、そして海に海底に沈んでいる様なものもあるので、その海底での色々な施設も
必要だという事でそうした色々なその施設を使っています。80 年、84 年の不安定期の
状況ですけれども、様々な変位変形がありました。それが加速しています。そして、こ
こでやった事なのですが、これはこの変動に関して地殻変動に関して、この直線に沿っ
て見ました。測量したわけですけれども、特に上昇した所を見てみると、ここでいくつ
かジャンプする様な状況があるのですね。こうしたカーブの中でのジャンプする。また、
下がる所もあれば、上がる所もあるわけですけれども、このジャンプがあります。これ
がこの構造と相互関係があります。例えばカルデラの特徴ですとか、或いは、ブロック
の再活動化、再活性化しているブロックかどうかによって相互関係があります。
これは地盤の変動ですが、ここでこの縦の上下の変動もあるわけですけれども、その地
域、面が変動して行く事もあるわけです。縦の上下運動があるわけですけれども、それ
が広がってはいないという状況があります。現在ではですね。それからこの地域につい
て、この様々なベンチマークをたてて、見ていっています。これはその同質の行動、そ
の人間の活動によるものかどうかというのを見ています。これですが、これの地域が最
も上昇した、そして長期的な変動が起きた 1 万年、或いは少なくとも 5000 年かけて変
動して来た地域です。
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地震活動についてですけれども、これは非常によく変形の早さと関係しています。つま
り、この不安定時期の間にその変動をしています。これが 70～72 年、82～84 年の間
のエピソードなのですが、この状況、この危機の状況で、こういう分布です。これらが、
震源地の分布があります。ここでかなりの地震という事が分かると思いますけれども、
これは、非常に良く構造された地域だという事です。それから、この危機の時期の間で
すけれども、以前よりも大きな問題がありました。と言いますのは地震活動が活発で、
人々がかなりショックを感じたという状況がありました。多くの建物に被害が出て、沢
山の人達が避難しました。1984 年 10 月 6 日に、最も大きな地震はマグニチュード 4
で発生したわけですけれども、ハザードマップが提出されました。4 万人が避難しまし
た。その後、そして新しい町、ここですけれども、ここに新しい町、モンテ・ルシュエ
ーロ地域が作られました。これは、このポッツォーリの郊外に作られました。
1984 年のイベントの後は、小さなそのイベントが繰り返し起きています。上昇、隆起
する度に、中の地震活動が起きています。沈降に伴って地震活動があったことはありま
せん。これは、私達のその科学を、地質科学的なそのデータのその結論になるわけです
けれども、かなりその大量のガスが発生しているという事であります。360℃以下とい
う事です。これらがその結論としてそうしたその、この液体の科学について活発な熱水
爆発が起きているという事ですけれども、これはそのナポリタン・イエロー・タフ・カ
ルデラというのは 1 万 5 千年前から出来たわけですけれども、これのその火山活動、よ
り若い火山活動はカルデラ変動の力学に関係をしていると。で、そしてまた、火山活動
は、再活動ブロックの境のその構造に関係しているという事が言えるのではないか。そ
してまた、単純な横ズレメカニズムが起きているという状況で、それはとても重要な問
題ですけれども、この短期的なその変形というのはその、これらは、地域の、その地殻
の状況にもよるわけですけれども、その長期のその微細動があるわけです。これらのそ
の干満の地動は 5000 年に渡ってあまり変っていません。この不安定なその地域という
のは、これは、延性部分と弾性の領域が相互に動くという風に考えられています。延性
部分というのは地熱で拡大と収縮で起きて、沈降期に回復するという状況です。延性部
分は、岩石の破壊で起きて永続的に続くという状況です。不安定は一過性のもので長期
的に継続的な変動が続くという事を示しています。つまりこれは、冷却が起こり、可能
性がある。また、それでも噴火する可能性があるという事です。先ほど質問が出ており
ましたけれども、なぜそんなに沢山の未遂があるのかという事なのですが、しかし、こ
れは未遂でないかも知れない。これは前駆現象かも知れません。長期的な前駆現象が起
こっているだけかも知れません。
1583 年にモンテ・ヌオーボ山が噴火しましたがその時にかなり多くの地盤の変動が見
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られました。実際に噴火の前にそれが前駆現象として起こっています。これが、その噴
火かも知れない。その長期的に前駆現象が発生している可能性もあります。2 回目の不
安定期以降、カルデラに住んでいる人達、また近隣の人達は、小さい変動に反応しなく
なりました。それに関連する低迷期の地震にも反応しなくなりました。科学者達は、継
続的に過去の火山減少を理解しようとして、その変動を理解しようとしていまして、長
期的なこのハザード評価を行っています。つまり火山をモニタリングする。また短期的
なハザードの観測も行っています。シビル・プロテクションの部門は、このモニタリン
グ活動の報告書を出しています。そしてこれを緊急対策、計画に盛り込んでいます。
しかし教育、それから地元当局に対する教育が必要です。これを強化しなくてはなりま
せん。特にこれら火山ハザードに影響を受ける可能性がある人達、リスク軽減コード、
緊急計画等の重要な役割を果たす事になります。また情報を受けた教育を受けた人達や
地方政府というのは潜在的なハザードを十分に考慮した上で火山に対応しなくてはな
りません。それが出来れば適切な土地利用や計画を行う事が出来る様になります。最終
的に、より良いより簡単容易な緊急計画の条件作りをする事が出来ます。この噴火の際
の緊急計画の成功の可能性を上げることにもなる、これは非常に重要だと思っています。
また生活水準をこの噴火の体制を取りながら上げる事も出来ます。
後数分ありますか？時間？ではその時間で最後の部分、ご紹介したいと思います。
これは、火山ハザード評価と噴火シナリオの予測です。カルデラで我々が行って来まし
た。私たちは、基本的な質問を問い掛けています。どんな周期でそれを基準としたらい
いのか、また、次の噴火はいつ起こりうるのか。どこで起こりうるのか。どの様に次の
噴火が起こるのか。例えばその現象、それから順序、その噴火のイベント、又その噴火
の規模等についてです。例えば基準として使える周期ですけれども、このネオポリタン
噴火とそれに関連するカルデラの崩落は、前回の大きなイベントでした。これによって
このカルデラ・システムの条件が大きく変りました。カルデラ、また構造の場所の関連
性というのは、第 2 期、5000 年前になりますが、これによってカルデラの条件が変り
ました。これが最近の不安定気のイベントのダイナミックスを示したものとなっていま
す。結論としては、この挙動このカルデラ・システムの挙動、この 5000 年の挙動、現
在のデータを参照としてこのハザード評価を行う事が出来る。長期的なハザード評価の
基準として使う事が出来る。
次の噴火の時期ですけれども、これは、このイベントの密度と分布を見たものです。過
去 1500 年を見たものです。我々の結論としては、こちらのマップ、既に公開されてい
るマップですが、ほぼ完成に近づいています。結論としては、この二つのエリア非常に
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可能性が高い、こちらの方、可能性が低いです。確率が低い所。それから、この確率評
価を行いました。この確率評価の結果、ここがやはり確率が高い、そしてここに地域に
関しては 2 番目に確率の高い所になります。いつ、先ほどは、どこで、でした。いつ起
こるかですけれども、これは勿論そんなに簡単な事ではありません。答えは分からない
という事になってしまいます。しかし、その構造を考えますと、言える事としては、い
つ、という事はすぐ出来ませんが、イベントの分布とダイナミックス。現在のこの変動
のダイナミックスを証拠として取って次の噴火を考慮する事が出来る。恐らくこの構造
条件がマグマ表面が上昇し始め、この不安定エピソードの段階が発生すれば噴火条件を
満たすという事になるでしょう。
では次の噴火はどの様な形式になるのか。形になるのか。噴火現象とそれからイベント
の順序、それから規模ですけれども、このイベントの現象、そして順序ですけれども、
私達が考えて来たのは、いくつかの特徴です。これまでの火山の噴火の記録を取りまし
た。特に爆発性噴火、これはマグマ性噴火となります。これによってこの turbulent
density が上がります。局地的に地盤の移動が見られます。7 回の噴火おおよそ 100 年
の間に起こります。
アストロニ火山の場合です。モンテ・ヌオーボ山の前回の噴火ですけれども、これは地
盤の変動が 10 年間続いた後に噴火しています。次の将来の噴火というのは、恐らくこ
のマグマ水蒸気爆発、ないしは、マグマ性噴火になるでしょう。ただ時間的にどの様な
順序で起こるのか、或いはこの関連の現象としては、短い、短いといっても何年もとい
う事になりますけれども、そういった周期性のものを排除する事は出来ないと思います。
この異なる堆積物ですけれども、それぞれ量を見ています。噴火毎に量を見ていますけ
れども、各エポックにおいて火山学者としては最大の噴火からマグニチュードの低い噴
火まで見ています。上にあればマグニチュードが高いという事になります。結論として
は、最も高いものに近い最大予測されるこのイベントにおいては、3 つの規定された規
模の噴火の数、これは 1、2、3 とレベルをあげています。次は恐らく中規模、ないし
は、軽規模のマグニチュードの規模になるという事が伺われます。それからハザードマ
ップです。これを作りました。この中で火砕堆積物のこのエポック 1 の分布を見ていま
す。これが火砕噴出物です。これは第 2 期、第 3 期。第 3 期については、同時に荷重
頻度、分布を見ています。これは第 3 期の火災噴出物の加重分布を見たものです。ハザ
ード評価とリスクの評価を行い、どれくらいの荷重があるか見るためにこの火砕堆積物
の厚みを見て密度を数として使っています。
それからこちらの地図ですが、200 キロ、300 キロ、400、500 キロ、これは 1 平方メ
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ートル当たりの荷重を見ていますけれども、この数字を見る事によりまして、ネオポリ
タン・エリアのタイプオロジーを作りました。1 平方メートル当たり 200 キロの数で住
居にダメージが出ます。400～500 キロで恐らく屋根が崩落するでしょう。それからこ
ちらのハザードマップはこの火砕流のですけれども、元々、最も確率の高いものです。
この地域は、この火砕流に影響を受ける可能性がありますけれども、その真ん中にこの
傾斜があります。継続的な傾斜が存在します。こちらのマップは一般的なマップですが、
全て 3 つのマップを重ね合わせたものです。こちらがハザードマップですが、リスクマ
ップですね。火砕流のリスクマップ。これを作ったのはシビル・ディフェンス市民防衛
部隊部門です。この境界線を書き直しました。これはそれぞれの行政区によって書き分
けています。ここですね、この地域の避難が発生した場合には、ここ、島なのですけれ
ども、島で海に囲まれていてパニックを起こす可能性があると。という事で噴火に変化
を勧告する地域という事になります。35 万人が暮らしています。
この様な緊急計画を作った歴史があるわけですが、もうそろそろ時間でしょうか。もう
終わりにしたいと思います。どうもご清聴ありがとうございます。

＜司会＞
どうもありがとうございました。それではご質問等ございますでしょうか？
では、安養寺さん。

＜安養寺氏＞
非常に興味深い話をありがとうございました。1 つ質問があります。既に、避難計画と
いうものを、ベスビウス山全体の地域に関してのマップを作られたという事ですが、ポ
ストレル地域でも、やはり避難計画はお持ちなのでしょうか？

＜オルシ博士＞
はい。この地図というのは、このプランの一部なのですね。で勿論その市民防衛部はか
なり前からこれを始めています。計画をして、その緊急計画をベスビウス山に作って、
それからフレグリアン・エリアというのは、その地域は、その後で作ってわけですけれ
ども。この計画については、また改善されている所です。最初のものは 84 年に作られ
ました。この危機の間に作られたわけですけれども、ご想像頂きませる様に非常にラフ
な大雑把な計画でした。このイベント間に作られたからです。今ではいくつかのその委
員会が出来まして、この計画の評価をしています。このプランというのは、その新しく
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出来たプランの一部なのです。この計画の中には、もう少しちょっと今日話しをしてい
たわけですけれども、アラートのその警報レベルについて話が出て来ましたが、私達の
結論としては、この警報レベルというのは低いレベル、低い数字にしておかなければな
らないという事です。そしてまたもう一つ結論としてはカラーコードというのが一番有
効であろうと。したがってカラーコードを作っています。緑から黄色からオレンジから
赤へという進展していますけれども、それを作っていませんが、ベスビウス山そしてま
た他の地域においても、かなり○○委員会、また地方当局、その地域的、そして県レベ
ル、或いは全国レベルでのその当局が、いつの段階で活動し、いつの、どこまでの人達
をその巻き込むのかという事を策定しています。既にそうした討議を始めています。こ
の警報のレベルに関しては、4 つ以上はあるべきではないと思っていますし、カラーの
コードというのは有効であると考えております。

＜司会＞
それでは、どうもありがとうございました。
それでは午前中の講演、これでお終りにします。午後はちょっと時間が押しましたが、
予定通り 1 時からこちらで始めたいと思います。この食堂が出て左側にありますのでご
利用ください。

（昼食）

＜司会＞
それでは 1 時になりましたので午後の部を始めさせて頂きたいと思います。それでは最
初に噴火未遂研究の意義というタイトルで、京大の鍵山先生、宜しくお願い致します。

＜鍵山氏＞
今ご紹介頂きました、京都大学の鍵山です。
このスライド見ると、これ阿蘇の火口、先
月の状態ですけれども、こういう風に真っ
赤になっています。温度が大体 600 度以上
位ありまして、これだと十分に火山活動が
活発になっているのですが、なぜか、中々
起きない。これもある意味では、噴火の未
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遂になるかと思います。なお、私はここで、stillborn eruption という言葉を使ってい
ますが、その噴火未遂というのをどの様に表現していいか、よく分からなかったので昔
の先生が stillborn という言葉を使われていたので、私はそれに習っているだけで、も
っと適当な言葉があれば、私はそれに直して行きたいと思っています。
さてその噴火未遂という事なのですが、こ
れを考える前に、そもそも噴火予知という
のは、どういう所で上手く行っていないの
かという事まず考えたいと思います。私は
3 つのポイントがあると思っていまして、
一番大きいものは想定外の噴火が起きて
しまったという事であって例えば雲仙火
山ですが、前の江戸時代の噴火を考えてい
たら、4000 年ぶりの非常に大きな噴火に
なって、火砕流も頻発するという事があり
ました。そして三宅島の 2000 年の噴火でも、従来の山腹割れの噴火で、数時間で終わ
るというものを考えていたら、3000 年ぶりに山頂にカルデラが出来てしまいました。
非常にシンボリックだったのは、三宅島が収縮を示しておきながら非常に大きな噴火が
繰り返し起きたという事です。これは火山学の常識から行くと、我々は資料が足りなか
ったという事があるかも知れませんが、山体が収縮するという事は、活動が段々弱まっ
ていくという判断をしていたのですが、そうではなかったのです。それから 2 番目はで
すね、今日の主題となっています、色んな以上が起きているにも関わらず噴火が起きな
いという事で、例えば昨日から岩手山や他の火山、沢山の事例があります。それから 3
番目は、富士山の例を考えるとよいのですが、噴火が起きそうだと、惑星が 9 つ並んだ
ら起きるとか、神様のお告げとか、ありとあらゆるものがありますけれども、そういう
噂に対して我々はちゃんと観測をすれば、今は噴火が起きるはずがない、起きそうにな
いという事は言えます。では 1 ヵ月先はどうですか、2 年後はどうですか、10 年後に
起きるといった時にどうだというと、それを明確に指定するという事が出来ていません。
特に休止期の長い状態にある火山に関しては、それが顕著です。
以上 3 つを挙げて見ましたが、一番印象に残るのは、これは一番目なのですが、これは、
例えば日本では 10 年に一回あるかないか位です。2 番目はあまり目立たないけれども
実は一番多くて、毎年 10 の火山位はこういう状態が起きているわけですね。これは非
常に特殊な例。ですから、噴火予知がどの様な所で社会の期待に応えていないかという
と、シンボリックにはこれなのだけども、実際には、ここの部分です。で、これをもう
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ちょっと精度を上げれば多分噴火予知の精度は、一桁上がっている事になるかと思いま
す。そういう意味で噴火未遂を扱うという事は非常に重要であります。
噴火未遂に話は入って行きますが、一番良
かった例というのは岩手山だったと思い
ます。山が膨らんだり、それから地震活動
の移動等がありました。いよいよ噴火する
のだと思ったのですが、尚且つ世の中も全
部それに備えを行った。にも関わらず噴火
がなかなか起きなくて、地熱活動が活発化
したという事であります。これについては
既にちゃんとしたお話があったかと思い
ます。同じ様な事というのは、実は物事を
考える上で参考になる事例というのが起
きています。これは浅間山の例なのですが、
1958 年です。地震の日別頻度、一日何個
おきているかというグラフですが、
普段 20
～30 個地震が起きていたのですが、この
辺りから急に地震の数が増え出して、どん
どんどんどん数が増えて、とうとう最後に
噴火したという例です。
こういう事が頻繁に浅間山で起きていま
したから、地震数を数えていれば大体噴火
は予測出来るという所までなっていたわ
けです。でこういう状態が 1973 年まで続
きました。ところが 1982 年にこれとは全
く違う事態が起きました。時々この地震の
数が増えるのですが、ここでも増えていま
す。ま、別に噴火は起きないのですね。で
起きない状態というのはずっと続いていたのですが、この翌日に浅間山は噴火をしまし
た。これは、地震観測で火山噴火予知を考えている人々にとっては非常にショッキング
な出来事でありまして、この状態から次の日に噴火するとは誰も予測できないだろうと
思います。で、どういう事が起きたかと言いますと、地熱活動が活発化してマグマティ
ックではない噴火が起きました。で、これはなぜかと、非常に大きな問題になるわけで
すが、そんなにチッポケな噴火ではなくて、ちゃんと数 100 度の噴出が出て、積雪を
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融かして、土石流が出るという様な割と規模の大きい噴火であったわけです。なぜこう
いう事が起きたのだろうかと考える上で非常に参考になる写真が二枚あります。一つは
これが、1973 年の噴火の後の火山の火口ですが、火口の真ん中にラバ・ケーキが見る
事が出来ます。こちらは 1982 年の噴火の後
に撮った写真ですが、ここに元々あったラ
バ・ケーキが吹き飛ばされて穴が開いて、中
が赤熱の状態になっているというだけです。
この 2 つの違いは何かというと、73 年の噴
火、一連の噴火の時には少なくともこのレベ
ルまでマグマが上がって来たという事を示
しているわけです。所がこちらの 82 年の噴
火の時にはこのレベルまでマグマは上がっ
て来なかったという事になります。で尚且つ
マグマティックな噴火ではなかったという事です。ですから 2 つの 73 年以前の噴火と
82 年の噴火の大きな違いというのはマグマの上昇が違っていたという所にあるわけで
す。
かと言うと、先ほどの図ですが、つまり、
地震がこういう風に頻発している時にマ
グマは上昇して来るのだけども、73 年の
時にはそれがどんどんどんどん上昇して、
それが噴火になるのですが、どうも、こう
いう所でマグマは上昇を止めてしまう。止
まった後で火山ガスがマグマから分離し
て来て何らかの活動を起こす。そういうタ
イプの噴火になっていると思えば物事が
上手く説明できます。
で、そういう事というのは実は 1982 年だけ
で、あったわけではなくて、これは国土地理
院が浅間山で展開している GPS のネットワ
ークですが、浅間山、ここに浅間山はありま
して、北側と南側に GPS の観測点があって。
その距離を見ますと普段はずっと縮んでい
るのですが、時々距離は伸びます。こことか
ここですね。伸びている時に何が起きている
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かというと地震の数が増えています。つまりここにマグマが貫入して来ると地震が増え
ている。だけど噴火が起きなくて火口の温度が上がる。こういう事が結構時々起きてい
るという事が分かります。つまり浅間山ではマグマの貫入があるのだけども、噴火しな
いという状態が実は結構起きているという事になるわけです。
今までの話をまとめて、私はここでやや乱暴
ですが、こういう考え方を提案します。それ
は、非常にマグマの上昇が容易で、上昇し始
めるとすぐに噴火をする様な、例えば 1973
年の浅間山と桜島ですね。こういうものは、
このタイプであろうと、一方で。他方で、マ
グマの上昇が結局上がりきれなくて止まっ
てしまい、地熱活動に繋がると。これをこう
いうタイプ。その典型が今ですと岩手山だろ
うと。こちらを便宜的に eruption dominant という火山として、こちらは geothermal
activity dominant という風に呼びたいと思います。
そのどちらになるかという、いろいろなバ
リエーションがこの間にありますが、それ
をコントロールしているキーワードは、ど
れ位マグマが上昇しやすいか、しにくいか
ではないかと思います。ちなみにこれとこ
れのちょうど中間的なものとして、浅間山
の 1982 年の噴火があって、それはマグマ
が途中で停止して、分離して来た火山ガス
が噴火を起こすというタイプになります。
この中間と中間の間にも色んなバリエーションが実はあります。そう考えて来ると噴火
の未遂というのは、ある意味でマグマの上昇がどこで止まっているかという事が、実は
非常に重要なポイントだと思います。
何がコントロールしているかという事で、今 3 つ挙げる事があります。もっと他にある
かも知れませんが、今私はこの 3 つしか思いつきません。一つは、その密度の低いバリ
アというのが火山体に隠れている。それは例えば、非常に高密度の基盤があって、その
上に非常に密度の低い火砕物が乗っている場合には、ここまではマグマは上がって来ら
れるけれども、ここから先浮力が足りなくて上がれない。そういう場合ですね。もう 1
つは、過去に噴火をせずに地下に蓄えられているマグマがあって、そのマグマポケット
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がバリアになると、そこから上に中々マグマが上がっていかないという事になります。
こういう例としては、例えば岩手山の西部であるとか霧島の北部だとか、ひょっとした
ら浅間山の西部もこれに当たるかも知れません。そういうもの考えられます。
2 番目はマグマから脱ガスでして、マグマから脱ガスとマグマの浮力が小さくなって
中々上がりきれない、それからマグマ自身の発泡があまり促進されないから、あまり噴
火しなくなる、という事が考えられます。
それから 3 つ目の応力場については、後で私がコメントします。一応こういう事がいく
つかあります。で、これをやはりきちんと我々が議論して行くという事が噴火未遂を研
究する上で非常に大事だろうと思います。
1 つの例はですね、これは伊豆東部地域で
しばしば起きている地震の群発地震の震
源です。多くの人は、これはマグマの貫入
だと思っていますが、それぞれの時期に群
発した時期があります。それをそれぞれ色
分けして震源をプロットすると、ちょうど
こういう所、それぞれ重ならない様に地震
は発生しています。この時期には、大体こ
こより浅い所には震源は浅くならない。そ
れから最近 2000 年以降について、ここよ
りも上に上がって行かないというのがあります。この深さというのが実は密度のバリア
ではないかという事を森田さんは指摘しております。どうもこういうバリアというのが
あって、マグマがこれ以上上がりきれない。ある理由があって、突破して来るとここま
で上がれるし、これを更に突破すると伊東の海底噴火の様な事例が起きるという事にな
ります。こういう事を今言って来たのですが、最後の周辺応力というのは、どういう意
味があるかという事なのですが、先ほどの eruption dominant の火山というのは、マ
グマが進んだり上がるのですけどなかなか上がらない場合、何が起きるかというと、先
ほども少し言いましたが、地下に滞留したマグマの熱によって地熱活動というのが活発
になって来ます。ですから例えば箱根火山であるとか、でここの写真にあるのは別府温
泉です。例えば箱根火山というのは、歴史的にマグマティックな噴火はないと言われて
いますし、別府でも、マグマティックな噴火はあまり起きていません。つまり非常に大
きな放熱量を持っているのだけども、殆どマグマティックな噴火をしないというのが、
この火山のタイプになって来ます。
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こういう目で物事を見ると、実はたまたま
こ の 火 山 が eruption dominant か 、
geothermal activity dominant かというと
そうではなくて、ある規則性があります。
例えばこれは伊豆地域ですね。伊豆、箱根、
それから富士山のあたりの温泉による
heat discharge rate というものを出して
いますが、例えば箱根であるとか伊豆の火
山というのは、非常に大きな優勢な温泉を
持っています。富士山周りには殆どありません。これはなぜかという事もこれからちょ
っと考えたいと思います。紹介します。この図は横軸が熱、1 つの火山の周りにある温
泉によるディスチャージ・レートの和です。
全部たして合わせたもので。こちらは、そ
れぞれの火山の体積になります。火山の体
積というのはどういう事かというと、噴火
によって火山体というものは作られます
から、それの体積というのは、つまり、こ
の火山、生まれてからどれ位噴火をして来
て、噴火によってエネルギーを出して来た
かという事に相当します。
こちらは、噴火をしないで地下に蓄えられたエネルギーをどれ位熱として放出されてい
るかという事になります。つまりこれとこれを比較するという事は、こちらになれば
eruption dominant ですし、こちらに行けば geothermal activity dominant になって来
るわけです。東北地方というのは、まずここで、我々は仮にここが平均的な場所だとす
ると、伊豆半島の火山というのは、ずっとこちらにあります。九州の火山もこの辺りに
分布します。今ここでただ線を引いてますが、実際にはここに沢山の火山が並ぶわけで
す。
富士山の周りの火山はなぜか全部ここに来ます。という事は、つまり東北日本を基準と
考えると富士山の周りというのは、地熱活動が非活発的で、九州とか伊豆は非常に活発
になるという違いがあります。つまりある地域によってちゃんとした特性を持っている
という事がここで分かります。東北地方というのは割りと圧縮的な応力場であるのに対
して九州は、より張力的な場ですし、伊豆半島というのは局所的な張力場。それから富
士山の周辺は非常に強い圧縮場となっています。という事で、これを見る限り応力場に
よってマグマがどれ位上がりやすいか、上がり難いかという事がある程度コントロール
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されているという事が想像できます。
例えばその理由としては、張力的な応力場
では、先ずマグマの上昇が、それぞれその
度に経路を見つける事が出来ますから、こ
この地表に出てくる火山というのは、単成
火山とか、小さな火山の群れというのが出
て来ます。それからこの中にマグマを溜め
ておく空間を確保する事が簡単になりま
す。ですから、地熱活動も活発になって来
るわけです。こういう所に色んなものが溜
まると、バリアになってマグマが上がり難
くなりますから、こちらでは噴火未遂がより頻繁に発生するものと思われます。一方、
こちらの圧縮場とかあまり張力的でない場は一度作ったマグマのパスを何度も使いま
すから上に出てくる火山は非常に大きな孤立した成層火山という風になって来ます。
こちらにはあまり地下にマグマが蓄えられませんから、地熱活動はあまり活発ではない、
こういう特徴があります。
こうして見ると伊豆半島というのはこうですし、富士山はこのタイプになるかと思いま
す。
さて、今までの話を纏めますと、つまり噴
火未遂というにはマグマがどれ位上がり
やすいか、上がり難いかというので、上が
り難い所で起きているのではという考え
方を一つ提示したわけです。ここから先で
すが、先ほどの噴火が、なかなか予知が上
手く行っていないという所の中の数千年
に一度という噴火であるとか、それとか噴
火の噂があるけれども否定出来ない、いず
れも休止期の長い火山に関する話となります。それについて少しコメントします。我々
地球物理の観測をしている人間は、マグマというのは大体いつも定常的に地下から供給
されていって、ここで大体 7～8 キロ溜まるものだと。これをマグマ溜まりだと思って
います。どんどん溜まっている間は山が膨らみます。でこれがある程度溜まって準備が
整うと上に上がって行って、ここには滞水層、水が沢山ある層というのがあって、そこ
に火山ガスが入ったりマグマが入ったりすると、色んな前兆現象、異常現象が起きて噴
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火をする。こういうイメージを持っています。
だけどこれは、我々は頻繁に噴火する火山に関して思っているものであって、休止期の
長い火山の準備もこれと同じ様に起きているかどうかは、実はよくつかんでいないわけ
です。
これは富士山の宝永の噴火のモデルです
が、ここにデイサイトのマグマが元々あっ
たところに下から玄武岩マグマが上がっ
て来てヒットした、ここで過熱をして発泡
して、デイサイトマグマが噴火をする、こ
この荷重が取り除かれたために圧力が下
がって下のバサルトも噴火をする、発泡し
て噴火をする、これで非常に大きな噴火に
なったというモデルが出されています。こ
のモデルというのは休止期の長い噴火を考える上で非常に示唆に富んでいるものだと
思います。実はこういうモデルというのは何も富士山だけではなくて、例えば先ほど言
った伊豆大島においても地下に滞留していたマグマと下から上がって来たマグマが相
互作用を起こして噴火をしているという事はあるわけで、岩石を研究されている方とい
うのは、それはある種常識なのですけれども、地球物理的な観測をしている人間という
のは中々それをモデルとして取り組んでいなかったわけです。しかし休止期の長い火山
噴火の準備過程を考える上では、やはり複数のマグマというのをどうしても考えなけれ
ばならない。その一つの典型がこれだと思います。
富士山そのものは休止期の長い火山という様に捉えてはいけないと言われていますの
で、それは注意して取り扱わなければいけます。では休止期の長い噴火というのは一体
どう考えれば良いのか、それの準備過程というのは、こう考えたらどうかという事です。
つまり、こういう所でマグマが上がって来
るけれども噴火出来ずにここで蓄えられ
る、また上がって来て噴火出来ずに蓄えら
れる。こういうものが沢山作られていくと。
たまたま、溜まっていたマグマのポケット
にぶつかって来ると非常に大きな噴火に
なると。これが休止期の長い噴火ではない
かと、そう考えると準備期間というと、つ
まりマグマが上昇をやめるというのを繰
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り返しているのが準備期間なわけで。マグマの上昇の停止というのは、非常に浅い所か
らマグマが上がって来て止まると、その時には沢山の異常現象というのが起きます。例
えばマグマが 3 キロより浅い所まで上がって来ると異常現象が沢山起きるから、これは
きっと噴火するに違いないと我々は思う。だけど噴火しないから、これは噴火未遂だと
思うのです。ところが、マグマが例えば 8 キロとか 10 キロ位の所になると地下水との
相互作用というのが起きませんから、あまり多くの異常現象は起きません。唯一地殻変
動で異常が捉えられるだけですから、我々はこれをマグマの蓄積と捉えるわけです。で
すからまるで違う事の様に思っていますが、起きている事自体はマグマの上昇が途中で
止まるというこの現象。その深さの違いに過ぎないというのが私の考えです。
休止期の長い火山噴火というのは、そうい
う溜まっていたマグマに下から上昇して
来たマグマがぶつかる。それがトリガーに
なるのだという風に。こう考えると、もう
少し我々は、休止期の長い噴火に関して新
しくやるべき事を思いつく事が出来ます。
これが今日の話のサマリーなりますが、マ
グマの上昇というのが、どこでなぜ起きて
いるという事を我々は観測によって確か
める必要があるだろうと思います。それは
density gap であったり、脱ガスのプロセ
スを捉えるという事になりますし、マグマ
が蓄積されているのだとしたら我々は探
査によってそれを捉えるとか。特に噴火未
遂を起こしている火山に関して、どこでマ
グマが止まっていたのか、それは今も蓄積
されているのかという事を捉えるという
事が非常に重要なテーマになるだろうと
思います。もう一つは、蓄積されたマグマ
と新しく上昇して来たマグマの相互作用
でトリガーがかかるのだとしたら、そうい
うプロセスというのが一体何なのかとい
う事を我々は観測によって捉えて行くと
いう事が必要だろうと思います。こういう
目で我々は今までのデータを見直す必要
があると考えます。
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一応サマリーとしては終わりましたが、最後に若干オマケとして、どういう風にしてこ
の脱ガスに関して我々は観測したら良いかという事で。一つは geochemist がここでし
っかりと、出て来るガスを捉える。これは大事な事です。だけど、もっと大事な事は、
この辺りでガスがどう逃げて行くか捉えるプロセスが実は非常に大事になって来ます。
なかなかアイディアがないのですが、例えば電気電導度を調べると、これは火口からの
距離と電気伝導度なのですが、一つの火山で火口の近くは非常に電気電導度が高くて
段々小さくなって行く、こういうパターンがあります。つまり、ここで注入されて来た
火山ガスが段々広がって薄まって行く。そういうものを見ているのではないかと、思う
わけです。で、これが一つのヒントです。
もう一つ。雲仙火山において雲仙火山は大体深さ 10 キロ位の所にマグマに関係する抵
抗の低いゾーンがあって、ここに地下水が沢山ある抵抗の低いゾーンというのがありま
す。1989 年 11 月にここからマグマが上昇
し始めて、地震を伴いながら上昇するので
すが、なぜかここでは、マグマが上昇して
行くよりもっと早く分離した火山ガスが
上昇しているという事が必要になって来
ます。その理由は後で説明しますが、1990
年 7 月に衝突して、ここで微動が起き始め
て水蒸気が作られる。1990 年 11 月に最初
の噴火が起きます。マグマはまだこういう
深い所にある。後から遅れてやって来たマグマが 1991 年 1 月の終わりにここに到達す
ると新しく大きな水蒸気爆発が始まります。更にマグマがこう、地下水の層を突き抜け
る時に非常に大きな phreato-magmatic explosion というのが起きて、その 40 日後に
ドームが出て来る。こういうプロセスというのを過去に明らかにしています。
これを違った見方で見ると、これはドーム
が出て来る前の日数です。こちらが深さで
すね。ここに地下水が沢山ある層。ここは、
マグマがあると思われる層です。1989 年
11 月 1 日に 20m のマグマがずっと上昇し
て行ったとすると、これが 91 年の 1 月下
旬で火山性微動とか mud eruption という
のがあって、その後大きな水蒸気爆発があ
り ま す 。 こ こ は phreato-magmatic
explosion が起きてドームが出て来ます。ここの現象というのが、実は水を持っている
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層と非常に関係が深いという事が分かるのですが、この図の中で例えば最初の噴火が
90 年 11 月に起きていますが、その時にはマグマはここにしかない。それから最初に微
動が捉えられた時にはマグマはもっと深い所にあった。
ところが火山性微動というのは、ここでは起きている。浅い所では起きているというは
確かですが、どうしてもここに、高温のある物が来ていなければならないわけです。そ
こで我々は、それはマグマから分離したガスが先に到達しているのだろうと、こういう
風に考えます。実はちょうどこの時期、ジオケミストは火山ガスの異常というのが起き
ているという事を捉えています。こういう事を考えると、どうしても雲仙火山では、マ
グマが上昇して行く時に火山ガスが分離しているというプロセスが起きている。これが
必要な条件なのですが、ではそういう事は他に証拠があるかという事ですが。これは、
島原半島で、ここに雲仙普賢岳があって、ここは橘湾で、ここが島原市。その中で電気
伝導度の深さの積分ですね。それを取って見たのがこの時期です。つまり、どれ位この
地下の地層は、イオンであるとか、熱変質を受けているかという指標だと思って下さい。
そうすると普賢岳に一番大きな、高いポイ
ントがあるのではなくて、島原半島の西部
から普賢岳に向けて、このゾーンに高い所
があるという事が分かります。もう一つ、
これは米山という別の火山でそこにも大
きなポイントがあります。このポイントは
実は何に対応しているかというと、雲仙普
賢岳が噴火する時に地震が群発した震源
域と正に重なっています。つまり、マグマ
が西側から段々上昇して行くなかで、どん
どん脱ガスして逃げて行ったガスがここに入って、ここに電気伝導度の高いゾーンを作
ったものと考えているわけです。これはこの時だけに限る事ではなくて、島原半島では
群発地震が繰り返し起きています。例えば 1992 年とか 1970 年代、1980 年代に繰り返
し地震が群発するけれど、噴火が起きないで、この間で獣とか鳥が死ぬとか。CO2 が急
に沢山出て来るとか、この辺りの温泉で温泉ガスが異常になるという事が分かりました。
こういう事は広い意味でと言うか、正に雲仙火山というのは噴火未遂を繰り返している
火山であるという事が言えます。そういう時になぜ噴火未遂を繰り返すかと言うと、こ
こでマグマから脱ガスが頻繁に起きている。たまたま 1990 年の噴火の時には噴火にな
ったのであって、それ以外のものは殆ど全て噴火未遂であったという事になります。そ
れをちょうど、一つの証拠としてこれがあるのではないかと今考えております。
という事で以上、私のお話終わります。どうもありがとうございました。
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＜司会＞
どうもありがとうございました。それではご質問等ございましたら。

