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国際シンポジウム「火山防災と広域避難」 
International Symposium on the Mitigation of Volcanic Disasters 

including Mass Evacuation 
 

・ 目的 

   大規模な火山噴火の際には，火山の近傍に居住する多数の住民を短時間内に避難させる必 

要が生じる．都道府県の行政区域を超えて数万人規模の避難を行うことは，一般の予想を 

はるかに超える困難性に遭遇する．実例としては，イタリア･ベスビオ火山の 1631 年の噴 

火に相当する規模の火砕流噴火で，60 万人の住民を避難させる計画や，富士火山の 1707 

年の噴火に相当する規模の噴火で山麓住民を避難させる計画などがある． 

本シンポジウムの目的は，そのような事例を詳細に調査・討論し，問題点を提起し，最適

な防災計画を提案することにある． 

・ 背景 

   イタリアのナポリ市は人口 300 万の大都市であるが，その東に接して活火山ベスビオがあ 

る．1631 年には大噴火を起こし，火砕流が山麓を流れ下って大災害を引き起こした．現在 

の地図に火砕流の分布を落とすと，約 60 万人ナポリ市街とベスビオ火山が被害を受ける計 

算になる．その理由は，ベスビオ火山の南麓から西麓にかけて過密状態の都市区域が密集 

しているからであり，人口は年々増加している． 

もし 1631 年の規模の火砕流が発生すれば，史上最大の被害が発生するだろう．この状況に

答えるべく，イタリア政府は最近国を挙げての防災対策を打ち出してきた．被害が想定さ

れる 18 の市町村それぞれに，イタリア国内での避難先が集団で指定され，噴火が予知され

てから 2 週間以内を目標として，軍隊を総動員して，強制的に住民を避難させるという計

画である．さらに長期的な計画も発表されていて，今後 20 年間に人口を 10％以上減少さ

せ，製造業などを制限して疎開させ，代わりに観光産業の発展を推進をする． 

   日本でこれに匹敵する計画は，富士山の広域火山防災計画であり，300 年前の宝永噴火の 

規模の噴火を想定し，大規模な火砕物降下，溶岩流出，その他のケースを想定し，他府県 

にまたがる避難計画を策定している． 

   富士山麓の富士吉田市において，環富士山火山防災協議会加盟の地方自治体の防災担当が 

集まり，イタリアから招聘したベスビオ火山防災の担当者と情報交換や討論を行うことは， 

大きな意義があると考えられる． 



 ii

・ 参加者 

外国人招聘者  
   イタリア．ローマ大学教授 ロベルト・スカンドーネ博士 
   イタリア防災省 防災専門官  
                チアラ・カルダッチ氏 
                ステファノ・チアヴェラ氏 
国内 
  内閣府，総務省，国土交通省などの関係官 
  環富士山火山防災連絡協議会の専門家（山梨県，静岡県） 
  他府県の火山防災専門家 
  大学・研究機関・民間の学識経験者 
  一般市民 

 
・ 参加者総数 
   １１月１０日 約１５０名 
   １１月１１日 約５０名 
 
・ 日程 
   １１月９日 （木）外国参加者富士吉田市に到着， 富士山一帯を見学・調査 
    

１１月１０日（金）山梨県環境科学研究所 （同時通訳あり） 
      09:00 － 16:00  ケース・ヒストリー（日本とイタリア） 
            広域防災と避難計画の概要と問題点 
            総合討論（パネル） 
   

 １１月１１日（土）午前中，東京へ移動 （同時通訳なし） 
      13:00 － 17:00 東京大学地震研究所 
            講演会形式でイタリア火山防災・広域避難計画，富士・有珠・ 
            伊豆大島を中心とした日本の広域避難について，講師数名が講演． 
            その後に総合討論                
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プログラム 

 

 

【２００６年１１月１０日（金） 第１日目 山梨県環境科学研究所（富士吉田）】 

 

09:00～09:30  開会の辞・シンポジウムの目的について  山梨県環境科学研究所長 荒牧 重雄 

           挨拶                  山梨県防災危機管理監    小林 一敏 

 

テーマ１： ケース・ヒストリー  

09:30～09:50  有珠2000年噴火の際の16,000人避難  国土交通省 河川局 治水課長  関 克己  

(代読)山梨県環境科学研究所長 荒牧 重雄 

09:50～10:10  伊豆大島 1986 年噴火の際の一万人全島避難   

東京都防災専門員（主任）笹井 洋一 

10:10～10:30   富士火山噴火と想定される災害  

内閣府 地震･火山対策 参事官補佐 中村 浩二 

10:30～10:50              休憩  

 