＜鵜川氏＞
噴火しやすい火山と噴火し難い火山についての分かりやすいモデル、どうもありがとう
ございました。噴火予知という観点から見た時に、モデルが頭の中にあっても途中で止
まるかというのは、やっぱり止まって見ないと予測出来ないかという気がするのですが、
例えば岩手山の事例とか、伊東沖で何度も群発地震が起きていますと、その一年に何回
も経験するので、そこは止まるだろうと信じきっていると。予知の面から考えた時に、
しやすい火山、し難い火山を頭に入れて、こういってどういう風に予測に役立てて良い
のかという点についてコメントを頂ければと思います。

＜鍵山氏＞
今日私がここでお話しているのは、若干このシンポジウムの論点から少しずれていて、
どの段階で未遂だという事が分かるのかとか、未遂である事が前持って言えるのかとい
う所が研究の主題でありますし、今までの噴火予知ですとか防災というのは、どういう
風に噴火につながっていくのか、という事を一生懸命研究して来たと思います。だけど、
そのちょっと少し引いた立場から見た時に噴火の見逃しを、というかどれだけあったの
か、それから予測と違う事がどれだけあったのか、それから噴火未遂がどれ位あったの
かを考えて行った時には、噴火未遂を上手く予測出来ないでいるパーセンテージの方が
実は一番大きい。だからここを攻めるべきであるというのが、一つの発想です。ただ、
ここで今すぐ何かを言って、例えば阿蘇は赤熱しているけれども絶対噴火しませんとい
う予測を出せるかというと、それは出て来ないのですね。私がここで、鵜川さんのご質
問にお答え出来るかちょっと分かりませんが、考えなければならないのは、例えば岩手
山の西部はマグマティックな噴火はあまりしない。東岩手はすると。これは、地質学的
な研究で言っていた人がいるわけですね。で、例えば岩手山が噴火しなくなった時に何
が原因でどうして噴火に至らなかったのかという研究は、誰かやったかというと、実は
やっていないと思います。少なくとも、我々は非常に多くの高精度のデータを手にして
いるのだけども、そういう観点で物事を整理はしていないのかと。伊豆に関しても、何
度も何度も繰り返し起こって来て、物事が起きればあっと言う間に僕らがモニターして、
例えば GPS の伸びを見て、大体止まり始めると、ああ、もうこれで終わりだという事
を予測する所まで行けている。だけど、ではなぜそこで止まっていると。では何が、例
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えばバリアがここにあるとするのであれば、本当にそこでバリアがあるのか。そこにバ
リアがあるがためにして、マグマは止まったと言えるのか。そういう研究をするために
は、例えば森田さんが言った様に震源の深さの決定精度を格段に良くしなければならな
いし、構造も非常に詳しく調べなければならない。その中で本当にここで止まって、止
まったマグマからどれだけのガスが抜けて行って、実際に heat discharge rate がこう
変ったとかですね。そもそも浮力が足らなくなる原因としては、マグマがどれだけ外部
に前もって逃げて行ったかというのを僕らは測っているかというと、測っていないと思
います。そういうプロセスというのをまずやらなければならないと思います。ですから、
私がここで提案出来る事は、努力の大半は、ちゃんと予測するとか、ちゃんと warning
を出すという所に振り向けて行くのだけども、残りの 10％位の力は噴火しなかった事
例というのをちゃんと調べて、なぜ噴火しないかとか、そこにどういう新たな研究をや
るべきかという事をやって行くべきかと。そういうウィングの広さというのを僕ら持つ
べきだと思います。
今日はあえてそういう話をさせて頂きました。

＜司会＞
他にご質問ありますでしょうか？
それではどうもありがとうございました。
続きまして、噴火警戒レベルと噴火警報について、気象庁地震火山部の北川さん、お願
い致します。

＜北川氏＞
気象庁火山課の北川です。今日は噴火警戒
レベルと噴火警報についてお話をさせて
頂きます。本日は日本語のスライドしかご
用意して来ませんでしたので、予めここで
お詫び申し上げます。
今日のお話の内容は、気象庁が 12 月 1 日
から始めました噴火警戒レベルと気象業
務法改正によりまして、火山活動に関して
も警報予報を発表する様になりましたので、そのポイントについてお話させて頂きます。
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気象庁では大学とか研究機関、或いは都道
府県と自治体さんの観測データも頂きなが
ら地震計、空震計、GPS、高感度カメラ等
で火山の感知をしています。現在監視して
おりますのは、札幌、仙台、東京、それか
ら福岡にあります火山監視情報センターと
いう所で監視を 24 時間、365 日監視して
おります。その結果を市町村とか報道系を
通じて住民の方にお知らせしているわけで
ございますが、その気象庁で火山の監視と
かをやっているのは、もちろん火山の防災
のためにやっているわけです。監視しなが
ら火山活動の評価をし、それを地方自治体
の方、防災を直接担当しておられる方、或
いは住民に伝えて頂くために報道機関の方
に情報を流しているわけですが。ここで火
山の情報として、その観測結果或いは活動
の評価を流しているわけですから、この情
報というのが、どういう内容で情報をお伝えするかというのが非常に大切な事になりま
す。
気象庁が発表している火山の情報の移り変わりをここでご説明しますが、昭和 40 年代、
桜島の火山活動が非常に活発な時に、気象庁は火山に異常が出た時に何か情報を発表し
なさい、という法律が出来まして、火山活動情報、それから異常があった時に臨時火山
情報、普段どういう状況ですか、というのを説明するために定期火山情報というのを発
表して来ました。この一番上の火山活動情報というのは生命に危険が及ぶ様な噴火が予
想される、或いはそういう事が起こった時に出すという事になっています。実際この火
山活動情報につきましては、86 年の伊豆大島の噴火、88 年十勝岳の噴火等で発表して
来ました。先ほど鍵山さんから説明ありました様に、91 年の雲仙火山につきましても、
この火山活動を発表して来ました。その際におきまして、火山活動情報と臨時火山情報、
どちらが危険度が高い情報ですが、というのを住民の方、或いは防災の担当の方にアン
ケートを取った事があるのですが、この名前から見る感じで臨時火山情報というのが危
険度が高いのではないか、という誤った認識をされている方多数おられるという事が分
かりました。そこで平成 5 年にこれ名前を変えまして、現在使っている名前、緊急火山
情報、という名前に変更しました。こちらの名前にしますと臨時火山情報という名前よ
りも、やっぱり危険度が高いな、という事が認知して頂ける様になりました。
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それから臨時火山情報というのは何か異
常があった時に発表する情報ですが、それ
以外に臨時火山情報を出して、異常という
のではなくて、本日地震回数はどれだけで
すか、という臨時火山情報や緊急火山情報
を補うための情報というのが必要だとい
う事で、ここで火山観測情報というのを新
たに設けました。
平成 13 年になりまして、この定期火山情報の発表回数を増やして週間とか月間という
レベルでも発表する様になって、平成 13 年からこういう枠組みで発表しておりました。
ここでその火山の情報につきまして、ある問題があるという指摘がいくつかありました。
で、臨時火山情報とかご覧になった方はご存知かと思いますが、例えば、どこどこで小
さな噴火が起こりました。火山活動に注意して下さい。という様な文面で発表していた
のですが、その危険度がどれ位あるのか、その文面を読んだだけでは分かり難い、切迫
性が理解し難いという問題があるという指摘がありました。
それから、もう一つ、臨時火山情報という
のは異常な場合に発表しているわけです
から、異常でなくなった場合はどうなるの
ですかというのが、あまりよく分からない。
という事で活動が低下した時に臨時火山
情報とか発表しなかったわけですが、活動
が低下しているのがよく分からないとい
う指摘がありました。それで平成 15 年か
らは、こういう様なレベル分け、火山の活
動度によってレベル 0 からレベル 5 までの
6 段階に分けて発表する事になりました。
これが火山活動とレベルの区分です。一番
下の全然兆候がないというレベル 0、それ
から極めて大規模な噴火活動というレベ
ル 5 までの 6 段階に分けて表にしています。
これによりまして、例えばレベル 3 という
発表をすると、ああ、これ位の活動度だ、
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それからレベル 4 という様にレベルを上げますと、ああ、活動が活発になった、という
のが理解出来る様になりました。また逆に活動がどんどん収まる場合に、今レベル 2 を
発表したのがレベル 1 という風にダウングレードしますと、ああ活発でなくなって来た
のだな、というのが理解して頂ける様になりました。先ほどの問題を、この火山活動レ
ベルというので解決して来たわけですが、それでもやっぱり問題点があるというご指摘
がありました。今レベル、火山活動レベルの 4 の所を切り出して来ました。中～大規模
の噴火活動があります。というのがレベル 4 です。
ではこの時に防災を実際担当されている方は何をすればいいのでしょうか？防災対応
で色々あります。例えば登山を規制しましょう、或いは避難の勧告をしましょう、とい
う幅広く防災対応あるのですが、このレベル 4 を発表されたというだけでは一体どうい
う防災対応を取ったら良いのか分からないという指摘がありました。実際どういう防災
対応を取れば良いのでしょう。レベル 4 とは一体どういう防災対応を取ったらよいのか
良く分からないという指摘がありました。
ここでちょっと話を変えさせて頂きます
が、先ほどもありました様に富士山で
2000 年から 2001 年にかけまして低周波
地震の多発という時期、事がありまして、
富士山もやはり活火山だという認識され
がちで、その地元の地方自治体の方、何か
防災対策取らないとだめではないか、とい
う認識がありました。所が富士山は非常に
山帯が大きいために、その単独、或いはその周りの自治体だけでは、とても対応しきれ
ないという事で色々な検討会がその時に設置されました。ハザードマップの検討会とか、
富士山の広域防災対策の検討会とか、そういう色々なもの立てまして、最終的に中央防
災会議に、この富士山火山広域防災基本対策基本方針というのが報告されました。
ここで富士山にもし噴火があった時に
色々な対応を取ろう、というのを相談した
わけですが、その時に最終的に出た結論の
中で情報と防災対応の関連付けという事
が行われました。要するにどういうタイミ
ングで避難しましょう。或いはどこを避難
させましょうというのを予め決めておく
という事が相談されたわけです。これは実
際その基本方針の中に書いてある事です
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が、ちょっと見難いですが、ここに地図がありまして、火口が想定される所が一番真ん
中のゾーン、でその外側のゾーンといのは火砕流とか火砕サージとか融雪的な泥流が到
達する範囲、或いは溶岩量が 3 時間くらいで届く範囲。その外側の黄色いゾーンという
のは、溶岩流が 24 時間で到達すると思われる範囲です。ここで決められましたのは、
例えば臨時情報、臨時火山情報で火山が活発になって来ましたという場合には入山する
のをやめて下さい。これは赤いゾーンですね。入山するのをやめて下さい、噴火の可能
性がありますよ、という臨時火山情報が出された時は、もうその外側の所も避難して下
さいと。或いは緊急火山情報が出たら、それはもう避難しましょう、ですとか避難準備
しましょう、という風に。要するに予め避難するタイミング或いは避難すべき場所とい
うのを予め決めておきましょう、という事がこの基本方針で決められました。
火山の防災というのを考える上でこの富
士山で検討された内容が非常に、これは避
難のタイミングとかが非常に良いという
ので、これはやっぱり全国の活火山でこう
いうのを検討すべきだという事で、新たに
内閣府で火山情報に対応する火山防災対
策の検討会というのを設置しました。今年
の 3 月 20 日にそれの骨子にあたる部分、
火山防災はこういう風にしましょう、とい
う方針が発表されました。
これによりますと、ここの検討会の目的と
しましては、火山の防災対応を構築するた
めにまず火山情報、それから避難の体制の
あり方、というのをここで検討しましょう、
という事になりました。ここで火山情報の
部分だけ取り出したのですが、火山情報の
課題としては、先ほどから説明させて頂き
ました様に、火山活動のレベルというのは
主として噴火規模によって表現されてい
ます。で、防災との対応が明確になっていない、という問題があります、という事が指
摘されました。それによりまして火山活動レベルの改善という事で活動レベルを防災の
行動に結びつく様に区分して、しかもキーワードを付けて発表するのがいいですよ、と
いうのがここで提言されました。
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という事でこれが噴火警戒レベルの方につながっております。今回 12 月 1 日から導入
しています噴火警戒レベルというのは、対象範囲と避難行動等を具体的に踏まえて区分
したものです。今までの火山活動レベルというのは火山の活動レベル度がどれ位活発か、
という事で区分してあるわけです。要する
に避難の時期ですとか避難の場所を予め
決めておくというのが大事だという事で
決めております。これが実際の噴火警戒レ
ベルの表ですが、5 段階に分けましてどう
いう防災行動を取るかによって区分して
あります。レベル 1 は平常の状態。レベル
2 というのは火口周辺を規制する。レベル
3 は入山規制をしましょう、という状態だ、
防災行動を取るべき状態だという事です。
レベル 4 になりますと、それは避難準備する様な状態、レベル 5 になりますと、その危
険な地域では避難する状態だという風に火山の活動度ではなく、実際こういう防災対応
を取って下さいというので区分してあります。
12 月 1 日から、この 16 山について噴火警戒レベルを導入しております。この噴火警戒
レベルの導入と同時に、気象業務法改正しまして火山現象に関しても警報発表する様に
なりました。今説明させて頂きました噴火警戒レベルに関しましても、この警報という
枠組みで発表する事になりました。今まで説明しました様に、その緊急、火山情報につ
きましては観測成果の発表という枠組みで発表しておりました。という事はアメダスの
雨が何ミリ降った、或いは気温は何度ですよというのを発表するのと同じ枠組みで発表
していたわけです。それが 12 月 1 日で業務法改正になりまして火山現象につきまして
も予報警報という事で発表する事になりました。これはどうしてその様になるかと言い
ますと、この警報にする事によって気象庁は、予報警報を発表しないといけないですよ、
という義務が生じます。その警報というのは先に確実に伝えなさい、という義務も生じ
ます。そういう事でこういう大事な防災に関係する大事な情報が国民に確実に伝わる様
にこの警報化予報化という事になるという事で、今回業務法を改正しております。
これによりまして、気象庁が発表した警報というのは都道府県或いは警察、NTT を通
じて市町村に、或いは NHK を通じて国民の方に伝わることになります。先ほども言い
ました様に気象庁は、警報とか予報は発表する義務が生じました。実際通知先には確実
に通達しなさいという義務も生じております。また NHK には、もし警報が発表された
場合には必ず放送しなさいよ、という義務も生じております。
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今回その警報を発表するわけですが、先ほど説明しましたその噴火警戒レベル、5 段階
ありますが、これにつきまして、レベル 1 につきましては噴火予報という事で発表しま
す。レベル 2、レベル 3 につきましては火口周辺警報、レベル 4、レベル 5 につきまし
ては噴火警報という名前で発表します。これはどういう事かと言いますと、レベル２、
レベル 3 というのは実際その、そこに住んでおられる方に影響があると言っているわけ
ではなくて、その山に登られる方、山に入られる方に影響があるという事で、その分か
り難くならない様にここに火口周辺警報という形で発表させて頂くという事です。実際
そこに住んでおられる方、住民の方に影響がある場合は噴火警報という名前でそれを発
表する事になります。という事で実際住民の方に影響があるかとどうかというのは、こ
の発表する警報の名前で区別して頂くという事で発表しています。
レベル導入していない火山、まだその 16
山以外は導入していないわけですが、そこ
につきましても同じ様な枠組みに山に入
っている方が危ないという場合は、火口周