10:50～11:20   イタリア ： ベスビオ火山噴火概要と考えられる噴火シナリオ    

ローマ大学教授 ロベルト・スカンドーネ 

11:20～11:40   自由討論  

 

11:40～12:40        昼食  

 

12:40～12:50  挨拶          環富士山火山防災連絡会会長 富士宮市長 小室直義 

 

テーマ２． 避難計画  

12:50～13:20  富士火山の避難計画       内閣府 地震･火山対策 参事官補佐 中村 浩二 

        環富士山火山防災連絡会報告     環富士山火山防災連絡会事務局    関 芳裕 

13:20～13:40  東京都伊豆大島の避難計画           東京都防災専門員（主任）  笹井 洋一 

13:40～14:10  イタリア：ベスビオ火山の避難戦略  ローマ大学教授 ロベルト・スカンドーネ 

 

14:10～14:30        休憩  
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14:30～15:30   イタリア： ベスビオ火山の避難計画の詳細  

1. ベスビオ避難計画の詳細と避難訓練“MESIMEX 2006” 

                     イタリア防災省防災専門官  チアラ・カルダチ 

2.  ベスビオ避難計画の詳細（つづき） 

                                     イタリア防災省防災専門官  ステファノ・チアヴェラ       

16:00        第１日目閉会の辞                   山梨県環境科学研究所副所長  小俣一彦 

16:00        ベスビオ火山避難計画のＤＶＤ上映 

 

 

 

【２００６年１１月１１日（土） 第２日目 東京大学地震研究所（東京都文京区）】 

 

13:00～13:10  挨拶 

13:10～13:30  有珠 2000 年噴火の際の 16,000 人避難    国土交通省治水課長 関 克己 

13:30～13:50  伊豆大島 1986 年噴火の際の一万人全島避難と今後の避難計画   

東京都防災専門委員（主任）笹井洋一 

13:50～14:20   富士山における避難計画 －富士山火山広域防災対策基本方針－ 

内閣府防災統括官付企画官 三浦知雄 

14:20～14:50   イタリア ： ベスビオ火山 火山災害の背景と広域避難の戦略 

ローマ大学教授 ロベルト・スカンドーネ 

14:50～15:10         休憩  

 

15:10～15:40   イタリア： ベスビオ火山の避難計画の詳細 

イタリア防災省防災専門官     チアラ・カルダチ 

                                       イタリア防災省防災専門官 ステファノ・チアヴェラ 

15:40～16:10 ベスビオ火山避難計画のＤＶＤ上映 

16:10～17:00    総合討論   

17:00           シンポジウム終了 
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■国際シンポジウム「火山防災と広域避難」 

 
司会：おはようございます．それでは，これより国際シンポジウム「火山防災と広域避難」を始

めます．私は本日の全体の司会進行を担当します山梨県環境科学研究所の輿水といいます．どう

ぞよろしくお願いします． 
 最初に，皆さんもご覧になってお分かりのように，本日は同時通訳の形式になっています．発

表者の内容が同時通訳され理解できるような仕組みになっています．英語の発表に対して，日本

語はチャンネル２を選択していただくと聞こえます．日本語の発表を英語で聞く場合はチャンネ

ル３を選んでお使いください． 
 そういうことで，今日は１日どうぞよろしくお願いします． 
 それでは，開会のあいさつを山梨県環境科学研究所所長，荒牧よりお願いいたします． 
荒牧：みなさん，おはようございます．お忙しいところ，はるばる遠くからお越しいただきまし

てありがとうございます． 
 お手元の資料を確認させていただきたいのですけれども，最初は綴じたプログラムとアブスト

ラクトをお持ちと思います．国際シンポジウム「火山防災と広域避難―イタリア・ベスビオ火山

60 万人の避難計画」というものです．これがプログラムとアブストラクトでございます．追加の

資料として２枚，一つはベスビオ火山の写真などが載っているものがあります．三つ目が英語で

申し訳ないですけれども，「シビル・プロテクション」と書いたものです．このシビル・プロテク

ションと写真の付いているものは，今日３回にわたってお話しいただくイタリア側の講演の際に

参考に見ていただくものです．よろしくお願いいたします． 
 英語と日本語の同時通訳ということでありますが，あくまでもインフォーマルな雰囲気でやり

たいので，なるべく質問の時間を多く取っているし，コーヒーブレイクもありますので，そうい

う時にお聞きになりたい方はぜひ講演者をつかまえて直接質問していただきたいと思います．最

後には，いくばくかの時間を取り討議の時間を用意してありますので，その時にぜひどんどんご

質問をいただきたいと思います． 
 この会議の意義について申し上げたいと思います．提案者として口はばったい言い方ですが，

非常に重要な会議だと思っております．みなさん，ご存知のように紀元 2000 年に，この富士山

の直下で低周波地震が起こりました．人体に感じないような地震で，黙っておれば「誰も知らな

かった」で済むような話ですが，そうはいかなくて，低周波で無感地震ではありますけれども，

非常に特徴的な地震でした．ですから，専門家はショックを受け「これは大変だ」ということに

なったわけです． 
 簡単に言うと，富士山の下にちゃんとマグマがあるらしいということが，かなりコンセンサス

として出てきました．それをきっかけに皆さんがご存知のように，富士山は今まで静かだったけ

れども，「どうも噴火する能力があるらしい」ということです．「それでは，どうする」というこ

とで，ご存知のように国レベルで乗り出してきて，富士山の防災対策をどうするかというのが最

近まで数年間にわたって活発に議論がなされてきました． 
 これについては，300 年間噴かなかったのですから，これからだって噴くはずがないではない

かという考え方があります．これはある意味では正しいわけです．私もそう思いますが，しかし，

その 300 年よりも前というのは，１万年ぐらいの間新富士火山だけを見ても，ずいぶん頻繁に噴
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火しています．皆さんもご存知だと思います．ですから，またそういう「くせ」が戻るかもしれ

ません．これも確かにそうかもしれない．そういうことを考えますと，富士山というのは広い面

積がありますから，非常にたくさんの人も住んでいます．さらに問題なことは年間 2000 万人と

か 3000 万人，4000 万人の観光客も来るということです．本当に富士山が過去に見られるような

大きな噴火を起こしたら，相当なことになるということは確かです．このため，それに対する議

論が必要になります．これが一つの理由です． 
 もう一つ申し上げたいことは，皆さんに対しては「釈迦に説法」ではございますが，日本の行

政組織というのは当然ながら国レベル，県レベル，市町村レベルと３層構造になっております．

今まで日本でしょっちゅう噴火がありましたが，実はほとんどすべての噴火は県レベルで対応し

ています．都道府県レベルで対応される，官僚的に言いますとそういうことが言えるわけです．

さらに，もっと小さな噴火は，その管轄している市町村が一つであれば，そこだけで仕事が済ん

だわけです．ところが富士山みたいに，特に宝永の噴火みたいな記憶を持っているところでああ

いう大きな災害になると，過去の実績から静岡県，山梨県，神奈川県，さらに東京都まで重大な

影響があるということが確かですから，国が出てこざるを得ないということになります． 
 私が申し上げたいことは，国レベルでそういう大規模な災害を考えるのは，実は富士山が初め

てです．初めてと言っても変な話ですが，実際そうです．ですから，そこを皆さんに強調して申

し上げたい．そういう意味で，国が出てきたものですから，日本中のすべての知恵と能力を総動

員して非常に立派な議論ができたし，非常に立派な防災計画が出来たとまでは言いませんが，出

来始めているというべきでしょう．そういう意味で，我ら富士山の麓にいる人間にとっては，あ

る意味では誇らしい，災害で誇らしいと言うのは変かもしれませんが，プラスの思考で考えると，

日本に誇れるというか，ある意味で手本になるようなことをやっているということを繰り返し申

し上げたい．これは過去の話です． 
 さて，どういうことが起きるか，今申し上げたような防災計画というものを考える場合，どう

いう中身があるのかと考えると，一つは，例えば宝永年間の大噴火，例えばそれに匹敵するよう

な大きな噴火が貞観噴火がございまして，青木ヶ原を溶岩が埋め，剗の海(せのうみ)を埋め立て

たという歴史があります．これなどは火山学的に言いますと非常に大きな噴火です．そういうも

のが起きたらどうするかという話です．貞観噴火の場合は，硫黄岩がゆっくり流れてきたので，

時間がありますから避難はしなければならないものの，さほど大きな避難の問題にはなりません．

ところが，宝永の場合はいきなりドンと来て，灰が降ってくるわけですから，相当忙しいわけで

す． 
 もっと怖い火砕流などというものが出るかもしれません．実は，富士山は火砕流など出ないだ

ろうと，私も含め専門家ですら 2000 年以前はそういうふうに思っていました．ところが，2000
年の騒ぎの後で詳しい調査をしましたら，びっくりしたことに富士山も結構火砕流の噴火をして