辺警報という名前で、確実に影響がある場
合につきましては噴火警報という名前で
発表しているわけです。もちろん海底火山
というのもありますので海底火山の場合
は周辺海域が危ないという意味でこうい
う周辺海域という名前をつけて警報を発表しております。実際 12 月 1 日から発表して
おりますが、この櫻島では火口の周辺が危ないですよ、ということで噴火警戒レベル 2
で火口周辺規制というので、火口周辺警報を発表している所です。
現在警報を発表している火山は 7 山ありま
して、三宅島、硫黄島、福徳岡ノ場、南硫
黄島の北側にある海底火山ですが、これに
ついて警報を発表しております。また九州
の火山につきまして、桜島、口永良部島、
薩摩硫黄島、それから諏訪之瀬島につきま
して、火口周辺の警報を発表している所で
ございます。
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最後にまとめです。12 月 1 日から 16 山に
噴火警戒レベルを導入しました。これは、
防災の対応で区分したレベルです。実際ど
ういう風な対応を取って頂くか分かりや
すい様にキーワードも設定してあります。
それから 12 月 1 日から火山につきまして
も警報の予報を発表しております。噴火警
戒レベルは警報で発表しておりまして、そ
の警報につきまして火口周辺とかいう名
前で、どういう対象範囲で警報出している
か分かる様にして発表しております。以上です。

＜質問＞
どうもありがとうございました。質問等ございましたらお願い致します。
鍵山先生。

＜鍵山氏＞
誤解しているのかも知れません。私はある人から火山観測情報、臨時火山情報を廃止す
るという事になるから、レベルが一つ上がった時に警報は出るのだけど、今までだと臨
時火山情報が出た後に、その翌日とかその後とかに、今はこういう状態ですという、火
山観測情報が出ていたと思うのですが、それは廃止されているからそういうサービスは
なくなってしまっているのではないかと。もし本当だとしたらそれは、困るなという話
を聞いたのですけれども、私の誤解でしょうか。

＜北川氏＞
ここでは説明しませんでしたが、レベルの上げ下げにつきましては警報或いはレベル 2
からレベル 1 に下げる時は予報という形で発表させて頂きます。それ以外のレベル上げ
下げに関係ない、或いは防災対応、特に特段変化して頂く必要ない時は火山の状況に関
する解説情報という新しい情報を今回新設しましたので、それで地震回数は何回ですと
か、そういうのは発表させて頂きます。
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それは、あるわけですね。

はい。火山状況に関する解説情報という新しい情報名になったのですが、そういう中で
観測成果ですとかそういうのを発表させて頂きます。

それは HP に行かないと見られないものではなくて、情報として。

情報として今まで通り全文とかそういう形で発表しています。

分かりました。

＜司会＞
他にございますでしょうか？
それではどうも。えっとごめんなさい、鵜川さん。
＜鵜川氏＞
火口周辺という言葉が情報で重要な意味を持つのではないかと思うのですけれども、火
口周辺という言葉を一般の人が聞いた時、私も殆どの火山ってその火口周辺というのが、
どのエリアを示しているのか分からないのですけれども、そういう事が混乱の原因にな
らないかという気がするのです。火口周辺という何か、提示とかそういうのを知らせる
方法・努力というのは考えられているのでしょうか。

＜北川氏＞
実際にはその、例えばレベル 2 にした時にはこういう範囲で指定が変りますというのは
地域防災計画に書いて頂いていますので、その通りに防災対応を取って頂くわけです。
が、もちろん地域防災計画を一々見て頂かないと分からないというのでは問題あります
ので、例えばレベル表などで 2km 以内には入らないで、などということをレベル表に
ちゃんと記入させて頂いて、それは HP で見られる様な仕組みで周知するつもりにして
います。
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＜司会＞
その他にございますでしょうか？えっと萬年さん。

＜萬年氏＞
その警報を出す時に、客観的ななんかこういう、指標を各火山に設定をするのでしょう
か。それとも混沌としたままで決定するのでしょうか。
＜北川氏＞
勿論火山によりましては難しい所もあるのですが一応、部内としては例えば地震がある
とこれ位起こって来て地殻変動をこれ位見ればレベルを上げるのを検討するとか。そう
いう位の資料はございますし、例えばレベル 3 にするのは、例えば、19○○年のよう
な、ああいう噴火みたいな事が起こったらレベル 3 にしますよというのは、それは一般
に公開させて頂いております。

＜萬年氏＞
すみません。温泉地学研究所から来ている者ですが、箱根なんかはすごく難しくて、火
口周辺というと正に観光地なのですよね。そこを閉じられてしまったらもう商売が上が
ったりなのですが、非常にここで考えるのが辛いというか。2001 年の時にもちょっと
問題があって、本当に悩ましかったのですが、気象庁さんとしては今回もう一度起きた
場合は、何かどういう風にして対応されるか。箱根に限らないですけれども、何か今回
されているやつというのは、どの火山も皆アクティブで、だったらしょうがないという
気がするのですが、そうでもない火山というのは沢山あって、箱根は特にそうだと思う
のですが、それがこう目覚めた時にですね、どうやって泥縄式にこう決めて、こうなっ
たら警報出そうとか、どうやって決めて行くのかと、その辺をもうちょっと明確にお聞
きしたいのですが。

＜北川氏＞
確かにそういう難しいものが入ると思いますが、勿論箱根火山の場合ですと、観光客が
多いからむしろ早めに色々規制する必要があると思いますので、それは考えて行きたい
と思いますので宜しくお願い致します。
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＜司会＞
今、レベルの問題とか警報の問題というのが、未だに残っているのですけれども多分、
同じ様なレベルの警戒レベルの事で海外の方もご意見があると思うので、ちょっとここ
で紹介をしてもらおうかと思います。これを機会に総合討論に入って行こうと思います
ので、北川さん、どうもありがとうございました。

＜鵜川氏＞
それで総合討論の司会前半をさせて頂きます、防災科学技術研究所の鵜川です。後半は
荒牧先生の方にお願いしようと思っているのですが、どこから後半になるかというのが
全くはっきりしていませんので、議論の方を盛んにお願いします。
あの、ちょっとお疲れの方もあるかも知れない。コーヒーが外にあるそうですので、10
分位ちょっと休みましょう。では 14:10 から再開します。

（休憩）

＜鵜川氏＞
それではちょっと休憩を入れまして、エネルギーを蓄えた所で再開したいと思います。
午後のお二人目の気象庁の北川さんのお話で、警戒レベルの話が出て、しばらく議論が
続きそうでしたので総合討論にそのまま入らせて頂く事にしました。警戒レベルについ
て、日本だけでなく海外の例もここで紹介して頂いて、どういう所に問題があるか、或
いは上手く行っているかという様な観点で、イタリアのオルシさんにお話をして頂きた
いと思いますので、オルシさん、スライドを使ってお話されますか。

＜オルシ博士＞
ずっと前に戻らなければいけませんね。もう少し時間がかかりますけれども、随分長い
スライドなものですから、さて私も今朝申し上げておりましたけれども、私達イタリア
と致しましては、出来るだけ少ない数字で出すという事になっております。警戒レベル
最小のものと、から出すのを概としております。
これらが、このアラートレベルと言われています警戒レベルです。4 段階あるのですけ
れども、ベースの所からですね、注目して下さいという所、それぞれのレベルの火山と
の関係。それからどれ位で噴火するか、噴火の確率とそれから活動、そしてコミュニケ
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ーションと、それぞれになっています。この活動と言いますのはアクションと言います
のは、おおよそこの科学学会の活動という事になります。これがこのスキームの第一番
であります、Flegrei field です。一つ Vesuvius 山のものをお見せ致しましょうか。前
にも申し上げましたが、この Vesuvius 火山から始まったと言っても宜しいわけですが、
Vesuvius、それから Flegrei field です。Vesuvius は最初でしたが、噴火してそれから
Flegrei field に移りました。Flegrei field は、隣には出ます。非常に似たものになると
思います。警戒レベル 4 つで、この確率と、それからどれ位の時間で噴火するのか、そ
してシビル・ディフェンス、市民の防衛システムとなっております。それから緊急の活
動と学会の活動。
学会としてどういうものをやるのか、色々と段階で学会は何をするのかという事であり
ますね。それぞれの警戒レベルで何をするかという事、どういう警戒を出してどの様に
出して緊急対策を取るのかというのがここの部分であります。
ご覧になれますでしょうか。当初学会は、まず観察という事になっています。スケジュ
ール通りの定期的な観察です。これは今やっております。定期観察です。緊急対策とい
う事であります。次に行きます。注目しなければ注意しなさいという所でして、もう少
し学会でもそれからまた、緊急活動という事であります。緊急活動というのは、実は市
民の地域社会に、の組織が行われるのです。市民保護組織と言いますとイタリアでは何
を言っているかと言いますと、ちょっと複雑な体制なのですけれども、これは例えば行
政のみならず例えば軍とか警察とか或いは病院とか、それぞれの私達自身も学ぶという
事なのです。学会だってその一部かも知れませんが、学者もこの様な人達と協力をして、
対処しましょうという事なのです。私達もシビル・ディフェンス、市民の保護を組織の
一部と考えられております。
またもう一つ、よく話し合われましたけれども第 1 レベルから第 2 レベルにどういう基
準で移るのか。それははっきりと位置を定義する事はできないと思います。あるパラメ
ーターがあるから、さあ移りましょう、という事は出来ないと思います。例えば 1 レベ
ルから 2 レベル、地震だったらマグニチュードがありますよね。地殻変動では中々そう
いう事はいけない、と言えないと思います。1 レベルから 2 レベルに移ろうという時に
は、やはり一般的な知識、知恵に頼らなければいけないと思います。火山に対する知識、
それからデータ、また古いデータを出来るだけ集めて判断をするとしか言えないのでは
ないでしょうか。
私はそういう風な印象を持っているのですけれども、私の同僚のこの部屋の中の方には、
いえ違う、とおっしゃる事があるかも知れない。私達は科学者でありますので、閾値は
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定義出来ないのですよ。私はそう言うしかありません。
また追加致しますと、イタリアの経験と致しましては避難という事なのですが、避難は
もう既に、ベスビウス火山では、フレグレイ・フィールドでもベスビウス火山でも完了
致しました。沢山町があったのですね。この赤い所でありますけれどもティンタウンと
いう所、それからフレグレイ・フィールドでは、色々な町村があったわけなのです。ナ
ポリの町の一部もかかっておりました。これらの人達を移すと、一つの町として移すわ
けです。これがアイディアでした。ベスビウス山では 60 万人が避難しなければいけな
かったのです。また、フレグレイ・フィールドでは 30 万人が避難しなければいけませ
んでした。ホテルは全部ないので、35 万人の人が避難しなければいけない。一時にそ
のホテルはありませんね。地図を見て下さい。この一部がイタリアでは政治区に色々分
かれている所なのですけれども、それぞれの町、一つ一つの町、ベスビウス山ですが、
これが一つの地域として移ったわけです。この大多数の人達ですが、同じ所に移ったと
いう事ではなくて、移るのは一つですけれどもイタリア中にちったわけであります。一
つの町の人は、文化的にも、それから家族の関係も、一緒になりたいだろうから、移る
時には一つに北部に多く移ったようでありますけれども、この討論の叩き台としてイタ
リアのこの経験をお話し致しました。

＜鵜川氏＞
警戒レベルとそれに伴う行動がどういう風に一緒になっているのか、レベルを上げる時
にどういう風に上げるかという事について、話されました。それから避難についての計
画、町単位で避難するというお話をされました。今のオルシさんのお話に、質問や何か
関連するコメント等ありましたらどうぞ。

＜荒牧氏＞
2 番目のポイントについてのその、トゥイニング・シティのアイディアは良いけれど。
。
第 2 点、大変感銘を受けたのですけれども、時間がかかるかも知れませんね。それぞれ
の地域を入植させるという事に時間かかるかも知れません。従いまして、非常に大規模
な移住でありまして数ヵ月、数年かかったかも知れません、人々が戻って来るまでには、
どういう考え方で進められたのでしょうか。

＜オルシ博士＞
その通りです。おっしゃる通りです。だからこそこれらの人達はすぐに、一時的な移動
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でなかったのです。臨時避難者でなかったのです。ナポリの海岸地帯には、勿論リゾー
ト地とかホテルがありますが、60 万人を収容出来る程ではない。一時的には可能であ
りますけれども、幸いな事でありましたけれども、最悪な時にも、これらの人達は、戻
る可能性があったというわけです。短い時期で戻る事が出来る、そういう可能性があっ
たから幸いでありました。だからイタリア中に散ってそして一方では、シビル・ディフ
ェンスと呼んでおります、市民保護団体があって、もう既にやっておりますのは、地域
の人たちと協力し、一つ一つの町がどこに行くか知っているという部分、どの地域に行
くのか分かっているというわけでありますね。もう既に、演習をしているわけでありま
す。そこに行って、ちょっと試してみるという人、或いは学童達がその具体的なベスビ
オの村から一週間単位でその避難地域の学校に行って試してみるという事もやってお
りますよ。このお友達を作ってですね、そして話が出来る様にという事であります。そ
して環境に慣れる様に。こういう事はもう既に始まっているわけであります。87 年と
おっしゃいましたが。
荒牧先生のコメントは大変ストレートな事で、結構だったと思います。全ての計画とい
うのは、即ち人員的な社会、家族の関係を壊さないで移住してもらうという事。そして
長い間、避難生活を余儀なくされるかも知れないわけですから、やはりそのままの家族
関係を持って行きたいという希望があるわけです。
＜荒牧氏＞
こんな話聞いていると、途方もない話だと最初思ったのですね。こういう事です。例え
ば富士山の周り、富士吉田市は、長崎県に避難します。隣の河口町は岩手県に避難しな
さい、そういう話なのですね。そういう風に予め決めちゃってとんでもないと思ったの
だけど、三宅島の事を考えますとね、これ東京都の方がいらっしゃると、いない所で言
うのは失礼かもしれないけど、はたで見ている、もっと慌てて避難したわけだけど、何
と言うか、隣近所との連携がバラバラになっちゃって大都会の中に、皆溶け込んじゃっ
たもので、ものすごく皆困って悲惨な状態になったというのが後で分かったと僕は思っ
ていますね。要するにファミリー単位、家族がバラバラになる、隣近所もバラバラにな
るという事になっちゃって、それが予期せぬ、たった、たったじゃない、あれは 4 年間
だった。実はその前に 1 ヵ月、たった 1 ヵ月の東京の時もそういう事、実は起こってい
た。そういう事を知っていたものだから、イタリアの話を聞いてよくまあ、ここまで、
その先見の目があるなという事を感じましたのでちょっと申し上げておきます。

＜鵜川氏＞
ありがとうございます。この話題に関して更にご意見ある方ございましたら。どうぞ挙
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手なさって下さい。はい。安養寺さん。

＜安養寺氏＞
私も荒牧先生のお話、仕組みに興味持っているのですけども、オルシさんに一つお聞き
したいのですが、子供達が夏休みにそのトゥイニングの町にやって、友達関係を作って
いるという事ですけれども、ベスビオ、いつ噴火するか分からないという状況の中で、
どの様にしてこの仕組みを持続しようとされているのか、何か良いアイディアをお持ち
でしたら、ちょっと聞かせて頂きたいのですけれど。

＜オルシ博士＞
そうなのですよね。この噴火は、もう子供達がもう成人してから、その後の事になって
くれれば良いという風に思うのですけれども、ただ、この毎年の様にこの様な交流をや
っていて、2 年になるわけですけれども、子供達がお互いに知り合うだけではなくて両
親もお互いに知り合うわけですね。20 年も、例えば、そのお互いに良く顔見知りにな
るという事が期待されます。ですので重要な事は、私はいつも言っている事なのですけ
れども、この緊急対策というのは計画というのは、その静的なものではなくて、動的な
ものだという風に考えなければならないという事なのですね。つまり短期的なものでは
なってはならない、アップデートされていなくてはいけないという事です。科学者とし
て、私達に情報を出せと、もっと研究しろと、もっと監視しろという風に言われるわけ
です。で、私達は火山の事についての知識、知見をもっと深めるわけですけれども。そ
してマップを作り、その評価をするわけですが。その計画がいい計画であれば政治家達
は、活動、行動を取ります。その避難する、或いは居住する人達は減少するかも知れな
い。道路、駅鉄道、或いは港、或いは空港、その辺はその質は良くなるかも知れません。
数も増えるかも知れません。その辺が色々アップデートする必要があるわけですね。そ
の最新の情報に状況にプランを変えなければならない。そして変る経済状況に合わせた
ものにならなければならないわけです。で、私のプレゼンテーションの中で、その計画
というのは、その毎日の人々のその活動を反映しなければならないと申し上げましたけ
れども、この計画の目的というのは、まだ噴火していないその火山に対するそう言う計
画なわけです。目的の一つとしては、その日常生活をもっとより良いものにして行くと
いう事であります。で、そしてまたより良く、もしも噴火した時は緊急対策をより良い
ものにする。でも休止期においては、その生活の質、休止期においても生活の質を良く
するというだと思います。
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＜鵜川氏＞
議論が始まっていますけれども、実際に避難の計画をお立てになったその岩手県の方、
当時岩手山の活動がピークになっていた頃は避難について、どういう様な事をお考えに
なっていたか、今のイタリアの例とかを、荒牧先生の話を考えながら、当時の状況をご
紹介して頂けると良いのですが。お願い出来ますでしょうか。土井さん、お願いします。

＜土井氏＞
1998 年当時の岩手県の状況のご質問に答えて
お話させて頂きます。当時、岩手山は地域防
災計画の中に全く想定されておりませんでし
た。つまり火山活動自体が岩手県に取っては
想定外の災害という位置付けだったわけです
ね。そういう中で山が動き始めてしまったと
いう事で、極めて難しい状況にあったのが最
初の段階です。それで噴火の想定、噴火の可
能性があるという指定は気象庁よりも出され
ました。臨時火山情報ですね。そういう中で
避難というものが、現実味を帯びてくる中で、
ではどういう風に対応しようか、という事で
考えたわけです。噴火するかしないかという
問題もあるのですけれども、噴火した場合、
例えば岩手山の場合、東岩手山の火口での噴
火と、西岩手山の噴火の可能性もあるわけで
すが、様々な様式ないし規模が想定されます
ので、予め避難の範囲を決めるというのはか
なり難しい、事実上難しいであろうと想定致しました。その背景の一つには、火山の観
測を行っても中々予測は難しいという事と、岩手山は山が 1 年のうち 20％以下しか見
えていないのです。山が見えない状態にあり
ます。そういう中で噴火の起こる可能性が高
いという様な事も含めて、むしろ地元に、地
元で度の様な状況の噴火が起こるか分からな
いけども、判断する仕組みだけはきちっとし
ようと考えました。まだ日本の地域防災計画、
災害対策基本法のそういう判断事項は市町村
長に組長さんに預けられているわけですけど
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も、その人は火山に関しては専門家でないわけで、その人が判断しろと言っても、これ
は無理な話でしょうし、複数の市町村に跨る可能性が高い。となると一つの行動パター
ンをしないといけない。それも報告しなければならない、という事になりますと、判断
する時は知事であろうと。ただし知事はその、あくまで市町村に対して助言する立場で
その判断を行い、法的責任者である人に助言をすると。知事といえども火山の専門家で
はないわけですので、それをサポートするグループが絶対に必要だと。という事で地元
の観想それから噴火史の研究、そういう避難行動を起こす様な防災所の研究者、が中心
だった仕組みを、知事と直結な仕組みをつくったわけです。そういう中で、どういう規
模ないし様式であってもその仕組みの中で、地元の仕組みの中で広範囲に対応しよう。
その一つが避難であると、いう判断をしたわけです。そのような状況にありました。

＜鵜川氏＞
ありがとうございました。今お話頂いたのは、土井宣夫さんで、岩手山の活動が活発化
し、98 年当時は民間の会社の地質学の専門家として、途中から岩手県の担当者として、
岩手県の防災にあたられた方です。避難のしかたという事についてもう少しご意見のあ
る方がありましたら。
はい。

＜田島氏＞
私、日本工営の田島と申します。先程の避難のしかたというか、イタリアの話に少し、
前からの話だと思うのですけれども、これは土井さんにお聞きすべきか、荒牧先生にお
聞きすべきか、なのですけれども、そういう長い目で見て地域の避難というものに対し
て。イタリアでそういう交流とか色々行われているときに、どういった形で交流を促す、
というかそういう事をされているのかが一つ知りたい。それに対して何らかのサポート
をしているのかどうかという事を一つお聞きしたい。もう一つは、こういう事は日本で
できるものかというのは、もしお答え出来る方がいたらお聞きしたい。その 2 点です。

＜鵜川氏＞
オルシさん、お願いします。

＜オルシ博士＞
そうですね。まずとっかかりは、演習をする方だと思います。訓練ですね。そして子供
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達を含めて訓練をするという事。若者達を巻き込むのが大切です。慣れて来たら何かを
やって来た事を踏まえてですね、この合同で演習をする。ナポリではもう既に今訓練を
しているわけであります。毎年位やっていますね。色々な町が参加してやっています。
訓練です。
18 レイドも含めて地図にあったと思いますけれども、18 のコミュニティーが参加しな
がら毎年の様にやっております。それしかないと思いますよ。合同で訓練しなさいと。
で、人々を説得して出来ますよ、と説得するわけです。そして一緒にやるのが良いです
よ、と説得するのです。お答えになりましたでしょうか。

＜荒牧氏＞
見る限り、このベスビウス火山、これは 60 万人がとにかく大急ぎで避難する。それか
らカンピ・フレグレイ、50 万人とおっしゃる。こんなことは日本で誰も考えていない
です。その富士山が引っ越してきて東京都の隣にでもあればそれもあるけど。という事
が一つで、日本では今までそういう事を考えた事がない。ところがさっき申し上げた通
り、まあほんの 1 週間、要するに今まで日本の避難というのは皆そういうあれでしょう、
1 週間とか、下手しては 1 ヵ月。この人達のは数十万人を動かすものだから、どうせ何
年もかかるから、その場合はなるべく隣近所の、その元々のコミュニティーをそのまま
そっくり移さないと後で大変な事になるという事で、ちゃんと見据えているという所が、
僕は感心した。それは実は短期でも日本で起こっちゃった。それが偶然に。それが東京
の伊豆大島の例で、あれはたった 1 ヵ月で大変な事になったし、それで三宅島、もっと
ひどかったのですよ、僕は考えるには。要するに町民の苦しみが。だけど悪いけどわず
か 3000 人のものだから、皆あまりピンと来なかったというのがあるのですね。で、そ
れは当然我々日本の関係者として学習しなければなりませんが、今日本で問題になって
いるのは、そういう 1 週間とか 1 ヵ月の間で取りあえず避難という所しかまだ目が行っ
ていないのではないでしょうか。
それからもう一つちょっとついでに申し上げたいのですが、イタリアの場合、そういう
わけで、とんでもなく大きな避難計画ですので、当然国が最初からリーダーシップ取っ
ている。イタリアが具合のいい事に、防災省という省があるのですね。日本でいう、い
くつしかない省の内の一つと思えば相当なものですね。日本は残念ながら、役人がここ
にいると悪いけども、欠席裁判で。内閣府というのが各省庁の関係をそういう時に、調
整するという事になっている。その調整能力が低いもので。要するに国レベルでちゃん
とやるという事は、まず今実現化されていない。せいぜい気象庁は頑張って、国の役所
として頑張るのですが、そのレベルで。これからそういう方向に向かっていくべきでは
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なかろうか、というのが私の個人的な考えですが、いかがでしょう。