いました．皆さんもご存知のように，火砕流は噴火が起きてから逃げたのでは絶対間に合いませ

ん．また火砕流に捕まったら 100％死ぬので，恐ろしく嫌な怖いものです．そのため，びっくり

して富士山の場合どうだろうかともう少し詳しく調べたところ，非常に幸いなことに，今までの

複数回の火砕流の実績はすべて人里から離れたところで止まっていました．富士吉田で申し上げ

ますと，富士五湖道路の有料道路がありますが，あれよりも内側で人があまり住んでいない所で

す．また 139 号より山側で止まっているというので，ある意味でほっとしましたし，逆に言うと，
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われわれの祖先が住んでいる場所というのは，そういう経験をすべて踏まえて十分安全なところ

にしか集落はなかったわけです．逆に言いますと，名指しはしませんが，いろいろな人工的な構

築物は山に近いところにあります．ああいうものは，よく分かりませんが火砕流を知らないで造

ったのかもしれません．一時的なそういうことは，ある意味では構わないと思います．住んでい

なければ，ある程度の予報ができれば逃げればいいわけです． 
 話が細かくなりましたが，大規模噴火が起こるとどうするのか，当然避難する必要があります．

直接富士山が大噴火をすると，直接影響される方々は 70 万人ぐらいいるのではないか．こういう

人たちが全部逃げる必要はないのですが，それにしても１万人，２万人ではないかもしれません．

そうすると，市町村の境を越えてあるいは県境を越えて避難するなど大変な難しい問題が出てき

ます．そういうことを考える必要があります． 
 ほかの例はどうかと言うと，今日来ていただいた２人のお話というものを聞いていただきたい

と思います．一つは，2000 年の北海道・有珠山の事例です．この時は最大で１万 6000 人が避難

されました．２番目の例は伊豆大島で，ご存知だと思います．１万人の全島避難です．この二つ

のお話を聞きたいと思います．富士山はもしかすると，もっと多いかもしれません．そういうこ

とで，これは大変だということになります． 
 それでは，世界にはもっと勉強することがあるかと言うとあるわけです．それが，今日わざわ

ざイタリアから来ていただいたご３人に話していただくわけで，有名なナポリ市の隣にあるベス

ビオ火山です．実際に避難したわけではない．富士山と同じで過去にしょっちゅうベスビオ火山

は噴いていますが，最近は静かです．富士山とちょっと似ています．ですから，山に向かって家

がどんどん増え，「これはまずい」ということになっています．これからお話がありますが，非常

に怖いことにベスビオの場合 300 年ぐらい前に大きな火砕流の噴火がありました．その火砕流の

範囲が分かりますから，現在のナポリ市の人口に落としてみると，なんと 60 万人ぐらいの人がそ

の範囲内に住んでいます．「これは大変だ」というわけで，急きょ避難する必要があります．60
万人ですから相当数です．計画ですけが，そういうお話をお３人の先生から順番に話していただ

くことにします．われわれとしては，それを参考にするということです． 
 さらに申し上げますと，国レベルの大規模な災害をどうやって対応するか，最高の機関はどこ

かというと，内閣府と内閣官房が連携してやることになっています．筋としては各省庁の上にの

っかっていて，緊急の場合そこから指令が出るはずです．イタリアにも当然それと似たような構

造をお持ちですが，実はイタリアのほうが日本よりはるかに進んでいます．そういう話も聞いて

いただきます． 
 そういうところで，大規模な何万人というオーダーですぐ避難しろという計画をお持ちですか

という話があるので，わざわざ内閣府から来ていただきました．私は，自然災害の研究者ですか

ら，自然災害に限ってもなかなかありません．例えば，大規模な災害というと津波がありますが，

何万人という人が死ぬかもしれなせん．津波の専門家のところに行って「10 万人ぐらいの避難計

画がありますか」と聞くと，日本は狭いから，ハリケーンの「カトリーナ」の台風ように 100 万

人もが一度に逃げるというような，津波と洪水のような災害はあまりないだろうというのが専門

家の意見です．そうしますと，「火山で，噴火で数万人」というのは前人未到というか，あまり例

がないわけです．それを山梨県と静岡県の地方防災行政の方々というのはそれに直面しているわ

けです．ですから，具体的な議論というものはこれからじっくりされるはずで，そのご参考にな
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るかなと思います．それがポイントです． 
 もう一度申しますが，これはあまりほかの人は日本中，世界中においてもそうなのですが，こ