＜鵜川氏＞
今の避難の計画の事について更に。パティアさん。

＜パティア博士＞
ありがとうございます。それでは私の方からちょっと付け加えさせて頂きます。そのラ
バウルでの経験ですが、避難した経験があります。94 年の噴火の時の避難なのですが、
最初は本当に混乱が起きました。色々な問題にぶち当たりました。というのは、色々な
コミュニティーをミックスして、組み合わせて避難して行ったわけです。それぞれのコ
ミュニティーが、それぞれの伝統がありますし、日常的な生活を送っているわけですけ
れども、しかし色んな問題が発生しています。その州の政府は、その再居住、再定住を
する時に、ケアセンターに送って行ったわけですね。そこで継続的な永続的な、再定住
をしなければならないという時にその家族の絆という事。それを村ごとに考えなければ
なりませんでした。この事で再定住をした時に、移住をさせた時にコミュニティーは、
その村ごとで移りました。で考えたのは、その家族の絆です。このコミュニティーの中
での絆を重視しました。これは、我々が経験した、94 年の避難の経験での事です。最
初の 1 ヵ月目、2 ヵ月目は普段の仮定住、避難だったわけですけれども、その後 15km
離れた所に再定住させました。こうした経験を共有したいという風に思います。火山警
報については、94 年は 4 段階の火山警報レベルがあったわけですけれども、これは、
その一番の変更、それから地震活動によって設定されていました。でもジオバンニさん
と完全に同意するのは、この閾値というものをどう設定するのか、この次のレベルにど
う上がっていくのかというのが大事だったわけですけれども 94 年に際しては、我々は
州のその災害委員会が、その警報レベルに、上げたわけですね。その数ヶ月以内に噴火
するという事になったわけですが、9 月 18 日の朝にその警報レベルを上げたわけです
ね。ところが一夜にして、その警報レベルを 2 から４に上げていった。で、この事は私
達は考えてみなければならない事だと思うのです。計画はどうであれ、その素晴らしい
計画を作る事は出来るかも知れないけども、しかし行動が違えばめちゃくちゃになって
しまいます。2 から 4 へと段階が上げられてしまった。27 時間以内にその様に段階が
変ってしまった。ですから 94 年以降、イタリアの警報レベルと同じ様に私達はカラー
レベルを設定しています。今イタリアと同じカラーレベルでの警報を出しています。ど
うもありがとうございました。
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＜鵜川氏＞
ハーマンさん、ありがとうございます。今ハーマンさんが二つの事をお話くださって、
一つは、避難する時、コミュニティーの絆を大切にした避難が大事だと。これはこれか
ら日本で一つの課題として、議論して行かなければならない問題だと思います。それか
らもう一つ。これ今日お集まりの方も大変興味あると思うのですが、警戒レベルを変え
る時にどういう風に変えるのか、という。これについては、先程気象庁の北川さんがお
話なさって、その後意見がいくつか出ましたけれども、もうちょっとそれについてお話
したい方もおられると思います。
話を今度は警戒レベル、日本で 12 月から導入された警報に、警報を伴った警戒レベル
かという事について話を移したいと思いますが、日本の警戒レベルについて、この機会
に何か聞いてみたいという。疑問があるとか、或いは知りたいという事がありましたら、
どなたか。
あ、はい。お願いします。

＜藤原氏＞
岩手県の滝沢村の防災担当をやっております、藤原と言います。レベルの前に一点、先
程の続きですが、市町村ベースの避難計画を立てる時にはやはりコミュニティーを大事
にしたいと思いながらも、とてもイタリアの様なケースは日本では馴染まないというか、
国民性なのか、その大きな移動というのは多分難しくて、無事避難してくれれば良いと
いう様な事しか、レベル的には考えていられないと思うのです。市町村の担当としてで
すね。ですから、どうしても体育館に行って、その次はどうするか。仮設住宅を建てて、
そこまでの事しかまだ日本では考えられないのではないかなと思っています。全島避難
という大きな災害があった時には、ああいうふうな形になったと思いますが、岩手山で
はそこは周辺はまだ海に囲まれていないので、多分そういう形になるざるをえないのか
なと思っているし、せめて市町村がやれる事は、どこどこの避難所には、どこの地区、
コミュニティーが、ここに一緒に行きなさいよと、その中で知り合いの中で生活して下
さいよ。せめてやれるのは、それ位かなと今の所思っています。レベル化の方の話です
が、本当に気象庁さんの方で防災につながる警報を出してくれる事は本当に市町村とし
てはありがたい事で、と言うのは先程、土井さんが言った様に最終責任者である各、一
番小さい市町村長の権限というのは、この日本の中で決められているのですが、その岩
手山が観測活発化した 1999 年に、一年後位、おまえが防災火山担当をやれと、言われ
てその職場に移ったので、それまで火山の知識なんて全くないですよ。移動してその職
務をやろうとした時に、本当に何から手を着けていいのか全く分からない状態の中で、
若干その前の土地から持って来た斎藤先生なり土井さんなり、ある程度の組織を作って、
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マップまで作ってくれて、でマップをどう生かすかというのを渡されたけども、数ヵ月
間何をやっていいか分からなくて、そのメンバーにやっと溶け込んで入っていって、い
ろいろな話をして行く上で、ああ、やっぱりこれは無理なんだ、といろいろな仲間で、
同じ隣の担当とかも話して、何となくどうすれば良いのかを徐々に分かって来たと。本
当にこの火山というのは、本当に特殊だと思うんですけれども、一市町村でやり得る様
な災害ではないと、今では思っているのですが、その中でレベル化の話ですけれども、
住民と接して訓練をやっているのも直接的には市町村だと思っています。総合防災訓練
という形で県が入ったり、自衛隊とか警察が入る時がありますけども、その計画やって
いるのは市町村で、住民と色々対話しながら、どこに行くとか、こういう時はこうする
よと、説明会、色々やって来たつもりですけども。だから、レベル化の中で段階を上げ
下げする時というのは、先程の気象庁さんの連絡網は極端な例だと思いますけれども、
いきなり例えば、発表します、NHK さんがテレビなりラジオで一斉にやります、とか
と言ったら混乱を招くと思うので、当然その間には色々地元なり、関係市町村と協議し
て、いついつこうやるという形を多分取っていたのだろうと思っているのですが、その
辺の詰めがまだまだ出来ていないのが実態です。防災計画の時に臨時火山情報があった
時には、どうするかというのは今時点は決めましたけども、12 月 1 日から施行という
事でしたが、先程のその火口周辺がマップあるのですけども、周辺というのは、どこま
でどう、というのとか、規制をどうするのかとか。多分今日のテーマである未遂という
事を考えれば 2 とか 3 とかというのは、これからもどんどん確率的にあると思うのです。
5 までは行かないと思うのですけども。その時に本当にその連携したやり方を持って行
かなければ。市町村に責任があるとか、気象台がどこどこ発表するから責任がそっちだ
という形にはならないと思うのですけども、その辺のネットワークをきちっとして行か
なければないということが、どうするかというよりも課題の方の話に私の方はさせて頂
きます。

＜鵜川氏＞
藤原さん、ありがとうございます。これに対応して北川さんにやっぱり話しをして頂き
たいと思います。

＜北川氏＞
はい。気象庁北川です。先程、滝沢村さんから話ありました通り、気象庁では伝達はこ
ういう風にやりますというのを、そういう例という事で、勿論その頭ごなしに情報を出
すとか、そういう話ではございません。気象庁としては今まで極端な例を言いますと、
例えば噴火が発生しそうですよ、何とかして下さいねという風に自治体さんに判断して
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頂いて実際こういう規制をして、するというのは自治体さんが決めるという方向で今ま
では、例えば 1998 年の場合は、進んでいました。今回その噴火警戒レベルを導入する
という事というのは要するに気象庁が、その科学的な観測とかそういう物に基づいて判
断したのに基づいて、では自治体さん、こういう様な防災を取ったらどうでしょうかと
いうのを一緒に考えて行きましょうという意味で、今回噴火レベル、噴火警戒レベルを
導入させて頂きますので。これ、以前、観測はこちら、判断はそちらですよ、というの
ではなくて、今後は一緒に考えてやって行きましょうというつもりで、今回レベルの導
入をしていますので、それで、勿論、もっと密接な連携を取ってというのは、勿論これ
からの事と考えておりますが、そういう方法で行きたいと思っております。

ありがとうございます。一緒に考えながら、これからの課題であるという気象庁の北川
さんのお答えだったと。関連して何か意見、コメント、質問等ございましたら。オルシ
さん。

＜オルシ博士＞
私達はいつも、こういう疑問を投げかけます。どの様にしたら管理が出来るのか市民も
私達の計画にサインをさせる事が出来るのか。行動に参加してもらえるかどうか、とい
う事です。こういった質問を常に自分達に投げかける必要があります。私達は本当にこ
の危機を管理する事が出来るのかどうか。科学者として、また市民保護担当部門として、
つまり公民として私達は何をしなければならないという事を知っています。私達は市民、
普通の市民にこういった我々の活動に参加してもらう必要があるのです。ただ、これま
で訓練をして参りました。4 月にも行ったのですが、この訓練の中でメジメックスとい
う訓練の中で科学者として、それから市民保護担当者だけ、市民を入れないでどの様に
私達が対応出来るか、どの程度緊急事態に対応出来るか、その能力を測るための物です。
つまり、科学者とその市民を防御する担当者がどれだけ上手く協力出来るかという事を
試して見たわけです。例えば、火山の役の人間がいて、毎日その火山の役の人が、今日、
火山は地震のマグニチュードは、これこれですと、噴気孔はこれだけですと、組成はこ
うなっておりますという情報を発します。そうして各コミュニティーが対応を取ると。
数週間分のシミュレーションを行って、例えば静穏期から実際の噴火までの数週間まで
の過程をシミュレーションします。非常に面白い経験をする事が出来ました。私自身も
非常に刺激を受けましたし、沢山の事を学ぶ事が出来たと思います。コミュニティー全
体が、つまり科学者とその市民防衛担当の部門の役が一緒にこれをやったわけです。先
程の方がおっしゃっていましたけれども、例えばどの方向に進むのか、これは実際に緊
急事態にどう対応するのかという事を私達も科学者、それからその地方自治体の担当者
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も一緒に学ばなければならないと思います。その後市民を巻き込むという事です。

はい、中村先生。

＜中村氏＞
よい話ばっかりなのですけども、実は、スライド、あのパワーポイント様式なのですけ
ども、磐梯では噴火未遂、それからレベル化、それから重大なポイントの一つは、その
解除数。この解除するという行為で、あまり上手く行かなかった事例がありますので、
それを是非紹介して、どういう風に私達は対応して行ったら良いのだろうというその教
訓をここからどういう風に導いたらいいのだろうと、ちょっと紹介したいので、時間頂
けますか。
＜鵜川氏＞
宇都宮大学の中村先生。2000 年は色々な日本の火山が動いた年なのですが、磐梯山も
この年に動きがあって、それについて希少な経験を持たれておりますので、それについ
てスライドを使って話題提供して頂きます。お願いします。

＜中村氏＞
2000 年は三宅島が忙しかったのですが、実
は磐梯でも忙しくて、ここで話題になった
未遂の事件がありますので紹介します。な
ぜ上手く行かなかったのかという事例を
是非紹介して、皆さんのご意見をお聞きし
たいなと思います。ここに磐梯山がありま

す。ポジションがありますけども、こうい
う所があります。磐梯山はマウント・セン
ト・ヘレンズと同じ噴火を 100 年近く前に
した火山で、非常に注目されている火山な
のですけれども、2000 年に、ここに示し
た様に急に地震が増え出したのです。ここ
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に書いてありますけども 1 日 400 回位増え
だしまして、これに伴ってここにちょっと
書きましたけども、6 月頃から 4 月にちょ
っと傾向があったのですけども、6 月に少
し増え出して、8 月にはグングン増え出し
ました。非常に急激に増え出しまして、気
象庁は臨時火山情報 1 号を出しました。臨
時火山情報というのは、かなり衝撃があり
ますから、新聞は号外を出して、地域では
直ちに入山規制をしたのですね。これは大
急ぎで対応が上手く行って良かったのですけれども、ここから問題が、今お話する問題
がありますので是非聞いて下さい。
それは、非常に地震が増えた直後に入山規
制がされたのですが、実際にはですね、火
山の現象としては、非常に微小地震が起こ
っているだけであって、地元の人にとって
は何も変ったものはない。噴気があったわ
けではない。或いは有感地震があったわけ
ではない。山はそのままである。という事
が 8 月から 1 ヵ月位低下しました。8 月と
いうのは、この地域は有数の観光地ですか
ら沢山の観光客が来るべき所、入山規制しましたから全部、観光関係は全部キャンセル
が起こったわけですね。それで 9 月に 1 ヵ月位経ちまして、山はしかし依然として何も
起こらなくてむしろ地震は沈静化に向か
っている。9 月は更にですね、夏よりも更
に観光シーズンですから沢山の観光客を

集めます。
ここは、雪が沢山多いところですから、7
～9 月の 3 ヵ月、スキーもちょっとありま
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すけども、その 7～9 月で 1 年間をその時の観光の収入で生活をしている人達が沢山い
るわけですから、地元の自治体の人達は非常に、これから 9 月に向かう観光シーズンに
危惧を感じまして、9 月 23 日に、こういう観点で自治体の長の方が解除をしました。
つまり、その直前の 28 日に実は噴火予知の拡大幹事会で臨時火山情報第 2 号を出した
のですけれども、しかし、猪苗代町はです
ね、火山、猪苗代町、北塩原町、磐梯町の
3 つの町村は、火山活動は落ち着いていて
今すぐ危険な状態ではない。これは気象庁
の言っている通りですね。噴火予知連絡会
の言った通りです。こちらがポイントで、
気象庁が噴火するかどうかはっきりとし
た見解が出せないとしており、これ以上規
制を続ければ住民に精神的な負担を負わ
せる、という事で入山解除したのですね。
で私も噴火予知連絡会の委員をやってい
ましたけれども、この自治体の結論は寝耳
に水でした。はっきり言ってびっくり仰天
した。しかし、基本的日本の災害対策基本
法 60 条で入山規制と解除は、該当する市
町村が自ら決定する事が出来るわけです
から、やってはまずい、やる所もある、相
談も受けていないわけですから、あ、そう
ですか、と言うしかない。で現実には解除
されました。ただ地元の方もただ解除した
だけではなくて、そのこういう様な 4 つの
情報を一緒に提示する、或いは入山規制す
る山の周りの登山道の入り口に、こういう
ものを配って、磐梯山は、今何でもないの
で解除して大丈夫だという事で、解除して
しまったのです。しかし、この時の噴火状
況を専門家的に見れば、火山性の低周波地
震は沢山結構起こっていました。それから火山性はしっかりあるのです。それから、色
んな兆候が沢山出ていたし、しかし、結論的に言えばどんどん減りまして、10 月頃か
ら減って来たので解除は、結果的には上手くいったというか、我々は心配したけども、
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心配しない方向に流れて行って、経過した
ので、やれやれではあったのですけども重
大な教訓を残してしまったのです。
つまり、それから、その後でそういう物を
やると同時に幾つかの教訓はあったので
すけれども、自治体側とすれば、研究者と
の間のコミュニケーションも悪いし、それ
からどういう風に避難すべきか、或いはそ

ういうハザードマップが出来ていないの
で直ちにハザードマップをするためのシ
ステムを自治体側から提案ありまして、私
達とか研究者が入って、直ちにハザードマ
ップを作成する事が出来ました。ハザード
マップは好評だったのですが、この時の教
訓として得られる物は、それぞれのグルー
プ間での信頼関係が全く出来ていないま
まに、最終的な権限を持つ市町村長が、危
険な時には一応入山規制はしたのですが、
1 ヵ月足らずであっと言う間に解除してし
まった。その時に科学者や専門家の意見は
殆ど、我々は相談を受けた事もないままに、
結果オーライだったのですけども、信頼関
係のないままに、市町村の発表は、我々は
納得できないですね。火山は何も兆候がな
いので解除しても問題ないですよ、という
結論を出してしまった。つまりここで信頼
関係は殆ど出来ていなかったというのが
一つあります。これどうして出来ないか、
という問題はあるのですが、危険な方に向
かう時は、研究者が危険ですよ、というの
を受け入れてくれるのですが、解除する時
には、自治体の長の人達は、早く言えば自
分達の都合を優先して、権限を持っている
という問題がここで起こったという事があります。
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それからもう一つ、我々として教訓があっ
ていたことは、噴火予知、或いはその情報
について、もう少し非専門家に効果的な情
報が提供出来たのだろうかというのがあ
るのですね。我々は、きちんとした情報を
出したつもりだったのですが、受け止める
側は、かなり曖昧な情報だという認識があ
ったそうです。したがって、もっと分かり
やすい情報を出すべきではなかったのか、
とか。或いは防災計画をきちんと作ってお
けば良かった、あるいはリスク評価をやっておけば良かったと。或いは確率的な情報を
出しておけば良かったのか。これは確かに我々としても、その時点では噴火が拡大して
いるか減少に行くか分からない。
したがって、文章がやや曖昧なものになったのですけれども、確率的な、もし今気象、
天気予報とか地震の様な気象に対する或いは地震に対する確率的な言い方が出来れば、
噴火していく高さと、噴火が段々増す確率と、噴火が収まって行く確立をキチンと両方
明示すれば、もう少し自治体、住民の人にキチンとした説明が出来たかなと思います。
ですので、この辺の構築のために、もう少
し何をしていくかという部分を、特に危険
な方に向かっている時はよいのですが、危
険が解除されている、危険から、我々がも
う大丈夫か、と思う時の判断をキチンと信
頼関係のもとに行政の責任者に伝えられ
るかどうか、それにはどうしたら良いかと
いう事をすごく教訓として得られたと思
いました。

＜鵜川氏＞
ありがとうございます。続いて、磐梯の火山博物館の佐藤さんにも少し準備して頂いて
おりますので、中村先生の話に続いてお願い致します。

305

＜佐藤氏＞
磐梯山噴火記念館の佐藤と言います。地元
の方から見た当時の対応のお話を、ちょっ
と覗く様な形でご説明させて頂きます。福
島県には磐梯山だけではなくて、あと 3 つ

の常時観測火山があるわけですが、皆さん
専門家から見れば活動的な地域なのだな
という事で、福島県という地域は火山防災
も進んでいるのではないかと思われると
思うのです。ところが、全然逆で、100 年以上噴火していない山が多いものですから、
地元や住民や行政も殆ど、活火山の地域に暮らしているという自覚がなかったのですね。
で、行政としてもその地域防災計画の中に火山というものをきちんと位置付けるという
事はなかった。そういった地域なのです。
先程も中村先生からもお話がありました
が、4 月頃から火山性地震が増え始めて、
まず 6 月 1 日に火山観測情報が出されまし
た。実は 3 大紙の一つが社会面で、磐梯山
で火山性地震が増加しましたよと、ちょっ
とした小さな記事だったのですが、これを
見た埼玉県の学校の先生から、ちょうど猪
苗代町に修学旅行に行く予定を早速キャ
ンセルするというお電話が入ったという
事で、地元から見ますと、あの位の情報で、なぜキャンセルなのだという、要するに被
害妄想的な部分がこの時から始まったのです。有感地震が実は臨時火山情報が出るまで
に 2 回しか、それも震度 1 が 2 回しかないのです。一般住民からすると、なぜそんな
程度の有感地震しかないのに臨時火山情報なのかといった感じでした。ですから本当に
8 月 15 日に火山性地震が 400 回もあったという事が殆ど理解されないという状況があ
りました。
気象庁さんにはごめんなさい。ここで文句を言うわけではないのですが、当時のやはり
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臨時火山情報の出し方も非常に分かり辛
いと思うのです。「山頂付近で噴火の可能
性も否定出来ない」などいう表現では、実
際これをペーパーだけで渡されたら、行政
もどう対応して良いのかというのが非常
に難しいと思うのです。当時福島気象台の
防災業務課長が、火山観測情報の段階でも
し今後活動が活発化したら、臨時火山情報
になりますから宜しくお願い致しますと
いう事を県の担当者に言っていたのですが、実際臨時火山情報の時は実はペーパーだけ
だったのです。本当はこの時にも県に出向いて、きちんと説明して、入山規制にやっぱ
りつなげなさいよという指導をして頂ければ良かったのですが、実はそれがなかったも
ので、そこで気象台と県との中にちょっとギャップが出来てしまいました。
県はどう対応して良いか、この段階では分
からずに、市町村にただファックスをまた
流したという様な事だったのです。当然市
町村はもっと火山の事が分かりませんか
ら、実は 1 日放置していたのです。入山規
制が結構早く出来たって私も思っていた
のですが、よく見直して見ますと翌日県に
担当者を集めた会議がありました。これは
組長さんが来ないで担当者レベルで集ま
ったから非常に良かったのです。気象台と
県の方から、これはやっぱり入山規制が必
要ですね、という指導があったので、担当
者は分かりました、持ち帰りますという事
で、入山規制が決定したのです。実は後か
ら実際の組長さんがいっているのですが、
もしその会に私がいたら、私は入山規制を
させなかったと述べています。
私は 1988 年に岩雪崩が発生した際には、1 週間前から前兆現象がありました。ある組
長さんは、磐梯山は必ず前兆現象がある火山だと。今回はそういう前兆現象、有感地震
が殆どないから、噴火する事はないと、こんな事も言っていました。本当に火山の事を
知らない様なそういう組長さんばかりの地域ですから、本当に対応が難しかったです。
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で、入山規制解除が 9 月 23 日だったのですが、実は磐梯山の中腹に警報装置を設置し
たのは 12 月 13 日です。それから 3 ヵ月後なのですね。本来ならばこういった警報装
置をきちんと設置して登山客に対してキチンと対応する。そんなシステムが確立した中
で入山規制をするのであれば分かるのですが、まず観光客を戻そう、その経済面だけを
優先したために、本来あるべき手順でない形で磐梯山はこういった事を行ってしまいま
した。
本当に全国的に見ても非常に悪い反面教師の火山だと思うのですが、やはり最初も申し
ました様に噴火の周期が長くて 100 年も噴火しないとやっぱり地域の中では火山防災
というのが進んでいなかったのですね。この 2000 年以降、色んな所でハザードマップ
が出来て来まして、そういった意味では全国的に火山防災レベルが上がって来ていると
思うのですが、今回この気象庁さんが火山警報システムを確立されたおかげで、これか
らどんどん地域も火山防災には力を付けて行ってくれるのかなと期待をしている所で
す。以上です。
＜鵜川氏＞
佐藤さん、ありがとうございました。中村さん、ありがとうございました。あの、岩手
山とか結構色々話題になった火山については、よく研究者達も知っているのですが、磐
梯山の例は中々話題になる事が少なくて、こういう当時の磐梯山におられた方のお話で
ないと分からない部分というのがございます。今日はそういう点を紹介していただきま
して、良い経験に情報になったと思います。今の中村さん、佐藤さんのお話について、
質問とかコメントとかありましたら。須藤さん。

＜須藤氏＞
産総研の須藤です。アラートレベルを下げる話ですけどもコメントなのですが、今日フ
ィリピンからは、どなたも来ていらっしゃらないので、うろ覚えの知識で申し訳ないの
ですけども、確かフィリピンでは、アラートレベルを上げたらその上げたレベルに賞味
期限が付いていて、例えば 3 日とか一週間とか。その間は上げたままですよと。ところ
が、それだけ経ったらまた考え直しますという事を自動的にもう決めていると思うので
すよ。ですから、上げたら次に下げるという指示をするまで出しっぱなしという事では
なくて、その時点時点で上げた方が良いのか下げた方が良いのかを、もう最初から考え
直す事に決めているというそういう方法で。なるほどなと。あそこはそういうクライシ
スに何度も直面した所ですから、そういう事を決めていたのだと思います。ただ勿論日
本でも似た様な事があって、有珠の場合もそうだったと思うのですけども雲仙の場合等
ですね、警戒区域という物を設定して、もうそこには立ち入らせないと。だけど必ずそ

308

の期限が切ってあるのです。何度も何度も延長されましたけども、それぞれ決めた時点
では期限が切ってあって、その時になったらまた考え直しますと言う事をしていました
ので、今度新しいシステムになったら日本でその気象庁はどういう様な対応をされるか
等もし教えて頂ければありがたいと思っています。

＜鵜川氏＞
須藤さんの紹介とそれから教えて頂けたらという質問がペアになっていました。北川さ
んお願いします。

＜北川氏＞
北川です。火山によりまして、その地方自治体の方とどういうタイミングで下げるかと
いうご相談させて頂いている火山もあります。それで、須藤さんがおっしゃられた通り、
何日経ったら自動的に下げるというものではないのですが、何日が経ったら下げる事を
検討する。そして必ずその日が来たら、今日はどうするのだと検討する事はうちも自治
体と協議させて頂いている火山もございます。もし下げられない場合はその時はこうい
う理由でまだ下げられません、延長させて頂きますという事を相談させて頂くという事
を導入している火山もございます。今後そういう感じで進めて行きたいと思っています。

＜鵜川氏＞
須藤さん宜しいですか。ありがとうございます。
1 週間という事で、1 週間後また検討させて頂きます、今回はこういう理由で下げられ
ませんと説明させて頂くという事です。1 週間、例えばという。
それは例えは。
そういう周期で延長させて頂きますというのを最初から 1 ヵ月などと設定するのでは
なく、もっと短い周期で検討させて頂こうという事で、もし下げられないのなら、こう
いう理由で下げられませんというのを説明させて頂いて、そういう事でどんどんやらせ
て頂くという事を検討している自治体と。
まだシステムは検討している？
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いいえ、それは実際実行している。
田中先生。

＜田中氏＞
二つ御座いまして、一つはこの自動的に下げるというのは非常に重要だと私個人的に前
から思っているのです。それでアメリカの場合はどうされているか、ローエンスターン
さんにちょっとお聞きしたい。

＜鵜川氏＞
ローエンスターンさん。アメリカの場合、警報をあげたら継続をどういう風にさせるか
ご紹介下さい。

＜ローエンスターン博士＞
わかりました。今の所私達はただ、新しい体制にしたばかりでありまして、コンピュー
ターには入っているのですが説明しましょうか。4 つのレベルがありまして、警報シス
テム 4 つ。まず、色々地上とかそれからですね、航空体制がありまして、宇宙そして普
通のものとか、注意をする、そして警報という事があるわけです。USGS の方として、
地質調査所でありますけれども私達は委託を受けまして警告を出す様にとなっており
ます。
その他の能力は、他の組織ではありませんから。普通行うことは、緊急対策計画を作り
ましてそれでこの地方自治体と一緒に作ります。普通にこの対応計画というのは、大家
さんも含まれまして、大家さんというのが、これは大体森林局であるのですね。日本と
は全く違うと思います。まず地方自治体、そして私達は地方自治体ではなくて大家さん、
地主さんから始まらなければならないのですけれども、土地の所有者であります。そし
て委員会を作りまして対策チームと致しまして詳しく予め計画を決めます。これは大体
契約の様なものだと思いますが、明らかにしてありますのは、何が起こるのか、プロセ
スのとっかかりとなるのは何なのか、不安定状態となったら何をとっかかりとして誰が
来て、どういう風に委員会を組むのか、テーブルの座に付くのか。普通、噴火が始まり
ますと、そして緊急の委員会が召集されますと、リーダーはこの土地所有者が任命する
わけです。これは森林火災でも同じやり方を取りますし、それからその他の緊急地帯で
も大規模のものはそういう経路を取ります。それがテーマのアプローチの仕方として考
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えていますね。契約を作るわけです。そして対策計画を使いまして、それぞれのグルー
プ、どういう責任があるのかを割り付けます。その時にこの緊急レベルを決めるのは私
達だけですけれども、他の人達がどういう風に状況を対処するのかを決める。何を、そ
して誰がするのかという事、意思決定のプロセスで、どこで誰が何を決定するのかと、
例えばここにいて良いと許される人、それから避難を余儀なくされる人。で、警戒レベ
ルを下げるという事についてですけれども、この時点では、そうですね、対策計画に入
れております。このマジックナンバー、1 週間とか 1 日という事、1 ヵ月という事はな
いと思います。検討し直す日はあると思いますけども、今の所それはいつを持って見直
すかというのは、やはりケース・バイ・ケース、火山によって決めていると思います。
それから火山の当事者の状況次第だと思います。だからこの日になったら必ず自動的に
と、そういう風な確固とした事情はないと思います。
マイクを与えられていますので、もう一点だけ申し上げたいと思います。確率という事
なのですが、一般の人たちに確率の話をする事、噴火確率はこうですよ、と言う事。計
画ではマウント、セント・ヘレンズ山ですが、2004 年にまた再噴火を始めております
からセント・ヘレンズ火山。皆様方もクリス・ニューホールをご存知かも知れませんけ
れども、ソフトウェアプログラムを作りまして、例えばこの確率の樹なんていう物を作
りまして、確率を打ち出そうとしています。しかしグループの中で議論が多いわけでし
て、確率の物を言うべきであろうか、一般の人たちに説明をするべきなのか。メディア
は、或いは住民も求めていますのは確立という事なのです。X が起こる確率、Y が起こ
る確率を知りたがるのですが、殆どの科学者が決定するのは何かと言いますと、その様
な情報は出すなと。そんな事出しますと、次に起こってしまうのは、ではどうして出し
たのかという質問が来るわけです。そうしますと、山ほど説明しなければならない。モ
デルはこうですよ、本当に数字を投げつけて、それを望まれているのかも知れないけれ
ども、しかしながらですね、防御が難しくなるわけです。私は、確率に対して賛成でも
反対でもありませんが、非常に複雑だという事だけは申し上げておきたいと思います。
何らかのツールで、非常に透明なツールが出来るまでは、セント・ヘレンズ火山での教
訓だったのですけれども、出来るだけ透明にしておかなければなりません。一般の人に
とって、何層も何層も情報を、あなたがやっている所から、そしてどうしてこんな事を
言っているかという事、何層もではなくて、どうしてかというストレートに語らなけれ
ばなりません。そういう考えがあって、そしてこういう利があるのだという事。何層に
も説明してしまうと、この人何か隠しているという様なイメージを持たれてしまいます
ので、この様な統計を一般の人に語る時には複雑な物を語って聞かせるためには、確率
というのは非常に複雑です。難しい点ですね。
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＜鵜川氏＞
これに対しては、ちょっと私理解し損ねたかも分かりませんが、アメリカでレベルを下
げる時に特定の機関は定めていなくて、個々の火山によるものだと。

＜ローエンスターン博士＞
そうです。現時点ではそうです。

＜鵜川氏＞
プロバビリティー、確率を情報の中にどういう風に入れるか難しい問題だという紹介で
なかったかと思います。この点についてちょっと話をしながら、確率の話が出たので、
気象庁で長い間火山対策班されていました山里さんが来られているので、情報の出し方、
確率も含めて紹介頂ければと思います。

＜山里氏＞
確か 2 年前のこの同じ場所で、やはりこの同じワークショップの中でも、その確率の議
論があって、確か海外の研究者の方から確率、イベントツリーですとか、或いは確率表
現といった紹介があったわけですね。その中で日本の人達、私とか、後、実際防災をや
っている国土交通省という実際サポート局の中でいるのですけども、その方からはかな
りの疑問が出されたわけですね。つまり確率で 80％の確率で噴火すると言われれば、
それはまだいいのですけれども、例えば 10％の確率だとか 1％と言われて、では、ど
うすればいいの、と必ず日本の場合は聞かれるのですね。気象庁は、火山ではないので
すけれども、余震確率というのをずっと前から出しています。つまり大きな地震がある
と、この 24 時間以内にマグニチュードいくつ以上の地震が何パーセントであります。
そういうのをかなり以前から出していますが、当初そのパーセンテージだけを出してい
たのです。そうすると、新聞記事にはなるのです。何パーセントとか、或いはテレビの
ニュースにはパーセンテージが出るのですが、非常に評判悪かったのです。どうすれば
よいのか分からないではないかと。10％起こるのか、起こらないのか、どっちか言えと。
それが言えないから 10％と言っているのですが、それを理解できない。確率というも
のが、例えばサイコロを振って、6 回に 1 回「1」が出るというのが確率だと、そんな
事は誰でも分かっているのです。皆さんちゃんと大学を出て、場合によっては国立大学
文科系であっても国立大学出ているわけですから、確率というのがどういうものかが分
かっている。問題はそれを受け入れて、何を対策に、それをそのままどういう行動に移
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すかと言う事が、つまりこの確率から現実的に出て来ないからだからこれを非常に強い
拒否反応が出るのですね。その中で気象庁は止むを得ず、現在は余震の確率は低くなっ
たとか、或いは余震の確率が高いとか、或いは余震、これ位のマグニチュード、震度 5
になる、余震の可能性がありますとか、そういういわゆる平文の表現で裏に実は確率が
隠れているのですが、勿論確率も言うのですけども、それを前面に出す様な形にしてい
るのです。つまり確率を言うという事は非常に難しくて、これまでも何度か私自身も色
んな方に、防災機関の方とも対応していますけども、そういう中でやはり、そういう確
率的な表現というのは中々日本の文化、防災の文化と言うべきなのですか、まだまだ受
け入れるには時間がかかるかなという気を私は持っています。

＜鵜川氏＞
ありがとうございます。山里さんのお話、ローエンスターンさんのお話、確率という事
で、特に一言という方がおられましたら。パティアさん。

＜パティア博士＞
私達は、確率 3 を 2005 年にエカブナ山がパプア・ニューギニアで噴火した特に受け入
れました。これを頂いたの、クリス・ニューホール先生なのですが、問題がありまして、
何が問題かというとこの情報をコミュニティーに伝える事が非常に困難だった。そこで
私達が何をしたかと言うと、もうそれは外に出さないと。これをワーキング・ツールに
しようという事で、もう我々だけで共有するものであると。これは、市民には伝えない
という事を決めました。やはり困難であるという判断です。この様に確率 3 をエカブナ
の 2005 年の噴火の時に頂いたのですが、上手くコミュニケーションする事が難しいと
いう事が分かりました。
＜鵜川氏＞
時間が、終わる時間が。え、オルシさん。

＜オルシ博士＞
私自身は直接この確率 3 の経験はないのですが、この危機の時に経験をつんでおります
ので、実際に噴火が起こらなくても経験をつむ事が出来ます。ウィリ・アスピナールさ
ん、モンセラ噴火の時に使ったという経験があります。その時にウィリ・アスピナール
で同僚が使ったものと、クリス・ニューホールさんの使っていた物の違いという物は、
科学者が集まってそして様々なアイディアの評価を行ったわけです。科学者がそれぞれ
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危機に対応しようとした時に、科学者はグループで確率を出したのですが、やはり問題
がありました。
もう一つの問題が、私自身もちょっと懐疑的に見ているのですが、私自身はその確率評
価の専門家ではありませんし、そのもう一つの問題というのは、我々確率を例えば市民
に伝える時に、市民に直接伝えるのか、それともその町自治体に渡して判断を仰ぐのか。
どれ位のリスクを解釈するのか、どこまでのリスクが受け入れられるのか。これは、そ
の科学者の責任範囲を越えていると思うのです。つまり科学者としては、何が言えるか
と言うと、まあ、10％ですよ、10.5％ですよと。それよりも確率が高い、低いという事
は出来るかも知れませんが、私達は、意思決定者ではないのですね。私達以外の人間が
意思決定をする、判断をする。その判断材料を何が受け入れられるリスクかという判断
材料を提供する事しか出来ないと思います。

＜鵜川氏＞
オルシさん、どうもありがとうございました。大変な問題に時間が段々無くなって来た
時に踏み込んでしまった様な気がして、この確率の問題、これは多分ワークショップ一
つ開くのに十分な話題だと思います。ここで、解決出来る問題でもないのですが、重大
な問題であると心にとめて、終わりたいと思います。

さっき、磐梯のお話の時に危機が高まっていく時はコミュニティーの結束が強くなるが、
下がって行く時にはコミュニティーの結束に問題が起きたという様なお話があります。
一方で、岩手山の事例、これは多分非常にコミュニティーを形成するという、上手く行
った事例ではないかと思います。山梨の環境研で行いましたワークショップの時に紹介
を頂いたのですが多分今日この場におられる方の大半は山梨の会議は出ておられない
と思います。土井さんに今日来て頂いているので、10 分弱に残りはなってしまってい
るのですが、岩手で上手く行ったポイント等強調して頂きながらお話を最後に頂けます
でしょうか。

準備している間に、先程須藤さんのご質問に岩手の噴火警戒レベルをどうしているか、
とお話させて頂ければと思います。つまり、下げの基準ですね。基準というよりも岩手
はですね、特にこれは住民行動を伴う物ですので、レベルを上げる時よりは、やはり下
げる時が一番問題だろうという風に認識しておりました。
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それで一番問題なのがレベル４だと考えていまして、つまり避難準備レベル 5 から 4
に下げる、或いはレベル 3 に一気に下げる。その分はもう 2 週間火山活動の状況を観察
しても次どうするかを判断する形になると思います。で、その判断した時は、次はどの
位の時間でまた状況を見ながらでしょうけども、下げの判断をしようという形で、とに
かく住民避難したものを、被害を最小限にしようと、減らそうという事で、今レベルを
設定した形になっています。

＜土井氏＞
あの時間の短いのですけども、ちょっと飛ばさせて頂きながら、10 年ほど前にありま
した岩手山の噴火危機、噴火未遂事件についてどういうに対応したかをご紹介させて頂
ければと思います。
これ、岩手山です。沢山の方が並んでいます。特徴の一つが、東側にマグマ噴火をする
場所、西側に水蒸気爆発する場所、二つの噴火予想地点があるという点です。これが、
噴火の経緯なのですけども、ちょっと見難くて恐縮なのですが、1686 年にマグマ噴火、
1732 年にマグマ噴火あった以降、実に 270 年間これまでマグマ噴火は起こっていませ
ん。その間に何が起こっていたかというと、今わかっている範囲では、1919 年に水蒸
気爆発を一回小規模にやった以降、3 回、今回も入れて３回噴気活動の活発化がありま
す。今回のイベントがこの時期なのですけども、ここの当時はマグマが貫入したという
のが明らかになっています。所が古いデータ、地震データを調べて見ますとここの、そ
の前のイベントもどうもマグマが貫入したのではなかろうか、と思われる情報がありま
す。つまり、その前にも噴火未遂があったと思われるわけです。ここは水蒸気爆発して
いますので、ここでもマグマ活動があった可能性があると。つまり、この 100 年間ほ
ど見渡すと、噴火未遂事件が何回もあった可能性があるという言い方をしています。
これは盛岡市から見た岩手山ですが、そういう中で噴火の可能性が 98 年、臨時火山情
報 2 号でありました。で、地震の状況です。一日の地震回数、多くなって来まして、ピ
ーク時では、一日当たり 151 回と有感も含まれる様になりました。問題になったのは
この時期我々としては火山防災対策が全くなかったという状態で、こういう山の動きを
迎えてしまったという事です。これは磐梯山と同じです。何をしたかですが、大きく見
て監視、それからハザードマップ等の災害予測地域の想定、それから緊急対策の立案と
トレーニングですね。多くなったと。これ基本で動きました。で、これが最終的に築か
れたモデルですが、この岩手山の高密度で、そして高精度の観測の結果、東側にマグマ
の端源があって、それが西に移動したと。驚いた事に西側に地下なのですけども、隆起
がずっと継続して、ここも一番隆起したという事でした。そしてその地下に球状の火山
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性の流体溜まりが推定されたわけです。で、つまりここで初めて岩手山に二つのマグマ
溜まりが存在するだと言う事が明らかになったのです。これは非常に驚きでした。
それから今回マグマが動いてくれたお陰で、岩手山の活動の癖が分かって来たという点
で避難できていると思います。実際に噴気活動も活発化しました。これが西側ですけど
も、これが噴気です。こういった物は雲ではなくて全部噴気で、東西約 2km、幅 700m
の間から噴気する様になりました。これがマグマ貫入から 1 年後からスタートしていま
す。これが 2000 年の写真です。ハザードマップを一応作りました。先程もちょっと質
問に答えてコメントさせて頂いたんですけども法律上の責任者が判断しなければなら
ないというのが日本の事情です。それをどういう風に地域としてサポートするのか、と
いうのが最大のポイントだと考えたわけです。山麓に 6 市町村ありましたので、その人
たちが同じ行動を取る、同じ認識を持つ必要がある、そのためには地域には判断、ない
しは助言する気がない。地域をサポートするそのグループが、これを公の物として作る
必要があると言う事で実際に作りました。
基本的には住民を主体として毎回問題になりますが、報道機関と厳密に連携するという
二つの大きな目標を立てて取り組んでいました。それを支えたのがボランティアの岩手
ネットワークシステム、INS の中の岩手山火山防災検討会という名称の物です。これは、
色んな機関の人達が個人参加するのですけれども、その参加者というのは全ての火山の
防災に関わる人達です。つまり気象庁を始めとして大学、それから行政、市町村県です
ね、それから消防、自衛隊それからライフライン、それからマスメディア。全部で 50
程の機関が個人参加して自由に討論する。そしてそれを持ち帰ってオフィシャルに行動
する、というか、それぞれの持っている立場で行動する。という事です。で、活動の活
発の時は一月に 1 回この会を開いていまして、現在治まっているので 1 年に 2 回程度
です。つまりこの中で信頼関係が生まれるという事です。よく飲みました。毎回飲んで
いました。
それで目標としたのがこれです。火山の研究者、それから防災機関、それから報道機関、
住民。これが連携して初めて地域の安全が守られるのだという考え方です。それぞれ一
気に信頼関係を持つという事はなかなか難しいです。磐梯山も先程そういう問題点が指
摘されていました。それで我々もこれを一緒に違う立場の人が一緒にやるためにはどう
するか、というのは、もう最後は信頼関係しかないのだという事で INS の活動でこの
関係を作り上げたという所です。
実際に噴火しませんでしたので、影響も出ました。当時もう 10 年ほど前でしたので雲
仙でも問題になりました、学者災害、そして報道災害、そういった物が発生しました。
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それから観光客の減少に結びつきました。それから一番私が恐れたのは、色々な防災対
策を取るのですけれども、外部、その色んな情報でその対策に対して住民が不信感を持
ってしまう事が一番恐ろしい事だと感じておりましたが、そういう点もありました。こ
れについては、非常に結盟をして、そうではないですよ、という事を伝えて来ました。
これは非常に対策をうつ上で住民の不信をかってしまうと進めないという風に考えま
す。
実際の影響はですね、入山規制をかけました。噴火しておりませんので、登山者対策と
いう事になります。98 年の 7 月 1 日からです。で、実際にスキー場が 2 つ営業停止し
ました。で、風評対策も行いました。それで、我々としては、その 98 年からそういう
取り組みをしていますけれども、噴気活動が翌 99 年から出ました。で、いつ水蒸気爆
発が起こるか分からないという状況もありました。予想の方もそういう形で発表してお
ります。そういうわけで、そういう警戒体制を継続する必要があるわけですね。あった
わけです。で、どうしてそれがある程度出来たのかという事なのですけれど、やはり地
域を守る信頼感が出来ていたのかなと、まず感じます。それから噴気とか火山性の地震
等、体感現象がかなり増えました。有感地震が出ていました。それから更にマグマの活
性に伴って活断層が動きまして被害地震となりました。地震断層も発生しました。それ
から 2000 年の有珠山の噴火。三宅島の噴火。これが非常に良いインパクトを与えまし
て、有珠山には現地に何回も関係者が行って状況を確認していましたので。こういう中
で警戒体制の維持が捗れたという様に思います。
今議論になっていました、レベルダウンの問題です。磐梯山が問題提起されましたけれ
ども、私達もこの問題で苦しみました。判断の基準は、火山性の地震の減少や地殻変動
が停止したという所で考えるわけですが、やはりまずは噴火しておりませんので、登山
者対策という事になります。その場合は、登山者の安全を第一に確立した上で、入山規
制を解除しようという取り組みを行いました。それから一方西側は先程写真で見た通り、
実際に噴気活動が行われていました。更に、その噴気活動の中心が、地殻変動がまだま
だ続いているのが国土地理院さんの GPS の観測で分かっておりました。局地的に地殻
変動が残っていたのです。この事があったものですから入山規制の解除が、西側が遅れ
たという事情になりました。
この様な取り組みをした結果ですけれども、対応に対する公的な、或いは報道からの批
判というのは全くございませんでした。一部の方からはありましたけれども、ありませ
んでした。ただし、私自身も住民からですね、複数こういう事を言われました。つまり
ですね、吹く吹くと言ったけども、結局噴かなかったじゃないかと、いう事ですね。勿
論その誤解が入ってはいるのですが、住民側からするとそういう認識をされた方が複数
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いるという事ですね。つまりマイナスの部分がもしかすると記憶にプリントされたかも
知れないという気がします。
それで今回の件で教訓をまとめて見たいと思います。一つは、サイエンティフィックな
ものです。もう一つはソーシャル、社会的な点です。まずサイエンティフィックな点で
すけども、今回の山が動いた事で、観測法この検証がなされたという事です。それから
解析法についても行動が進みました。干渉 SAR 等は岩手山の災害に適用される形にな
りました。それから岩手山に 2 つのマグマ溜まりが存在するのだという事、或いは岩手
山噴火の、マグマの動き方の癖がここではっきり確認出来たというのはあります。それ
から岩手山では、これまで動いていませんけども調査進める中でいろいろな現象があり
ます。山体の断層とかですとか植生とか色んな物がある、色んな特徴があるというのは
分かっていたのですが、その意味が確定出来なかったのです。それが今回動いてくれた
事で、かなり良く意味が分かって来たという事です。
更に理科的なものですけれども、しかしながら、山が動いている時の安全性の確認とい
うのはいかに難しいか、レベルダウンの難しさを感じました。それからマグマが活動し
ている時は、岩手山のすぐそばで活断層が動きました。内陸地震と相関しているのだと
言う事も今回はっきり分かりました。
一方、社会的な側面ですけれども、良かった点になったと思うのですが、無防備な火山
対策の改善が必要だというのが良く分かりました。ところが 9 年今既に経っていますが、
のど元過ぎれば熱さは忘れるという言葉がありますけども、やはり岩手でも進んでおり
ます。特にもう少し長い目で見てみると、噴火年月の長い火山とどういう風に付き合う
のかと、いう点です。私は取り組んだ最初 5 年間は民間人でした。それから今、その後
5 年間は県の行政の中におりますけれども、県の行政の中から見てよく分かったのです
が、こういう動かない火山、噴火間の長い火山に対する予防業務というのがいかに見分
けるのが苦手な組織なのかというのが良く分かりました。もしかすると、それは業務外
と位置付けている可能性もあるなという位感じました。それから火山観測情報を行政判
断に役立つ情報にする事、分かりやすく判断が出ている様な内容に言葉に変えてあげる
事。これがいかに大切かという事を感じました。それから科学者、行政機関、報道住民
の連携の大切さですね。仕組みは作るのですけれども、一般に仕組みというのは人がど
んどん特に行政関係、変ります。当然報道機関も移動があります。そして人が変ると仕
組み自体が目に見えない箱物になって行くのですね。形はあるけど、機能、中々本来の
機能を話せなくなる可能性があるという事です。連携がいかに大切かという事です。そ
して連携を養う、培う様なボランティア組織がやはり必要だという事ですね。立場を超
えた組織が、見えない物で結構なのですけども形が必要だと。
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それからちょっと触れたいのは、鵜川さんも午前中指摘されていましたけれども、住民
から直接言われる中で、噴火しなかったという負の記憶が残ったのではないかなと思い
ます。それがどういう風に将来の活動の時に社会に現れて来るのか、というのはちょっ
と懸念しています。それから岩手山の先程噴火の経歴の中でもちょっとお話しましたけ
れども、噴火未遂事件を、岩手山繰り返して来ているのではなかろうかと思えるわけで
すね。この事が将来のマグマ噴火への準備過程なのかどうか分かりませんが、想定外の
噴火を起こす可能性があるのでなかろうかとも思っております。鍵山先生が紹介された
雲仙普賢岳の 5、6000 年ぶりの山頂マグマ、溶岩ドームの形成や、三宅島の 2700 年ぶ
りの山頂からの形成や、予想外のかなり古いイベントが現在来るという様な事を、こう
いう噴火未遂を繰り返す事でどういう次の噴火になって行くのかという点です。特に私
が不信に思うし、怖く思ったのが 2000 年の三宅島噴火の時に社会の空白が生じたので
はないかと。一体どういう行動を取ったら良いのかはっきりしない形で何か時間が経っ
ている時期が発生した。特に岩手山で将来想定外の動きの噴火があった場合は、そうい
う社会の空白が同じ様に生じるのではという、ちょっと科学的ではありませんけども漠
然とした不安が残る様な気持ちになっています。以上です。ありがとうございました。