れはあまり議論したことがないテーマです．「そんなに起こるはずはない」と願いたいけれども，

起こるかもしれません．今日１日，そして明日は東京に行って似たような話をしますが，日本で

一番最先端の議論をしていただいているというご理解でお願いしたいと思います． 
 風呂敷が広くなりましたけれども，そうした意義を申し上げ，どうしてこのような企画をした

のかということを申し上げたいと思います． 
 予定ですと９時半から始まります．なるべく時間厳守をするつもりですので，ごあいさつはこ

の辺で切り上げさせていただきまして，あと５分間だけ休憩ということでよろしいでしょうか．

９時半からぴったり始めさせていただきます． 
 今日はわざわざ来ていただきまして，本当にありがとうございます．どうぞよろしくお願いい

たします． 
司会：どうもありがとうございました． 
 それでは，引き続き来賓のあいさつをいただきます． 
 来賓のあいさつは山梨県総務部防災管危機管理官の小林さんにお願いします． 
小林：おはようございます．ただ今ご紹介いただきました防災危機管理官の小林です．よろしく

お願い致します． 
 地元の山梨県を代表いたしまして一言ごあいさつを申し上げます．本日，ここに山梨県環境科

学研究所ならびに東京大学地震研究所の主催によりまして，国内はもとより海外からも火山防災

対策に先進的な取り組みをしておられる皆さまをお迎えいたしまして，国際シンポジウム「火山

防災と広域避難」がこのように盛大に開催されますことに心からお喜び申し上げます．また，は

るばるイタリアからご出席いただきましたローマ大学のスカンドーネ教授をはじめ，イタリア防

災省からも防災対策官のカルダチさん，チアヴェラさんのお２人にも多忙の中をお越しいただき，

心から感謝を申し上げます．ありがとうございます． 
 山梨県は日本列島のほぼ中心に位置し，周囲には富士山をはじめ南アルプス，八ヶ岳，奥秩父

連峰などの山々がそびえる山岳県であります．同時にモモ，ブドウ，カキなど四季を通じまして

果物に恵まれた果樹王国でもあります．その中で，富士山は古来より信仰の山として敬われ，ま

た火山がもたらす雄大な姿とその美しさ，周辺の自然環境等から日本のシンボルとして国内外を

通じ，今も人々を魅了し続けております． 
 こうした状況を背景に，山梨県では現在，静岡県や両県の関係団体と一体となりまして富士山

の世界文化遺産登録を進めるための取り組みを推進しております．また一方では，この富士山に，

私たちは今活火山としての新たなアプローチを始めております．2000 年という年は，富士山の火

山防災への取り組みにとって大きな節目の年であったわけです．この年，３月の北海道・有珠山

に続き，７月には三宅島が噴火するなど，火山活動が活発化する中，12 月から翌年の６月まで富

士山の地下深部で低周波地震が多発しました．結果として，私たちに富士山が活火山であること，

あるいはハザードマップの重要性など火山防災対策の大切を教えてくれました． 
 また，富士山周辺市町村では防災と観光の両立という観点から有珠山の現地視察を行うととも

に，火山防災講演会や勉強会などを積極的に開催し，火山防災に対する意識が急速に高まりまし

た．2001 年６月に市町村をはじめ地元観光業界，防災関係機関などのご理解とご協力をいただく
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中で初めて火山噴火を想定した富士山火山総合防災訓練を実施しました．翌年１月にはイタリア

やハワイでの活動を参考に，多数の重機を駆使して溶岩を制御するための導流溝等の設置訓練を

行うなど，地域住民の火山防災意識の向上と防災対策の推進に着手いたしました． 
 続きまして，2001 年７月には，国および関係する県，市町村によります富士山火山防災協議会