＜鵜川氏＞
土井さん、どうもありがとうございました。今のお話の中で大体総合討論のまとめをし
て頂いた様な気が致します。どうもありがとうございます。予定していた時間も、もう
超えてしまいました。2 日間通して、特に荒牧先生、一言。宜しいですか？それでは、
引き続いて閉会の挨拶という事で、私の方からさせて頂きます。
今日は朝から夕方まで長時間に渡って活発な議論、それから貴重なご講演、どうもあり
がとうございました。答えはない話ではありますけれども、こういう議論を続けながら
問題点を解決して行くしか方法はないのだろうと思います。そういう意味では、また次
の機会、何かこの様な関連する話題にしぼって議論する機会を持てたらと思っておりま
す。今日は皆さん、どうもありがとうございました。それでは最後にこの会、1 日目山
梨の環境科学研究所、2 日目防災科学研究所で行いましたが、2 つ会議を支えて頂きま
した事務の関係の方にここでお礼を申し上げたいと思います。どうもありがとうござい
ます。どうも皆さんありがとうございました。
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Social and political response to the 2000 Mt. Fuji attempted eruption
Shigeo Aramaki, YIES, Japan
300 years had elapsed after the last eruption of Fuji volcano when conspicuous swarms
of low frequency earthquakes were detected beneath Fuji volcano in 2000. By that time,
local community around the volcano had never dreamed of a possible eruption.
Nationwide anxiety caused by the mass media made the national government launch a
comprehensive program of assessing future volcanic activity of Fuji volcano and
disaster mitigation. Extensive research on the eruptive history, geology, geophysics,
petrology, geochemistry, etc, was made within a short time, which greatly helped to
improve the understanding of the volcanic activity of Fuji. A series of hazard maps,
based on past activity and numerical simulation were made. Disaster mitigation
programs on a large scale were proposed with close coordination among various
authorities which take care of volcanic hazards and risks. The instrumental network for
surveillance of volcanic activity was reinforced. Fuji volcano is now one of the most
closely watched volcanoes in Japan with the hope that if any eruption occurs in the
future the mitigation operation will be carried out with utmost effectiveness. The whole
programs was the very first case of comprehensive, nationwide volcanic disaster
mitigation programs in this country and the standard will be followed in future eruptive
cases of other volcanoes in Japan. Preparedness against future eruption of Fuji volcano
among the local communities has risen to much higher level and people will not reject
any more the idea of enhancing measures for disaster mitigation including campaign to
sightseers a large number of them visit the area each year. The mitigation programs are,
however, not at all complete. Preparation of a set of disaster mitigation programs
especially meant for local communities are not yet available. It will take more years to
develop and maintain an overall safe program of the area but the people’s concern and
readiness for next volcanic crisis are quickly fading now. In the coming decade or two we
will see how our effort will be materialized.
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Volcanic eruption prediction at Mount Fuji and “an attempted eruption”
Motoo Ukawa,
National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention
When magma ascends through the earth and reaches the earth’s surface, an eruption
happens, and during this process, various phenomena are observed, being clues to
volcanic eruption prediction. On the other hand, there is a case where magma does not
reach the earth’s surface after its upward movement. We call this case as “an attempted
eruption”. Even in the case of “an attempted eruption”, the phenomena associated with
the magma ascent are observed. In many cases, until the magmatic activity decreases
we cannot judge whether eruption occurs or “an attempted eruption” takes place on the
basis of the present level of volcanology. This situation sometimes makes disaster
prevention action more difficult. In Japan we have experienced “attempted eruptions”,
for example, the volcanic activities at Iwate volcano in 1998, at Hakone-yama and at
Hachijo-jima in 2002 and so on.
We expect that “an attempted eruption” would cause serious social effect at
Mount Fuji. We found the low frequency earthquake activity at the depth range of 10-20
km under Mount Fuji in the early 1980s, and have recognized the LF earthquakes as
one of the indicators of subsurface volcanic activity. During 2000 and 2001, this activity
increased drastically, but no evidence of magma ascent was observed. Therefore, this
event was not the case of “an attempted eruption”. We have not experienced “an
attempted eruption” yet, and we do not know social response for the case.
At Mount Fuji, action for volcanic disaster prevention will be performed on the
basis of volcanic eruption prediction for safety of inhabitants, before an eruption occurs.
If Mount Fuji erupts, people easily understand the action, but if not, we may face with
difficulty. There may be a difference in understanding of the present level of volcanic
eruption prediction between scientists concerning with eruption prediction and people
concerning with disaster prevention action. Special effort is necessary to share common
understanding how we utilize the volcanic eruption prediction of the present level.
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The response of the local governments after the 2000 Mt. Fuji low frequency
earthquake activation
-- Inter – Prefectural Mt. Fuji Disaster Information Network --Kikuo SANADA, Fujiyoshida City Safety Planning Section
The eruption of Mt. Fuji, where is an eminent sightseeing area, has been a taboo for a
long time in this local region. However, the eruptions at Usu and Miyake in 2000 have
convinced the local inhabitants around Mt. Fuji region to face and recognize the
volcanic disaster mitigation including hazard maps. Especially the success at Usu, i.e.,
there are no injured inhabitants and tourists by refuge instructions of the hazard map,
encouraged the recognition. In addition, the abnormal increase of low frequency
earthquakes occurred just beneath Mt Fuji in 2000 and 2001, and it is emphasized to
prepare for volcanic disasters around Mt. Fuji region. Actually Mt Fuji did not erupt,
however, it is recognized again that Mt. Fuji is an active volcano. The government also
began to make a plan for disaster mitigation for Mt. Fuji eruption and issued Mt. Fuji
Hazard map in 2004.
The local governments agreed that the volcanic disaster of Mt. Fuji is not limited to one
unique local area but spread in wide region, then the local governments in northern
flank of Mt. Fuji, who share the same risks,

collaborated to establish “Mt. Fuji

Disaster Information Network --- in 2001. In the begging, our network issued the
guidebook for local inhabitants “To know Mt. Fuji volcano” in view that volcanic disaster
mitigation comes from the knowledge of volcanic disasters. Based on the “Basic policy
for disaster prevention for Mt. Fuji area” in 2006, the network edited “Mt. Fuji volcanic
disaster evacuation map”, which shows the information on the places of refuge and
timing of evacuation, and distributed to all houses in northern flank regions.
Furthermore, since Mt. Fuji is located at the border of Shizuoka prefecture, local
governments around Mt. Fuji both in Yamanashi and Shizuoka prefectures collaborate
as “Inter-Prefectural Mt.Fuji Disaster Information Network” in 2005.
The movement of local governments mentioned above is triggered by the abnormal
activity of low frequency earthquakes and is also supported by the change of social
conditions, that is, the inhabitants and local communities recognized the importance of
volcanic disaster mitigation and collaboration and the preparedness give good images.
It is just in 300 years from the last Mt. Fuji eruption, i.e., Hoei era eruption, this year,
we believe the collaboration in whole area around Mt. Fuji is significantly important to
share information and recognition and continue to keep in mind.
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Monitoring and Preparations during the 1983 - 1985 failed eruption at
Rabaul Caldera, Papua New Guinea
Herman Patia, Chief Volcanologist and Acting Assistant Director, Rabaul Volcano
Observatory (RVO)
Rabaul Caldera, on the northeastern tip of New Britain Island, Papua New Guinea, is a
volcanic complex associated with the subduction of the Solomon Sea plate beneath the
South Bismarck plate. An alarming period of volcanic unrest lasted 23 months but
failed to produce an eruption from September 1983 to July 1985. This period has been
referred to as the Rabaul Seismo-Deformational Crisis Period. During that period
seismic activity greatly increased with hundreds to thousands of volcanic earthquakes
was recorded daily. The increase in seismic activity was accompanied by accelerated
rates of ground deformation reaching their highest rates of over 1000 earthquakes per
day and nearly 10cm uplift per month in April 1984. The increase in seismicity and
ground deformation intensified to levels that were much higher than at any time since
the last eruptions at Rabaul in 1937-43. A Stage-2 alert, which implied that an eruption
would occur within a few months, was declared in late October 1983. However, no signs
of an eruption occurred during this peak of activity and subsequently the seismicity and
ground deformation rates began to gradually decline. The earthquake activity returned
to pre-September 1983 level by the end of July 1985.
In preparation for an eruption at Rabaul and prior to the onset of the Crisis, a
considerable amount of emergency planning had already been carried out in response to
warnings issued by RVO in 1981 that the existing Civil Defense Contingency Plan for
Volcanic, Seismic, and Tidal Disaster in Rabaul was out of date.

The emergency

planning included amongst other things 1) presentation of volcanic hazards at Rabaul
to provincial and national government authorities 2) led to updating of the Civil
Defense Contingency Plan, 3) a report that pointed out that PNG had no legislation to
cater for pre-disaster planning or emergency from natural disaster, 4) recommendation
of establishment of provincial emergency co-ordinating committee in every province and
that contingency plans for the five most dangerous volcanoes in PNG including Rabaul
should be completed as soon as possible 5) recommendation for a national emergency
co-ordinating committee to define national policies and responsibilities.
In 1982 the East New Britain Provincial Government with encouragement from RVO
requested to the National Government for UNDRO expert on disaster planning to
prepare an updated disaster plan for Rabaul. A plan was prepared in close consultation
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with the East New Britain Provincial Disaster Committee (ENBPDC). RVO provided a
model of likely behavior of Rabaul leading up to an eruption. This provided the basis for
a four-stage alert system adopted for Rabaul and later other PNG volcano emergency
plans. In consultation with RVO a simplified evacuation plan was prepared by the
ENBPDC in early 1984 and issued to the public in colored posters during awareness
programs or displayed in offices, shops, public places, and on special volcano
information bulletin boards set up in strategic locations. The evacuation was tested
involving people in the red zone area or high-risk areas.
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Recent unrest episodes at the Campi Flegrei caldera (Italy)
Orsi Giovanni1, Civetta Lucia1,2, Del Gaudio Carlo1, de Vita Sandro1, Di Vito Mauro
Antonio1, Ricciardi Giovanni Pasquale1, Ricco Ciro1
1 - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Osservatorio Vesuviano, Via
Diocleziano 328, 80124 Naples, Italy
2 – Dipartimento di Scienze Fisiche, Università di Napoli Federico II, Via Cinthia I,
80126 Napoli, Italy.
The Campi Flegrei caldera (CFc) has been generated by at least two major collapses
related to the Campanian Ignimbrite (CI; 39 ka) and Neapolitan Yellow Tuff (NYT; 15
ka) eruptions, respectively. Large sectors of the structural boundaries of both calderas
resulted from partial reactivation of pre-existing faults generated by regional tectonism.
After each caldera collapse, volcanism was restricted within the collapsed area. The
whole structure is subsiding, while the central part of the NYT caldera is affected by
resurgence

occurring

through

a

simple-shearing

mechanism.

This

long-term

deformation has generated a net vertical uplift of about 90 m of the most uplifted block,
including the La Starza marine terrace.
After the NYT eruption, volcanism was concentrated in three epochs of activity,
alternating to periods of quiescence. Volcanism and quiescence are strictly related to the
deformation of the caldera. The areal distribution of the eruption vents is a good tracer
of the active structures through time. The great majority of the eruptions were explosive,
almost all characterised by alternating phreatomagmatic and magmatic explosions.
Before 5 ka bp a new and still active stress regime began in the caldera. The last period
of quiescence was interrupted in 1538 AD by the Monte Nuovo eruption.
The caldera has shown signs of unrest since 1969 with two unrest episodes (1969-72
and 1982-84) which generated a net vertical ground displacement of about 3.5 m around
the town of Pozzuoli. These events have been followed by subsidence with small uplifts
of few centimetres. Uplifting events, despite the amount of ground displacement, are
always accompanied by seismicity which is absent during subsidence. The area involved
in the deformation has a rectangular shape, NE–SW elongated and centred on the La
Starza block. The shape of the deformation is invariant despite its amount and versus.
Deformation is affected by the structural boundaries of both resurgent block and NYT
caldera. Seismicity is confined within the block involved in the deformation. The
geometry of the short-term ground deformation occurring during the bradyseismic
events, is similar to that of the long-term deformation which has affected the NYT
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caldera floor in the past 15 ka. Therefore the long-term deformation likely results from
the summation of many short-term deformation events.
During the 1969-72 unrest episode, on March 3 1970, when the ground had already
been uplifted of about 90 cm, a seismic swarm of about 8 shocks, was felt by the
population. At that time, the scientific community did not know that uplift and
subsidence phases alternate during an unrest at the Phlegraean Fields, having as
reference only the dynamics preceding the Mt Nuovo eruption. Therefore the population
living in Pozzuoli, next to the most deformed area, which was also the site of the most
intense seismicity, was evacuated. About 4,000 people were transferred in temporary
lodgings. In the subsequent years, a new neighbourhood was built at the periphery of
the town of Pozzuoli, to permanently host the evacuated people. The evacuated part of
town, still uninhabited, has been restored and used for cultural activities.
On October 6 1984, following the highest-energy earthquake (M = 4.0; October 4
1984) of the 1982-84 unrest episode, the Vesuvian Observatory presented to the civil
authorities a seismic hazard map, with the definition of the area at highest risk, called
Zone A. The population spontaneously evacuated this area because was either scared by
intensity and recurrence of the shocks, or attracted by the financial incentives given by
the national government to those moving out of the town of Pozzuoli. Another
neighbourhood (Mt Ruscello) was built at the periphery of Pozzuoli, in order to both
lower the population and knock down the most vulnerable buildings in town, that is to
reduce the value exposed to the hazards.
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Recent unrest and “intrusive crises” at Long Valley and Yellowstone
Calderas
Jacob B. Lowenstern, USGS, Scientist-in-Charge, Yellowstone Volcano Observatory
David P. Hill, USGS, Scientist-in-Charge, Long Valley Observatory
Over the past 50 years, the Long Valley and Yellowstone calderas (Western U.S.) have
undergone numerous episodes of intense seismicity, rapid uplift and subsidence, and
hydrothermal unrest. This presentation will provide a synopsis of the various episodes,
their timelines, presumed causes, and effects on the local communities. It is clear that
volcanologists must work with vigilance to insure first-rate monitoring and
interpretations, but also that they must offer clear and continual communications to
citizen groups and governments.
At Long Valley, four M~6 earthquakes and associated aftershocks were felt just seven
days after the 1980 climactic eruption of Mount St. Helens. Subsequent leveling
documented 25 cm of uplift relative to 1975, most of which apparently occurred within
the previous year. The uplift was centered on the caldera’s resurgent dome, and not
epicentral regions, causing scientists to conclude that the activity was related to magma
intrusion. Subsequent earthquakes, including swarms and spasmodic tremor over the
following 18 months, created sufficient concern that the USGS, in consultation with
California State officials, decided to draft a “Notice of Potential Volcanic Hazards.”
Pre-release of this document through a Los Angleles newspaper caused misinformation,
misunderstanding and resentment that continues to this day (Hill, 1998).
Notwithstanding public discontent with the scientific attention focused on Long Valley,
geologic activity has continued. A variety of large and moderate earthquakes occurred
during the winter of 1983. Though activity later slowed, it picked up again in 1989,
when an extended swarm took place beneath Mammoth Mountain at the west end of the
caldera. This apparent dike intrusion caused deformation and later release of CO2
through local soils that is a continuing public health hazard. Finally, deformation and
appreciable seismic unrest took place during 1997-98, with intense seismicity and
short-term deformation rates over 20 cm/year (Hill, 1998). In this case, a color-based
alert system developed with involvement of local civil authorities helped to defuse
undue alarm.
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At Yellowstone, the caldera sprung to life in 1959 after a M7.5 earthquake near Hebgen
Lake, 30 km northwest of the Yellowstone Caldera. Almost 300 springs erupted as
geysers within a few days of the earthquake (Marler and White, 1975). At the time, no
one recognized the active nature of the Yellowstone volcanic system and it is possible
that caldera-bound earthquakes and ground deformation also occurred. A much more
distant M7.9 earthquake, in Alaska in 2002, triggered almost 500 local earthquakes and
had clear effects on hydrothermal features (Husen et al., 2004). Probably the most
intense period of unrest at Yellowstone was a seismic swarm in Fall 1985 at the
northwestern edge of the caldera. Over 2500 earthquakes (60 over M3.0) shook the
region over a 2-month period. Interestingly, the caldera then began to subside after
what is now recognized as a 50-year period of continual rise. Today, nearly three years
of continuous deformation have averaged ~7 cm/year of uplift (Chang et al., 2007). The
relative importance of magma intrusion and hydrothermal fluid/gas flow remains
unclear. So far, and to the relief of all parties, activity at both Long Valley and
Yellowstone calderas remains intrusive, and no eruption alerts have been necessary.
Chang, W-L, Smith, R.B., Wicks, C., Farrell, J.M., and Puskas, C.M., 2007, Accelerated
uplift and magmatic intrusion of the Yellowstone Caldera, 2004 to 2006. Science
318, 952-956.
Hill, D.P., 1998, Presidential Address: Science, Geologic Hazards, and the Public in a
Large, Restless Caldera. Seis. Res. Lett. 69, 400-404.
Husen, S., Taylor, R., Smith, R.B., and Heasler, H., 2004, Changes in geyser behavior
and remotely triggered seismicity in Yellowstone National Park produced by the
2002 M 7.9 Denali fault earthquake, Alaska. Geology 32, 537-540.
Marler, G.D., and White, D.E., 1975, Seismic geyser and its bearing on the origin and
evolution of geysers and hot springs of Yellowstone National Park, Geol. Soc. Am.

Bull. 86, 749-759.
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Detection of precursory phenomena toward future eruptions at
Kuchinoerabujima and Sakurajima volcanoes
Masato IGUCHI, Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University
I will introduce 2 active volcanoes in Kyushu, Japan, showing clear precursory
phenomena toward future eruptions. One is Kuchinoerabujima which repeated
phreato-magmatic eruptions with time intervals of a few to a few ten years since 1841.
The last eruption occurred in 1980. Since 1999, swarms of volcanic earthquakes of
high-frequency type have repeated beneath the summit crater of Mt. Shindake.
Increase in seismicity during the period from September to December, 2006 is one of the
most remarkable activity. In August 2006, number of monochromatic events increased
and the seismicity changed to low-frequency type, and finally high-frequency events
occurred 334 in November. Associated with increase in seismicity, inflation of the
ground around Mt. Shindake was detected by GPS and the displacement amounted 2
cm till December. Geothermal activity also increased as detected by change of magnetic
total force around the crater and thermometer in a fumarole. Temperature increase at
the bottom of the crater was observed by an infrared scanner. SO2 gas emission is also
detected by mini-DOAS. Volcano information was issued in October and a meeting for
explanation of volcanic activity and countermeasure to the disaster was held in
December.
The other volcano is Sakurajima, which have repeated vulcanian eruptions at
the summit crater since 1955. The volcano effused lava of 1.34 km3 by flank eruption in
1914 and 0.18 km3 in 1946. Recent eruptivity rather declined and less than 10 explosive
eruptions occurred after 2004. In contrast to the recent low-level eruptivity, abnormal
phenomena were detected by volcano observation in recent 15 years. 1) Inflation of the
ground around northern part of Sakurajima has been detected by GPS and precise
leveling survey since middle of 1990’s. It is estimated that 108 m3 of magma have been
stored at a depth of 10 km beneath northern part of the volcano since then. The inflation
is not continuous and occurred intermittently. Thus, intrusion rate of magma have been
changeable between 0 and 2.6×107 m3/year (average rate: 1×107 m3/year). 2) Seismicity
of volcano-tectonic earthquakes increased since November 2002 at SSW and north of
the volcano. 3) Small-scale eruptions successively occurred in 2006 and 2007 at Showa
crater where pyroclastic flow and lava flow appeared in 1939 and 1946, respectively.
After 1948, no eruptive activity occurred at the crater. From such abnormal phenomena,
we have 3 scenarios of future eruptive activity. 1) Increase in vulcanian activity at the
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summit crater, similar to eruptivity in 1970’s and 1980’s. 2) Pyroclastic flow and lava
flow from the Showa crater. 3) Large flank eruption, similar to 1914 eruption. By the
eruption, 2×109 m3 magma was extruded. On the other hand, 1×107 m3 magma has been
stored beneath the northern part of Sakurajima. It is estimated that Sakurajima’s
activity is approaching red zone now when about 100 years has passed since 1914.
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Case Study of Iwate Volcanic Crisis in 1998
Tokumi SAITO, Japan Iwate University
Nobuo DOI, Iwate Prefectural

Office

Mt. Iwate-san is located in Iwate prefecture in northeastern Japan, whose altitude is
2038 m above sea level. The inhabitants around this volcano are as many as 400,000.
There has been no significant eruption since 1732 when lava flow occurred from its
frank, therefore, both administration and inhabitants did not recognize the volcano to
be active, and there was no specific disaster prevention plans. Though volcanic tremor
was observed in September, 1995, most researchers pay few attentions on this fact.
However, the volcanic earthquakes increased rapidly in spring 1998 and the possibility
of the eruption was discussed, then the local government had to grope their own way to
start the volcanic disaster mitigation.
In Iwate prefecture, INS (Iwate Network System), that is an industry-university-official
cooperation organization, had been active. A research group of this organization, “the
ground and disaster prevention meeting,”, established “Mt. Iwate volcano disaster
prevention meeting (the representative secretary: Saito).” This meeting consists of
about 50 organizations as Tohoku Univ., Iwate Univ., Ministry of Construction Iwate
office (Now Ministry of Land, Infrastructure and Transport Iwate river national
highway office), Iwate prefecture, 6 local governments around Iwate volcano, Japan
Ground Self-Defense Force Iwate division, lifeline companies and media and they
exchanged the opinions and led the disaster prevention procedures.
As public organizations, the “Committee for Mt. Iwate volcano disaster mitigation
measures” and “Committee for the evaluation of Iwate volcano activity” were
established, and they made the “Iwate volcano disaster prevention guideline”, compiled
the hazard evaluation maps “Iwate volcano disaster prevention map” in a short time.
This is the first guideline built for volcanic disaster mitigation in Japan. They held a lot
of briefing sessions to inhabitants to develop common knowledge and carried out
eruption disaster mitigation training repeatedly. The surface activity such as the
emitting gas became active after 1999, but crustal deformation and volcanic earthquake
decreased and removed climbing a mountain regulation in 2004. For Mt. Iwate volcano,
a researcher / administration / communications / inhabitants cooperated and aimed at
the establishment of the "quadrangular pyramid system for disaster mitigation” to keep
local security. The close communication with inhabitants promotes their awareness to
keep safety by themselves and bred confidence to researchers and administration. In
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addition, we disclosed all information to the press, since we evaluate them to be one of
the most important unit to transmit correct and quick information, which is effective to
local disaster mitigation and we obtained very close relations with them.
Before the local disaster mitigation organization works, sensational news, such that a
heavy disaster and eruption is occurring, were sent by the center based on uncertain
sources, therefore we suffered the sharp decrease of the tourist damage by rumors.
Unfortunately, the skiing area had to close down. However, by the action mentioned
above, inhabitants and administrations was able to give a comparatively calm response.
In addition, this success is also due to the recognition of natural hazards by the
experiences of Usu and Miyakejima volcano eruptions, the large earthquake which
occurred in the southwestern region of Mt. Iwate in September 1998. As a matter of fact,
we have little criticism to researchers and administrations that Mt Iwate did not erupt.
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Providing and accepting volcanic information from the viewpoint of disaster
psychology
Hirotada Hirose, Tokyo Woman’s Christian University
A primary factor that causes the actions responding to natural disasters is the fear
perceived through five senses, for example, the vibration due to an earthquake, or
visible volcanic ash clouds. The directly perceived fear generally induces quick
responses with little confusion. However, an alert or order for evacuation is often
provided before when the specific causes of fear become perceptible. As degree of fear
decreases, responding behavior tends to decrease, and as a result, evacuations may be
delayed even if they are essential. The people who follow the information for evacuation
are less than 50% in most cases both inside and outside of Japan. Therefore, evacuation
behaviors have been too late in some actual disaster events.
Most alerts are grounded on the evaluation of disaster probabilities and risk
assessments to some extent. The general public can accept even false alerts if they are
based on scientific rational backgrounds. Although many false warnings have been
issued due to the mechanical operation miss or the limitation of scientific knowledge
state of the art, previous surveys indicate that the general public appreciates the issue
of the false alerts in most cases (e.g. “Hurricane Florence” by Killian 1954：On the false
alert for “Tokai Earthquake” by Institute of Journalism and Communication Studies,
1981). The issue to be addressed is that so many people will not take any action when
the disaster alert is given.
A similar situation may occur during “an attempted eruption”. The hesitation or delay
of providing information on the authority side may cause troubles. If residents in
hazardous areas suspect that they are intentionally kept away from some of
information, rumors may be generated among them, or gossip magazines may provide
irresponsible information. Civil defense officials and scientific organizations should
provide all the risk information from the most serious to the mildest.
The issue of an alert, such as one for evacuation, and its cancellation should be
conducted as promptly as possible. Our society is well aware of the fact that we cannot
be completely safe in the face of natural hazards. The risk communication is essential.
Mutual information exchanges between authorities and the general public are required
so that the general public can make concrete images of volcanic disasters. We need “a
good communicator” who has deep knowledge of volcanic processes as well as the role of
authorities and the public action and their psychology.
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Significance of research on stillborn eruptions
Tsuneomi KAGIYAMA, Graduate School of Science,
Kyoto University
The purpose of this symposium is considered to focus on what is necessary to reduce the
social damage by the stillborn eruption. However, from the different point of view, I will
discuss new prospects on volcanic eruption prediction and disaster mitigations, based
on the hypothesis that the stillborn eruption is due to the stop of magma ascent. Prior to
the discussion, I will show my recognition about the present state of the prediction of
volcanic eruption. The prediction of eruption is partly possible by detecting anomalous
phenomena if we have enough and adequate observations. On the other hand, even if we
catch anomalous phenomena, many cases will be no eruption and/or be smaller than
expected. The eruption crisis in Iwate Volcano is new in our memory. Other examples,
which our predictions can not satisfy the demand from society, are the following two
cases. The first case is that eruption once every several thousand years, which is far
larger than expected occurs. The 1990-1995 Eruption in Unzen and the 2000 Eruption
in Miyake-Jima are typical examples. And the second case is that we cannot clearly
deny the rumor of eruption in long-dormant volcano like Fuji. These cases seem to be
different at a glance, but it is essentially a common problem.
There are two suggestive examples to consider how the stillborn eruption will occur.
The first case is in Iwate Volcano. Magma intruded to shallow part of the western Iwate
associated with volcanic earthquakes and crustal deformation. However, no eruption
occurred, only the increase of geothermal activity was identified. The other case is in the
difference of volcanic eruptions in Asama Volcano; between eruptions before 1973 and
those after 1982. Before 1973, magma ascent associated with earthquake swarm has
been followed by magmatic eruption, while the stop of magma ascent on the way and
separation of volcanic gas components from magma caused eruptions after 1982. These
phenomena suggest the smoothness of magma ascent controls the relation between
abnormal phenomena and eruption. To be concrete, in case of smooth magma ascent, an
abnormal phenomenon well precedes eruption, but in case of less-smooth magma ascent,
separation of volcanic gas from magma causes eruption. Furthermore, hard ascent
results in stillborn eruption. This idea indicates the point to be discussed for stillborn
eruption is to examine the process of stop of magma ascent.
Both the second and the third problems relate to the eruptions after long dormant
periods. It is suggested that injection of new magma from deeper part into the stored
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magma triggers a large eruption like Hoei Eruption in Fuji Volcano. Because this stored
magma is considered to originate in the stop of magma ascent, the point to be discussed
for the latter two problems is to examine the process of stop and awaking. Therefore,
research on stillborn eruptions is widely related to many topics of prediction of volcanic
eruptions like eruptions after long rest time.
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Volcanic Alert Level and Volcanic Warnings
Sadayuki Kitagawa, Japan Meteorological Agency
1. Introduction
For the volcanic disaster mitigation, Japan Meteorological Agency (JMA) issues
volcanic information for active volcanoes all over Japan, depending on necessity for
activities and disaster prevention. Recently, JMA has introduced the “eruption alert
levels” for easier political decision like evacuation, mountain climbing regulation, and
son.
2. Process of new level application
JMA monitors the activities of all active volcanoes in Japan for 24 hours. Since 1965,
JMA has been making announcements on volcanic activity as a duty for volcanic
disaster mitigation. However, the information have been difficult to recognize and there
have been no clear threshold to judge the cease of volcanic activity. Therefore, JMA
started to provide “volcanic activity level” from November 2003, which suggests the
evaluation of the situation of volcanic activity (Reports of the 90th Coordinating
committee for Prediction of volcanic eruption prediction). On the other hand, a series of
natural disaster, such as the floods occurred frequently in 2004, reminds us of the
necessity to prepare for criteria for making a decision of evacuation by the chief of local
governments. At this point of view, the current volcanic activity level is considered to be
ambiguous and is difficult to use for the judge of evacuation and regulation of mountain
climbing, since the current volcanic activity level is based on the magnitude of the
eruption and is no clear definition of practical disaster mitigation schemes.
Therefore, the committee of volcanic disaster mitigation corresponding to volcanic
information of Cabinet Office (chairperson: Prof. Tanaka, Toyo Univ.) discussed the
improvements of the current volcanic alert level and proposed a new “eruption alert
level” which should be closely tied to a practical disaster prevention action. In this
December, JMA updates the current volcanic activity level to eruption alert level and
have negotiated with committee of each volcano on specific disaster mitigation plans
including evacuations.
3. Leveling of Eruption alert
New eruption alert level is categorized into 5 grades from 1 to 5 in view of hazard
mitigation schemes like evacuation, evacuation preparation and mountain climbing
regulations. Key words defined in each level help to concrete disaster prevention actions.
Eruption alert level is issued, associated with eruption warning. Number of volcanic
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earthquakes during the abnormal state has been reported in volcanic observation report,
so far, but it is switched to new “information on volcanic activities” to prevent from the
misunderstanding of changing levels.
4. Eruption alert
JMA has been issued volcanic observation report when we catch abnormal volcanic
activity. Recent revision of the law for meteorological service defines the observation
information as forecast and warning information. Therefore, JMA is responsible for
forecast and warning and the information is delivered correctly since we have to confirm
the reception. For warning information, we issue to clarify the corresponding area like
“eruption warning (summit area).” In addition, we also inform clear target area even for
those volcanoes which do not adopt the eruption warning levels.
5. Future plan
New eruption warning level will be gradually introduced to the volcanoes where they
are ready. (From this December, JMA apply it to Tarumae, Hokkaido Komagatake,
Iwate and Fuji). For 12 volcanoes where the current volcanic activity level is applied,
JMA update to new level system at the same time. We are planning to introduce the
new level to other volcanoes after exchanging discussion with local governments.
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Lessons from the 1998 Iwate volcano failed eruption
Nobuo Doi (Iwate Prefecture)
Tokumi Saito (Iwate Univ. vice president)
At Iwate volcano, no magmatic eruption occurred in about 270 years since the eruptions
of 1686 and 1732. During this period, there occurred three fumarolic activities in
1934-35, 1959-74, and 1998-2004, including a small phreatic explosion in 1919.
Seismicity and/or other data in each period suggest that these events were failed
eruptions. Seismic activity and ground deformation around this volcano starting in
February 1998 indicated the possibility of eruptions from February to April, and in
August in that year, considering from the later analyses. However, in spite of this
emergency, there were no plans at all against volcanic disasters, in Iwate prefecture and
6 cities, towns and villages on the flank (4 local governments after merging). Volcanic
eruption was just out of considerations.
In response to the increasing volcanic activities, many measurements have been carried
out, e.g., the set-up of public organization, observation reinforcement, the issue of
volcanic disaster prevention maps, volcanic disaster drill, the preparation for volcanic
disaster guideline. To establish these activities, INS: Iwate Network System has played
an important role, which encourages the collaboration between volcanic researchers,
public officials of nation, prefecture and local governments, organizations and the press.
Iwate volcano was in the crisis from 1999 associated with active fumarolic activity and
the felt volcanic earthquakes about M3-4, but these activities were stamped out without
eruption. This failed eruption gives our local community many suggestions. From
scientific and social points of view, they are listed as follows:
[Scientific suggestions]
This failed eruption of Iwate volcano gave us much information on the characteristics of
the volcano.
- Inspection of the volcano observation methods, the development of the volcano
analytical methods（e.g., high density precision observation, SAR interferometry）
- Existence of two East and West magma reservoirs
- Elucidation of the magma behavior and the “habit of Iwate volcano"
- Historical background of geological structure (e.g., faults) and vegetation distribution
of the volcano
- Relation between intra-plate earthquake and magmatic activity
- Difficulty to confirm the safety from volcanic activity
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[Social suggestions]
This failed eruption suggested that the key for volcanic disaster mitigation is how we
can make a plan in advance.
- The improvement of defenseless volcano measures is necessary. How should we go
along with the volcano erupting in long interval?
- Importance to translate the volcano observation information to the disaster prevention
information
- Importance of cooperation of scientists, officials, mass media, and inhabitants
- Importance of cooperation supported by confidence which is cultivated by the activity
of a volunteer organization (INS). The system we made with much effort is easy to
become useless without confidence.
- How do inhabitants succeed to the negative memory of the failed eruption?

How will

it behave toward the society in the forthcoming eruption and crisis?
- The volcano with repeated failed eruptions may cause “unexpected” eruption style and
magnitude. We are afraid that there occur “a social brank” in such a case as in 2000
Miyakejima eruption.
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Response of local communities in 2000 Bandai failed eruption
Hiroshi Sato(Bandai Museum)
In Fukushima prefecture, there are three volcanoes with real-time observation, i.e.,
Azuma-yama, Adatara-Yama and Bandai-san. But it is a misunderstanding that the
government of Fukushima prefecture is active in volcanic disaster prevention.
“Real-time monitored volcanoes” are more active than other active volcanoes, however,
these three volcanoes is not so active as other “real-time monitored” volcanoes in Japan.
There was a small eruption at Azuma-yama in 1977 and at other two volcanoes, there
already past hundred years since the last eruptions.
Therefore, even though we have three “real-time monitored volcanoes”, local people do
not recognize them active volcanoes, then the consciousness for volcano disaster
prevention is not brought up. The authorities also have no motivation to promote
volcanic disaster prevention by this alert in 2000.
The volcanic earthquake increased in spring 200, but most of them are non-felt
earthquakes, so publics are not conscious that the volcano became active. There seemed
to some people who noticed the activity by the newspaper article on “the increase
seismic activity at Bandai” based on the warning on June 1st.
This warning was also on the newspaper all over in Japan, one principal of the
elementary school of Saitama made a phone call to a hotel at Inawashiro town for the
cancellation of school excursion.
The announcement of the volcano alert of August 16, 2000 was the situation called the
sudden surprise for most inhabitants. Since there were no plans about the volcano, the
public officials at local governments were at a loss. So the regulation of climbing the
mountain was late to be issued. There were no specialists in firefighting disaster
prevention section (now disaster prevention group) in the Fukushima and no advisors
at emergency situations. In addition, the press responded quickly, e.g., local newspaper
issued an extra to inform alert, however, the insufficient time for broadcasting on TV,
there was no explanation on the alert, so it unfortunately disturbed the uneasiness. It is
necessary to prepare the draft in advance and explain it easily in limited time. For the
contents of the alert, “On 15th, there were over 400 volcanic earthquakes, as well as
some felt earthquakes and volcanic tremor, so the volcano became active. There may be
a small eruption at the summit,” but the publics did not understand how they must
respond it. The local authorities also could not understand, therefore, they did not
inform it to the publics.
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Mt. Bandai announced a volcano disaster prevention map fist in three volcanoes, but
there was a problem in a way of this publication. In Inawashiro-town, there was
briefing sessions in every local community and the authority made an effort to inform as
many inhabitants as possible, but the briefing session was only once in Kitashiobara
village and Bandai town.
Therefore I would like to emphasize the importance of education of volcanic disaster
prevention, especially while the volcano is dormant. Replying to the requests from local
elementary and junior high schools, I made lectures in June and July. Then, at
Ura-bandai junior high-school, I made a lecture around July 15th, on that day Bandai
erupted. I expect someone will grew up among these children to become a leader who
recognize the local characteristics and contribute volcanic disaster mitigation.
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講演予稿（日本語）
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2000 年富士山噴火未遂における社会と政府の対応
荒牧重雄，山梨県環境科学研究所
前回の富士山噴火から 300 年が経過し、2000 年に富士山の地下で顕著な低周波地震の群発
が見つかった。そのときまで、地元では噴火の可能性があるなどとは思ってもみなかった。
マスメディアにより不安が日本国中に拡がり、政府も思い腰を上げ、将来の富士山の噴火
と減災対策の包括的な計画を作成することになった。噴火史、地質学、地球物理学、岩石
学などによる幅広い研究が短期間で行われ、富士山の火山活動についての知見が急速に進
んだ。過去の噴火実績や数値シミュレーションに基づき、一連のハザードマップが作成さ
れた。火山災害やリスクに関連のいろいろな機関の密接な連携の下、大規模な減災プログ
ラムが提案された。火山活動監視のための観測網は増強された。いまや、富士山はわが国
でもっとも監視体制が整った火山のひとつとなり、将来万が一噴火が発生しても、最も効
果的に減災オペレーションが行われると期待されている。今回のプログラムは全体として、
わが国において、包括的に国全体としてほとんど初めてのケースであり、将来、日本の他
の火山の噴火ケースにおいても標準となるものである。地元において、将来の噴火に備え
る機運は以前よりもはるかに高まり、毎年この地域を訪れる多くの観光客も含め、防災の
ための計画を増強するという考え方に抵抗感を持たなくなってきた。地域全体の安全のた
めのプログラムを整備し維持するにはまだまだ年月がかかるが、次の火山危機への認識や
備えは急速に消えかかっている。次の 10～20 年、われわれの努力がどのように実現してい
くか見守りたい。
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富士山の噴火予知と噴火未遂の問題
鵜川