や，先ほどあいさつされました荒牧所長さんを委員長といたします富士山ハザードマップ検討委

員会が設けられ，2004 年６月にハザードマップや火山防災マップの作成，火山との共生，防災対

策の項目が盛り込まれました画期的な最終報告がなされたわけでございます． 
 こうした中，山梨，静岡両県の富士山周辺市町村におきましては，県境を越えた防災対策の連

携等につきましても検討がなされ，2005 年４月には環富士山火山防災連絡会が設立されました．

また９月には国の富士山火山広域防災検討会の報告書がまとめられ，広域防災対策のあり方や避

難の考え方，啓発，教育の重要性などを提示していただきました．さらに 2006 年２月には，国

の中央防災会議で富士山火山広域防災対策基本方針が決定され，これを受けて本県におきまして

は，５月に県の地域防災計画に初めて避難対策や情報受伝達対策など富士山の火山防災対策など

を盛り込みました火山編を作成いたしました．同じころ，周辺市町村で構成します富士山火山防

災協議会におきましても火山防災マップを含めた住民ガイドブックを作成しまして全世帯に配布

したところでございます． 
 今後，地域防災計画の火山編を基にしまして国や関係県，市町村等と一体となりまして自主防

災組織や学校，企業，観光業界等とも連携協力し，火山防災体制の確立に万全を期してまいりた

いと考えている次第であります． 
 このような中で開催されます本日の国際シンポジウムは誠に時宜を得たものでありまして，荒

牧所長さんをはじめ関係者の皆さまにあらためてお礼を申し上げますとともに，活発なご討議を

いただき，このシンポジウムが今後の火山防災対策にとりまして有意義なものとなりますようご

期待を申し上げ，あいさつとさせていただきます． 
 本日は大変ご苦労さまです． 
司会：どうもありがとうございました． 
 おおむね時間通りということですから，次に「有珠 2000 噴火の際の１万 6000 人避難」ですが，

担当の方が欠席のため，荒牧先生にお願いいたします． 
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有珠 2000 年噴火の際の 16,000 人避難 

Evacuation of 16,000 People During the Eruption of Mt. Usu 2000. 
関 克己 国土交通省 河川局 治水課長 

Katsumi SEKI：Division Director, River Improvement and Management  
                   River Bureau, Ministry of Land, Infrastructure & Transport 

（代読）荒牧重雄 山梨県環境科学研究所長 

 
★★★★★★★★ 
講演者の関克己氏は，１１月１０日には欠席されたため，実際には荒牧が関氏のスライドをお借

りして講演を代読した．翌１１日，東京大学地震研究所の会場では，同様の内容を関氏が実際に

講演された．しかし， １１日に行われた関氏ご自身の講演の内容は記録されなかったので，この

報告書には掲載されていない．その代わり，以下には，関氏ご自身が後日執筆された概要を掲載

する（★★★★★★★★印のところまで）． 
 

はじめに 

ご紹介いただいた，国土交通省河川局治水課長の

関でございます． 

安全保障・危機管理室が１９９８年に内閣官房に

設置されて以降３年間，自然災害担当の内閣審議官

として勤めました．この間に２０００年の有珠山噴

火対策等に関わりました．今日はこの時の経験を「有

珠２０００年噴火と１６０００人避難」と題してお

話しさせていただきます． 

有珠山は首都東京から北にある北海道の西側に位置

し，太平洋と洞爺湖に挟まれた地域にあります．歴

史的にも何回も噴火があり，その度に地域に大きな

被害をもたらしてきています．今回の２０００年噴

火による噴火口も市街地に近く，地域にとっては極

めて危険な状況が続きました． 

 ２０００年の有珠山噴火では，噴火が予知される

とともに，初めての緊急火山情報が出されました．

こうした情報を基に総力を挙げた取組がなされ，噴

火を直接の原因にして亡くなった方はおられず，評

価をえています．最も特徴的だったことは，火山の

研究者（専門家）を中心に砂防や土木工学等の研究

者（専門家）と地域と行政が連携し危険の程度と安

全の程度に応じた対策が臨機に行われたことにある

と考えています．しかし，対策を進める中では危機
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一髪という場面が何回か有りました．また，避難

解除をどのように進めるかは避難以上に難しく，

有珠山噴火では地域生活されている方の視点か

ら検討され，新たな避難解除の方式が実践されま

した． 

 