元雄，独立行政法人

防災科学技術研究所

噴火はマグマが地下を上昇し、地表に到達したときに発生するので、マグマの上昇に伴う
様々な現象は噴火予知の手がかりになる。一方、マグマが上昇したものの地表まで到達し
ない場合もあり、噴火未遂と呼ぶことにする。噴火未遂であってもマグマの上昇に伴う異
常は観測される。現在の火山学の水準では、火山活動が低下するまで噴火するか未遂に終
わるかを区別できない場合も多く、噴火前の防災のための行動にとって難しさの原因とな
る。噴火未遂は日本でも 1998 年の岩手山や 2002 年の箱根山や八丈島の火山活動など、た
びたび経験している。
富士山では噴火未遂の場合も社会的影響が大きいと予想される。富士山の山体直下 10km
から 20km の深さで低周波地震が発生していることが 1980 年代から認識され、地下深部の
火山活動を表す現象と考えられていた。2000 年から 2001 年にかけてこの活動が急増した
が、地殻変動等にマグマの上昇を示す証拠は観測されなかったので、噴火未遂と呼ぶ段階
までは達しなかった。富士山にマグマが上昇したことを近代的な観測によって明確に観測
した実績がなく、我々はそれを観測したときに社会がどのように反応するのかについて経
験がない。
富士山では安全のために噴火する前に噴火予知の情報に基づく早期の防災対策が実施さ
れるであろう。噴火が始まれば、住民や社会の納得は得られやすいが、噴火未遂の場合も
あり得る。噴火予知に携わる側と情報を受け取り行動する側の間に噴火予知の精度につい
て認識の差があることも考えられる。社会がどのように噴火予知を利用していくのかにつ
いて、両者が共通の認識を持つための努力が必要であろう。
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2000 年富士山低周波地震活動活発化以降の地元自治体の対応
（富士山火山防災協議会）
真田喜久雄，富士吉田市企画管理部安全対策課
全国有数の観光地である富士山の噴火は過去、長い間、地元ではタブー視されていた。し
かし、2000 年の有珠山や三宅島の相次ぐ噴火、特に有珠山では、火山のハザードマップに
よる避難誘導などにより、住民や観光客などに犠牲者がでなかったことなどからハザード
マップの重要性の認識と火山災害と向き合う必要性が理解され、富士山周辺の地元住民の
意識も変わり始めた。こうした時期の 2000 年から 2001 年にかけて富士山直下で低周波地
震が多発したこともあり、富士山周辺地域でも火山災害に対する備えの必要性の声が高ま
った。結局は、噴火にはいたらなかったが、富士山が活火山であることが再認識された。
国も富士山噴火に対する防災対策にも取り組み始め、2004 年に富士山ハザードマップを公
表した。富士山の火山防災にあっては、火山災害は広域災害であり一つの自治体で対応で
きるものではないとの認識から、同じ火山災害のリスクを抱える地元自治体が、共同して
防災対策に取り組んでいく考えのもと、2001 年に富士北麓地域の自治体が「富士山火山防
災協議会」を設立した。協議会では、火山防災はまず火山災害を知ることから始まる、と
の観点から「富士火山を知る」－富士北麓住民ガイドブック－を策定した。また、国が「富
士山火山広域防災対策基本方針」
（2006 年）を示したことを踏まえ、避難所などの防災情報
や火山情報と避難のタイミングを示した「富士山火山防災避難マップ」を作成、富士北麓
地域に全戸配付した。さらに、富士山は、静岡県との県境に位置することから、富士山を
共有する自治体が県境を越えて手を組むことが必要と考え、山梨、静岡両県の周辺自治体
により全国初の県境を越えた連携組織である「環富士山火山防災連絡会」が 2005 年に設立
された。富士山の防災対策における地元自治体の一連のこうした動きは、低周波地震の多
発化をきっかけにしたものであり、同時に火山防災の重要性と連携の必要性が住民や自治
体に認識され、火山噴火が災害というマイナスイメージではなく、災害への備えがプラス
に働くという社会情勢の変化も要因にある。
今年は、前回の富士山噴火である宝永噴火からちょうど 300 年であるが、地元自治体とし
て広域連携という視点にたち、情報の共有化と共通理解を図っていくこと、この火山防災
の機運を風化させないような努力をしていくことが大切である。
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パプア・ニューギニアラバウル火山 1983-1985 年噴火未遂における観測と対策
Herman Patia, ラバウル火山観測所（RVO）チーフ火山学者・アシスタントディレクター
ラバウルカルデラは、パプアニューギニア ニューブリテン島の北東端に位置し、南ビスマルクプレ
ートの下にソロモン海プレートが沈み込む複合火山である。1983 年 9 月から 1985 年 7 月にかけて、
警報期間が 23 ヶ月継続したが、噴火は起こらなかった。この時期は、ラバウルの地震・地殻変動危
機期と呼ばれている。この期間では、地震活動が非常に活発化し、一日あたり数百から数千個の
火山性地震が発生した。地震活動の増加に伴い、地殻変動も加速し、1984 年 4 月には最高となる、
一日あたり 1000 個以上の地震活動と１ヵ月あたり約 10cm の上昇を記録した。この地震活動と地殻
変動の上昇は、1937～43 年に発生した前回のラバウルでの噴火のどの時期のものよりもはるかに
高いレベルのものであった。ステージ 2 の警報、すなわち、数ヶ月以内に噴火発生を示す警報が
1983 年 10 月末に発令された。しかし、この期間に噴火の兆候はなく、まもなく地震活動と地殻変動
は次第に静穏化した。地震活動は 1985 年 7 月末までに 1983 年 9 月以前のレベルに戻った。
ラバウルでの噴火の対策として、また、この危機の開始に先立ち、1981 年に RVO の指摘、すなわ
ち、火山・地震・高潮の突発災害に対する防災局のプランは時代遅れであるという指摘に対応して、
かなりの量の緊急計画がすでに実施されていた。緊急計画にはいろいろなものが含まれている。
１）ラバウルの火山災害を州や国家権力に示すこと、２）地域防災計画のアップデートにつなげるこ
と、３）パプアニューギニアには、自然災害に対する事前の計画や緊急対応を行うための法的整備
がなされていないことを指摘したレポート、４）各州において地域の緊急対応のためのコーディネー
トを行う機関の設置やラバウルも含めて、パプアニューギニア国内の主要 5 火山についての防災計
画を早急に作ることの提言、５）国家政策や責務を定義するための国家としての緊急対応組織を作
ることの提言、である。
1982 年には、RVO の支援を受けた東ニューブリテン州政府が、国家政府に対し、ラバウルの最新
の防災プランを準備するための UNDRO の防災プラン専門家を要請した。その計画は東ニューブリ
テン防災委員会（ENBPDC）と綿密な連携のもとで準備された。RVO はラバウルが噴火へといたる
想定されるモデルを提供した。これにより、ラバウルに適用される 4 段階の警報システムの基礎が
確立するとともに、その後、他のパプアニューギニアの火山の緊急計画にも適用された。1984 年初
頭には、RVO の助言の元、ENBPDC は簡略化した避難計画を作成し、周知プログラムの一環でカ
ラーのポスターを一般に配布するとともに、オフィス、店舗、公共スペース、そして重要な場所に配
置した火山情報掲示板に掲示した。レッドゾーンや高リスクエリアの人々を巻き込んで、避難のテス
トを行った。
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カンピ・フレグレイカルデラ（イタリア）における最近の不安定エピソード
Orsi Giovanni1, Civetta Lucia1,2, Del Gaudio Carlo1, de Vita Sandro1, Di Vito Mauro Antonio1,
Ricciardi Giovanni Pasquale1, Ricco Ciro1
1- ベスビオ火山観測所，INGV，イタリア
2- ナポリ フェデリコ 2 世大学，イタリア
カンピ・フレグレイカルデラ（CFc）は、少なくとも二つの崩壊、すなわち、カンパニアンイグニンブラ
イト(CI: 39,000 年前)とネアポリタンイエロータフ(NYT；15,000 年前)に関連した崩壊によって形成さ
れた。双方のカルデラの構造境界の大部分は、この地域のテクトニクスによる既存の断層の再活動
に一部起因している。それぞれのカルデラ崩壊後は、火山活動は崩壊したエリアの中に限定され
ている。カルデラ構造全体は沈降しているが、NYT カルデラの中央部は、単純な横ずれのメカニズ
ムによる再活動の影響を受けている。長期にわたる地殻変動は、総量として、最大の箇所で 90m
の上昇となり、ここには La Starza 海岸段丘も含まれる。
NYT 噴火後、火山活動は休止期間を繰り返しながら、三つの活動期に集中している。活動期と休
止期はカルデラの変動と完全に連動している。噴火口の空間分布は時系列での活構造をたどるよ
い指標である。最もよくある噴火は爆発的で、ほとんどすべてマグマ水蒸気爆発からマグマ爆発へ
変化するという特徴を持つ。5,000 年前にカルデラ内で新しい応力状態となり、これが現在も継続し
ている。最後の休止期間は西暦 1528 年の Monte Nuovo 噴火で終了した。
カンピ･フレグレイカルデラは、1969 年以降に 2 度（1969-72 と 1982-84）不安定な状態の兆候を示
し、Pozzuoli 付近で総量として 3.5m 上昇の変位が見られた。これらのイベントは数 cm の小さな上
昇を伴いながらの沈降に引き続いて起こったものである。地面の変位量にかかわらず、カルデラの
上昇はいつも地震活動を伴っており、沈降期には地震活動もない。地殻変動に関与しているのは
北東－南西に延び、La Starza ブロックを中心とする矩形の領域である。地殻変動の形はその量な
どにかかわらず変化しないが、再活動のブロックと NYT カルデラの構造境界に影響される。ゆっくり
とした地震活動の間に発生する短期の地殻変動の形状は、過去 15,000 年、NYT カルデラに影響
を与えてきた長期の地殻変動の形状に似ている。つまり、長期的な地殻変動は、数多くの短期的
な地殻変動の積み重ねによるものと考えられる。
1969－72 年の不安定状態の間、すでに 90cm もの上昇を記録していた 1970 年 3 月 3 日に、8 個
の有感群発地震が発生した。当時、科学者グループは、Phlegraean フィールドでは不安定状態の
間、上昇と沈降を繰り返すもので、Mt. Nuovo 噴火に先駆する現象に過ぎない指標であるとの認識
がされていなかった。つまり、最も地殻変動の大きかった地域に隣接し、もっとも地震の活発であっ
た地域である Pozzuoli の住民は避難した。約 4,000 人が一時避難施設へ移動した。翌年 Pozzuoli
の周辺に新しく居住区が建設され、恒久的に避難者を受け入れることとなった。まだ住民が戻らな
い、避難が実施された町の一部は、復旧され、カルチャー活動に利用されている。
1984 年 10 月 6 日、1982－84 年の不安定期における最大エネルギーの地震（M4.0, 1984 年 10
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月 4 日）に引き続き、ベスビオ火山観測所は行政当局に地震ハザードマップを提供し、もっともリス
クの高い地域、ゾーン A を提示した。地震の活発化や繰り返しへの危惧、あるいは、Pozzuoli 地域
外への移住に国から支援金が出ることに魅力を感じて、この地域の住民は自発的に避難した。人
口の削減と町内のもっともな壊れやすい建造物を破壊、つまり、被害にさらされる価値を削減する
目的で、別の居住区(Mt. Ruscello)が Pozzuoli 近郊に建設された。
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ロングバレーとイエローストーンカルデラにおける最近の”貫入危機”
Jacob B. Lowenstern, 米国地質調査所イエローストーン火山観測所
David P. Hill, 米国地質調査所ロングバレー火山観測所
50 年以上にわたって、ロングバレーおよびイエローストーンカルデラ（米国西部）は数々の地震活
動活発化、急激な地殻の膨張と沈降、そして熱水系の不安定を繰り返してきている。本講演では、
これらのさまざまな現象や時系列、考えうる原因、そして地元への影響について概要を述べる。も
ちろん、火山学者は、寝ずの番をして、最善のモニタリングと解釈をしなければならないが、それだ
けではなく、明確で継続的に市民グループや行政担当者とのコミュニケーションを図らなければな
らない。
ロングバレーでは、1980 年の壊滅的なセントへレンズ山噴火後わずか 7 日間の間に 4 つの M6 級
の地震とその余震が観測された。それに引き続き、水準測量によれば 1975 年の観測と比較し
25cm の上昇が観測され、そのほとんどは明らかにその 1 年前の間に起こっていた。この上昇の中
心はカルデラの潜在ドームであり、震源域ではなかったため、この活動はマグマの貫入によるもの
と科学者は結論付けた。その後の地震活動は群発地震や完結的微動も含めて 18 ヶ月以上も続い
たため、米国地質調査所（USGS）がカリフォルニア州政府との協議のもと「火山災害の可能性に関
する報告」の作成を決定することに十分な理解が得られた。この報告のロサンゼルス新聞のプレリリ
ースが誤報、誤解、そして今日まで続く憤怒を引きおこした(Hill, 1998)。
ロングバレーへの科学的視点からの警戒に一般は満足していなかったが、地質学的活動は継続し
ていた。大中、さまざまな規模の地震が 1983 年の冬期中起こった。次第にこの活動は低下したが、
1989 年に入り再び活発化し、このときはカルデラの西端のマンモスマウンテンの地下で大規模な
群発地震が発生した。この顕著な岩脈の貫入により地殻変動が発生し、それに引き続き二酸化炭
素が発生した。二酸化炭素はこの地域の土壌を通して放出される、住民の健康被害をもたらして
いる。最終的に、地殻変動と顕著な地震活動の異常は 1997～98 年に発生し、地震活動の活発化
と 1 年に 20cm 以上といった短期的な地殻変動を伴った。このケースでは地元市民機関も巻き込ん
で作ったカラーコードの警報システムが過度の警報からの不安を取り除くのに役に立った。
イエローストーンでは、イエローストーンカルデラの北西 30km の Hebgen 湖近傍で発生した M7.5
の地震の後、1959 年に急にカルデラが活発化した。約 300 の泉が、地震後 2～3 日以内に間欠泉
として噴きあがった(Marler and White, 1975)。当時は、イエローストーンの火山システムの活発な性
質を認識するものがなかったが、カルデラと関連した地震活動や地殻変動も起こっていたかもしれ
ない。更に遠方、アラスカで 2002 年に発生した M7.9 の地震により 500 個ものローカルな誘発地震
が発生し、明らかに熱水系への影響があった（Husen 他, 2004）。おそらくもっともイエローストーン
が不安定であった時期は、カルデラの北西端で 1985 年秋に群発地震が発生したときである。2500
個以上（M3 以上が 60 個）の地震が 2 ヶ月以上継続した。興味深いことに、その時、カルデラは、そ
れまでに 50 年以上継続していたと現時点で判明している上昇期を終え、沈降を始めたのである。
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今日ではおおよそ 3 年間ほど年平均で 7cm 上昇の地殻変動が続いている(Chang 他, 2007)。マグ
マ貫入と熱水系の流体・ガスの流れの相互の重要性は未解明である。これまでは幸いなことに、ロ
ングバレーおよびイエローストーンカルデラの活動は貫入状態を保っており、噴火の警報を出す必
要性に迫られてはいない。
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口永良部島と桜島における来たるべき噴火前兆現象の捕捉
井口正人, 京都大学防災研究所
口永良部島は九州の南方海上にある安山岩質の火山島であり、数年から 20-30 年の間隔でマグ
マ水蒸気爆発を繰り返してきた。最後の噴火から 27 年が経過しており、近年の活動状況から見て
噴火発生時期が近づいてきたと考えられる。京都大学では 1991 年から火山性地震の観測を続け
てきたが、1999 年以降の火山性地震の活動はそれ以前に比べてはるかに高いレベルにあり、火
山性地震の群発現象は 1-2 年おきに現れる。火山性地震の活発化に連動して火口周辺では地盤
の膨張が検出されるとともに火口直下での熱消磁を示唆する地磁気変化が観測されている。最近
では 2006 年の 8 月からモノクロマティック地震が発生し始め、10 月には低周波地震の活動に推移
した後、11 月には 334 個の高周波地震が発生した。9 月からは急激な地盤の膨張と熱消磁を示唆
する地磁気変化が観測された。熱の変化は温度観測によっても確かめられている。さらに、12 月に
は二酸化硫黄の放出が遠隔測定で検出されるようになった。現時点で噴火には至っていないが、
噴火は近いと考えられる。
桜島では最近 1 世紀においても 1914 年（大正噴火）と 1946 年（昭和噴火）の 2 度の溶岩の流
出があり、1955 年以降では山頂火口において 7800 回以上のブルカノ式噴火が繰り返されている。
噴火活動はここ 2、3 年の低下傾向にあり、2004 年以降の年間爆発回数は 10 回以下である。表面
的な静穏化とは逆に地下では将来の活動の活発化を示す現象が検知されている。1 つは桜島北
部、姶良カルデラを中心とする地盤の隆起、膨張であり、水準測量と GPS 観測により、捕捉されて
いる。桜島北部の深さ 10km はマグマ溜りがあるとされている場所であり、最近 10 年間のマグマの
蓄積量は 108 m3 と見積もられている。また 2002 年以降、桜島の南南西部および北部の姶良カルデ
ラ周辺において火山構造性地震が頻繁に発生するようになった。それに加え、1946 年に溶岩を流
出した昭和火口では約 60 年ぶりに 2006 年、2007 年と小規模な噴火が発生した。将来の噴火につ
いて 3 つのシナリオが考えられる。1 番目は 1970 年代、80 年代に繰り返された山頂火口でのブル
カノ式噴火の再活発化である。2 番目は昭和火口における火砕流の発生や溶岩流出である。3 番
目は 1914 年の大正噴火クラスの大規模な噴火である。大正噴火では約 2×109 m3 のマグマが噴出
しており、桜島北部には年間平均 1×107 m3 のマグマが蓄積されており、100～200 年で大正噴火に
相当するマグマを桜島では蓄積しうる。
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１９９８年岩手山の噴火危機対応
齋藤徳美, 岩手大学副学長
土井宣夫, 岩手県火山防災指導顧問
岩手山は、東北日本の岩手県にそびえる標高 2038m の活火山で、周辺には約 40 万人が居住す
る。1732 年に山腹から溶岩流を噴出した以降は大きな噴火がなく、行政、住民とも活火山との認識
がなく、防災体制も皆無の状況であった。1995 年 9 月に火山性微動を観測したが一部の研究者以
外には注目されないまま経過した。1998 年春になって火山性地震が急増し、噴火の可能性が指
摘されたため、地元関係機関はあわてふためいて手探りで火山防災に取り組むことになった。
岩手県では、従前から産学官連携組織である岩手ネットワークシテム（INS）が活動を展開してい
たが、その中の研究会の一つである「地盤と防災研究会」に「岩手山火山防災
検討会」（代表幹事：斎藤）が立ち上げられた。検討会には、東北大学・岩手大学・建設省岩手工
事事務所（当時：現国土交通省岩手河川国道事務所）・岩手県･岩手山周辺６市町村
・陸上自衛隊岩手駐屯地・ライフライン関係機関などのほか報道機関まで約 50 機関が集い、岩手
大学で忌憚のない意見交換を行い、防災対策を先導した。
公的な組織として、「岩手山火山災害対策検討委員会」「岩手山の火山活動に関する検討会」な
ども組織され、短期間で、災害予測図である「岩手山火山防災マップ」や防災対策の指針をまとめ
たわが国で初めての「岩手山火山防災ガイドライン」などが作成された。
住民への説明会を多数開催し周知を図ると共に、噴火対策防災訓練を繰り返し実施した。この間、
1999 年以降噴気などの表面活動が活発化したが、地殻変動や火山性地震の活動は低下し、2004
年には入山規制を解除した。
岩手山では、研究者･行政･報道機関･住民が連携して頂点の地域の安全を守るという「減災の四
角錐」体制の確立を目指した。住民との膝を突き合わせての話し合いは、自らの命を守る自覚を促
すと共に、研究者･行政への信頼感を醸成した。報道機関は正確で迅速な情報を伝達する地域防
災の一翼を担うものとして、全面的な情報開示を行い緊密な連携が図られた。
地元の防災体制が動き始める前には、中央から不確かな観測情報や噴火で大災害が発生する
（している）とのセンセーショナルなニュースが発信され、観光客の激減など風評被害が生じた。ス
キー場の閉鎖などの事態も発生した。しかし、前述の取り組みで、住民･行政など比較的冷静な対
応をすることが出来た。また、この間、有珠山や三宅島の噴火があったこと、1998 年 9 月には岩手
山南西部で震度 6 弱の地震が発生したことなどで、自然災害に対する認識が高まったことも要因
であろう。なお、結局、噴火はしなかったではないかという研究者や行政への批判はほとんど耳に
していない。
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火山情報の発信と受容
―災害心理学の視点から―
広瀬 弘忠, 東京女子大学
自然災害時において、個人や集団が避難行動などの災害対応行動を開始する動因は、震動を感
じたり、噴煙を見たりするなど視覚、聴覚、嗅覚など五感を通じて覚知される体感的脅威である。脅
威が体感的である場合には、対応行動は、一般には迅速に起こり、混乱は比較的少い。だが、災
害が発生する前に出される注意報や警報、避難勧告や避難指示などの場合には、体感的脅威を
欠く場合が多い。体感度が低くなるにしたがって災害対応行動は起こりにくくなる。この場合には、
対応行動の開始は遅れ、避難が必要な状況でも逃げ遅れるおそれがある。日本国内でも欧米でも、
避難の指示が出されても、実際の避難率は低く、50%を超えることはきわめてまれであり、したがっ
て、避難を開始したときには、すでに遅すぎるということが多いのである。
警報の多くは、大なり小なり発災確率の評価と危険度の評価にもとづいて出される。もし、そのプ
ロセスが合理的･説得的であれば、警報が結果において誤報であっても、住民の理解は得られる。
従来より、機械の操作ミスによる誤報のケースや予想のハズレによる誤報の例は数多く存在するが、
誤報を受けた場合にも、当該住民が空振りに対する否定的態度を示すことは少いことがわかって
いる(例、ハリケーン･フローレンス―Killian, 1954：東海地震警戒宣言：平塚市の場合―東大新聞
研, 1981)。問題があるとすれば、むしろ警報が出されたにもかかわらず、何の対応行動も取らない
大勢の人々がいることである。
「噴火未遂」の場合についても同じような議論が成り立つ。問題は情報の出し惜しみ、出し遅れで
あることが多い。想定被災地域の住民に、情報を隠しているのではないかという危惧を持たれると、
流言が発生したり、週刊誌等のメディアが混乱した情報を発出する危険が増す。むしろ隠さず、深
刻な危険から軽度な危険に至るまでなるべく多くの情報開示を行うことが必要であろう。
避難指示等の発令と解除に関しては、迅速な発令と迅速な解除の実施を行うことがのぞましい。
災害において 100%の安全はないという認識は、社会的に浸透しつつあり、日本社会においてコン
センサスを形成しつつある。そこで必要なことは、火山の危険に対するリスクコミュニケーションのと
りかたである。一方向的な火山情報の伝達ではなく、双方向的なコミュニケーションによって、想定
被災地域の住民が火山災害の危険に関する具体的なイメージを形成することが求められる。リスク
コミュニケーションにおいては、火山に関する専門的な科学的知識を持ち、行政側の立場や住民
の行動･心理にも通じた「良いリスクコミュニケーター」のいることがもとめられる。
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噴火未遂研究の意義
鍵山恒臣，京都大学理学研究科
本シンポジウムの趣旨は，噴火未遂による社会的被害を減らすためには何が必要かを考え
ることにあると思う．しかし，本講演では少し視点を変えて，噴火未遂現象がマグマの上
昇停止によって起きるという仮説に基づいて，どのような展望が噴火予知や防災に開ける
かを議論する．
議論を始める前に，噴火予知の現状に関する私見を述べる．現在の噴火予知は，適切な
観測を行っていれば噴火の前に異常現象を捉えることは十分に可能となっている．しかし
その逆に，異常現象が捉えられても噴火しない，あるいは予想よりも小規模な噴火になる
場合が多い．岩手山の噴火危機は我々の記憶に新しい．そのほかに噴火予知が社会の期待
に応えきれない場合を挙げると，第 2 に，雲仙火山や三宅島 2000 年噴火のように数 100 年
の事例を念頭に防災対応をしていたら数 1000 年ぶりの大噴火になった，第 3 に富士山のよ
うに長く活動を休止している火山において噴火の風説が出た場合に明確に噴火の可能性を
否定できない事があげられる．これらのケースは一見異なるように見えるが根本的には共
通の問題であることを本講で示したい．
噴火未遂がどのようにして起きているかを考える上で示唆的な事例が２つある．１つは
岩手山の事例である．マグマが地震・地盤変動を伴いながら岩手山西部の浅部に貫入した
が，噴火せず，地表において地熱活動の活発化が見られた．もう１つの事例は 1973 年以前
の浅間山の噴火と 1982 年以降の浅間山の噴火との違いである．1973 年以前の浅間山では地
震の群発を伴いながらマグマが上昇し，マグマ性の噴火につながっていたが，1982 年以降
の噴火では，マグマの上昇が途中で停止し，マグマから分離した火山ガスが上昇して噴火
を発生させている．これらの現象は，マグマの上昇のスムーズさによって異常現象から噴
火にいたる過程に違いが生じていることを示している．具体的には，マグマの上昇がスム
ーズな場合には，教科書的に異常現象が発生した後に噴火に移行するが，マグマの上昇が
スムーズではない場合にはマグマから分離した火山ガスによって噴火が発生し，さらに上
昇がスムーズではない場合には噴火未遂となる．この考えに従うならば，噴火未遂の問題
は，マグマの上昇停止がどのような過程を経て生じているかを明らかにすることにある．
第 2，第 3 の問題は，いずれも長い時間間隙をおいて発生する噴火に関わっている．富士
山の宝永噴火のように，地下に滞留していたマグマに深部から上昇してきたマグマがぶつ
かることで大きな噴火になることがある．地下に滞留していたマグマは，過去のマグマ上
昇停止によってもたらされたと考えれば，これらの問題もマグマの上昇停止と滞留してい
るマグマを眠りから目覚めさせる過程を明らかにすることにある．このように，噴火未遂
研究は，休止期の長い噴火など噴火予知の多くの問題に関係している．
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噴火警戒レベルと噴火警報について
北川貞之，気象庁地震火山部
１．はじめに
気象庁は、火山災害の軽減を目的として、全国の活火山を対象に活動状況や防災対応の必要
性に応じて火山情報の発表を行っている。今回、噴火に伴う避難や登山規制等の防災対策をより
一層執りやすくなるよう、噴火警戒レベルを導入することとしたので紹介する。
２．導入の経緯
気象庁では、全国の活火山を24時間体制で監視している。昭和40年以降、火山情報発表を業
務として位置づけ、防災対策に資する目的で、活動状況に応じて火山情報を発表してきた。しかし、
火山情報の内容の分かりにくさや活動低下の判断が困難等の課題があった。これらの課題を改善
するため、気象庁は平成15年11月から火山活動の状況を数値化した火山活動度レベルの提供を
開始した（火山噴火予知連絡会会報第90号参照）。
一方、平成16年にあった水害等の一連の自然災害を契機に、市町村長が避難準備情報や避
難勧告等の発令時期及び対象地域を判断するための基準を、事前に検討しておくことの必要性
が認識された。この観点で、現行の火山活動度レベルが主に噴火規模で区分したものであり、そ
れぞれのレベルと具体的な防災対応との関連が必ずしも明確ではなく、避難行動や登山規制等を
判断する上で利用しにくいとの指摘があった。
こうした状況を踏まえ、昨年11月に設置された内閣府の「火山情報等に対応した火山防災対策
検討会（座長：田中東洋大教授）」においては、現行の火山活動度レベルの改善について検討を
行い、具体的な防災行動に結びつくよう区分した新しいレベルに切替え、名称を噴火警戒レベル
とするよう提言された。
これを受けて、気象庁では今年12月に現行の火山活動度レベルを新しい噴火警戒レベルに切
り替えることとし、各火山における協議会等と共同で避難行動等の具体的な防災対応との関連に
ついて検討を進めてきたところである。
３．噴火警戒レベル
新しい噴火警戒レベルは、噴火時等における避難、避難準備、登山規制等の防災対応を踏ま
えて１～５の５段階に区分している。各区分（レベル）にはキーワードを設定し、具体的な防災行動
に結びつくよう表現されている。
噴火警戒レベルは噴火警報により発表する。なお、火山活動が活発な場合における地震回数
等の周知は、これまで火山観測情報により発表していたが、レベルが変更されたとの誤解が生じな
いよう、「火山の状況に関する解説情報」を新設することとした。
４．噴火警報
気象庁では、火山活動に異常が見られたときに、観測の成果として火山情報を発表してきた。今
回、気象業務法を改正し、予報・警報として発表することとした。これにより、気象庁は、火山に関し
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ても予報・警報の発表が義務づけられるとともに、伝達に関しても受領確認等が義務付けられる等、
より確実に行なわれるようになる。警報発表に関しては、「噴火警報（火口周辺）」のように、対象と
する範囲がわかるよう発表する。また、噴火警戒レベルを導入していない火山についても、レベル
を導入した火山と同様に、対象範囲を明示して発表する。
５．今後の予定
噴火警戒レベルは、所要の準備が整った火山から順次導入する（今年12月には樽前山、北海
道駒ケ岳、岩手山、富士山の４火山が対象）。なお、現行の火山活動度レベルがすでに導入され
ている12火山については、所定の準備を整えた上で噴火警戒レベルの導入開始時期に合わせて
切り替え、現行の火山活動度レベルを廃止した。
また、上記16火山以外についても、防災対策を必要とする火山では地元との調整を進め、できる
だけ早期に噴火警戒レベルを導入する予定である。
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「1998 年岩手山噴火未遂事件が教えたもの」
土井宣夫（岩手県総合防災室）
斎藤徳美（岩手大学理事・副学長）
岩手山は 1686 年と 1732 年のマグマ噴火以来、約 270 年間マグマ噴火が発生していない。
この約 270 年間をみると、1919 年に小規模な水蒸気爆発があったほか、1934-35 年、1959-74
年、1998-2004 年の 3 回の噴気活動が発生している。これらの活動は、各時期の火山性地
震の発生状況等からみて、噴火未遂事件であったと考えられる。1998 年 2 月中旬から活発
化した火山性地震活動と地殻変動は、後年の解析では同年 2－4 月と 8 月に噴火の可能性を
示していた。しかしこの時点でも岩手県と山麓 6 市町村（合併後 4 市町村）の火山対策は
まったくなかった。行政にとって火山噴火はまさに「想定外」の災害であった。
岩手山の火山活動が活発化するなかで、公的体制の立ち上げ、観測強化、火山防災マッ
プの作成、火山防災訓練の実施、火山防災ガイドラインの作成など数々の対策が矢継ぎ早
に実施された。こうした対策の実現には、火山研究者、国・県・市町村の防災関係者や防
災機関の連携や報道機関との連携を促した「INS 岩手山火山防災検討会」（INS：Iwate
Network System）の果した役割が大きい。
岩手山は 1999 年から噴気活動が活発化し、マグニチュード 3～4 の有感の火山性地震も
時折発生して緊張した日々が続いたが、噴火には至らず火山活動は静穏化した。今回の噴
火未遂事件で地元岩手は多くのことを教えられた。これを理科的な項目と社会的な項目に
分けて列挙すると次のとおりである。
【理科的な教え】
今回の噴火未遂事件は岩手山の実像を知る貴重な機会となった。
－火山観測法の検証、火山解析法の進展（例えば高密度高精度観測、干渉 SAR 解析など）
－東西２つのマグマ溜りの存在が判明
－マグマ挙動の解明。岩手山の「火山活動の癖」の解明
－岩手山の地質構造（断層など）や植生分布などこれまで知られていた現象の意味が判明
－マグマ活動は内陸地震の発生と相関する
－火山活動の状態から安全性を確認することの難しさ、など
【社会的な教え】
今回の噴火未遂事件は噴火前に対策をどこまで進められるかが鍵であることを知る機会
となった。
－無防備な火山対策の改善が必要。噴火間隔の長い火山とどう付き合えばよいか？
－火山観測情報を防災情報に「翻訳」することの大切さ
－科学者・行政機関・報道機関・住民の連携の大切さ
－連携を支える信頼感、それを培うボランティア組織（ＩＮＳ）の活動の大切さ。せっか
く作った仕組みも「見えない箱物」になりやすい
－噴火未遂事件の「負の記憶」はどのように継承され、次の噴火／危機の時、どのような
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形で社会に現れるか？
－噴火未遂事件を繰り返す火山は「想定外」の様式と規模の噴火を起こしかねない。その
時、2000 年三宅島噴火時のように「社会の空白」を生じないか？
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など

2000 年の磐梯山と地元での対応
佐藤

公 (磐梯山噴火記念館)

福島県には、吾妻山・安達太良山・磐梯山と常時観測火山が３つ存在する。しかし、こ
のことから、福島県は火山防災に積極的な県と考えるのは間違いである。常時観測火山は
他の活火山に比べて活動的ではあるが、福島県のこの３火山は常時観測火山の中ではあま
り活動的ではない。吾妻山は 1977 年に小規模な噴火をしているが、他の２つの火山は最後
の噴火から既に 100 年が経過している。
このように、常時観測火山が３つあっても、地元住民から見ると活火山であると思われ
ないような山では、火山防災意識は育たない。行政の中でも、火山防災に努めようという
意識は、この 2000 年の臨時火山情報が出るまではほとんどなかった。
2000 年の春から火山性地震が増加した磐梯山だが、有感地震はほとんどなく、火山の活
動が活発化しているという認識は、住民の中にはなかった。ただ、6 月 1 日に火山観測情報
が出され、「磐梯山で火山性地震増加」という新聞記事を読んだ人の中には、活発化してい
ると認識した人もいたようだ。この火山観測情報が全国紙の社会面に掲載され、その記事
を読んだ埼玉県の小学校の校長が、直ちに秋の修学旅行の宿泊先である猪苗代町の旅館に
キャンセルの電話を入れた。
2000 年 8 月 16 日の臨時火山情報の発表は、ほとんどの住民にとって、寝耳に水という状
況であった。町村の防災担当者も同じレベルで、地域防災計画の中に火山についての計画
がないため、どのように対応してよいかわからず戸惑った。そのため、入山規制の実行が
遅れた。町村の防災の担当者から見れば、一番相談したい福島県の消防防災課(現在の災害
対策グループ)には専門家は配置されておらず、いざという時に誰に相談すればよいかも、
決められていなかった。
また、報道関係者は直ぐに対応し、地元紙などは号外を出して臨時火山情報を伝えたり
したが、テレビなどでは限られた時間ということで、臨時火山情報の意味も説明せず、い
たずらに不安を煽るところもあった。予定原稿のようなものを事前に作成し、いざという
時に限られた時間でわかりやすく説明する工夫が必要であろう。
臨時火山情報の文面には｢15 日には 1 日で 400 回を超える火山性地震があり、あわせて有
感地震や火山性微動も観測されており、火山活動が活発化している。今後、山頂での小規
模な噴火の可能性も否定できない｣とあるが、どのように対応してよいのかを住民は理解で
きなかった。また、行政の担当者も理解できないので、住民に直ちに知らせるということ
は行われなかった。
３つの火山の中では磐梯山が最初に火山防災マップを公表したが、この公表の仕方にも
問題があった。猪苗代町では、町内会ごとに説明会を開催し、より多くの住民にマップの
意味を知らせたが、北塩原村と磐梯町では、公表時に１回だけの説明会に終わった。
私はこのような体験から、火山が平穏な時にこそ、火山防災教育をしておくべきことの
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必要性を痛感した。私は地元の小中学校からの要請で、マップ公表後の６月に中学校で、
７月に小学校で説明会を実施した。その後、裏磐梯中学校では毎年、噴火した７月１５日
前後に火山防災の授業を担当している。今後、この子どもたちの中から、地域の特性を理
解し、地域のために貢献できる人材が生まれ、火山防災に強い村になればと期待している。
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