阪神・淡路大震災と政府の危機管理体制の強化 

 平成 7年１月に発生した阪神・淡路大震災での

国や地方公共団体等の初動の遅れや危機管理体

制の弱さ等が指摘されました．これをうけて国や

地方を通じた大規模災害等への対処について抜

本的な見直しが求められました．さらに，地下鉄

サリン事件，在ペルー日本大使公邸占拠事件，ナ

ホトカ号オイル大量流出事故等の政府全体とし

ての取り組みを要する災害・事故・事件が相次ぎ

ました．これらの緊急事態対処に対し批判が続い

たことをうけ，緊急事態に対する内閣の危機管理

機能の強化が進められました．とりわけ平成 8年

１１月に設置された行政改革会議では平成 10 年

3 月の最終報告に先立ち，内閣の危機管理機能の

強化は喫緊の課題として位置づけペルー事件解

決後の平成 9年 5月に「内閣の危機管理機能の強

化に関する意見集約」を中間整理として提言しま

した．この提言がこれまでの内閣の危機管理機能

強化の骨格とシナリオを示すものとなっていま

す． 

ここでは特に緊急事態対応における官邸のリ

ーダーシップの強化を柱に検討がなされ，早期に

行政の総合力が発揮できる態勢を整えることは 

  内閣の重要な役割であること，政府の取り組みが

国民の目に見えること自体に意味があること，「危機」の範囲については初期的には幅広にとらえ，

事態の推移に応じて順次態勢を手直しするという考え方に立つべきこと等を基本に取り纏められ

ました．平成10年4月には，政府全体の行政改革の先取りとして内閣法等の改正がなされ，危機管

理を専門的に担う官房副長官に準ずるクラスの内閣危機管理監が新たに設置されるとともに，従

来の内閣安全保障室が内閣安全保障・危機管理室へ拡充強化されました．さらには平成１３年１

月の省庁再編に伴う内閣官房副長官補（安全保障，危機管理担当）の設置により内閣の体制が整

い今日に至っています． 

 政府の体制の強化としては，関係省庁の局長クラスの緊急参集体制や現地対策本部の強化，広
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域支援体制の強化等が図られました． 

 このように，阪神・淡路大震災の課題に対し政

府をあげた危機管理体制の強化が図られ，１９９

９年の東海村での原子力臨界事故に対し初めて

政府の現地本部を設置しての対応がなされ，また，

大規模震災に対する関係省庁による図上演習等

が行われてきました．２０００年の有珠山噴火は

改正された災害対策基本法に基づく初めての政

府の現地本部設置となりました．振り返ってみれ

ば，内閣安全保障・危機管理室にとっても初めて

その体制が試されるという緊張感の中の事案で

もありました． 

 

政府の有珠山噴火対策 

３月２９日の１１時に「数日以内に噴火の可能

性大」という緊急火山情報が出されたのを受け，

官邸対策室を設置するとともに関係省庁局長会

議の開催を受け，内閣官房安全保障・危機管理室

と関係省庁のメンバーで急遽現地に向かいまし

た．相次ぐ地震の中で避難が進められ，騒然とし

ている中で，２９日夕方の到着後すぐに，伊達市

役所で第一回現地連絡調整会議を開催（実質的な

現地対策本部）しました．気がついてみると，国

各機関のメンバーは半年前の東海村原子力事故

政府現地本部や２月１６日に実施したロールプ

レイ方式の大規模地震訓練を通じて頻繁に顔を

合わせてきたメンバーであり，お互いの紹介・挨

拶抜きで政府の現地本部が動きはじめることが

できました． 

また，「国が引っ越してきた」と表現した人も

いますが，国土庁の総括政務次官（政府現地本部

長），内閣危機管理監や北海道の副知事をはじめ

として関係機関の意思決定に係わる者が現地に

派遣され，現地中心の体制が早い時期から構築さ

れたことが迅速な対応につながった主要な要因

の一つとなっていると考えています．やはり，現

地と東京あるいは札幌ではどうしても事態の認

識に温度差が出てしまいますが，現地で意志決定
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可能な体制がこうしたハードルを随分低くして

くれたと思います． 

状況・情報・課題の同時・オンライン共有化 

 合同本部の部屋のスペースは伊達市と市議会

の全面的協力により確保できました．この空間を

JCOの現地対策本部の経験から，狭くても同じ場

所でお互いの顔が見えるようにしたワンフロア

ー方式を基本にレイアウトを実施．これにより多

くの組織・人員で構成されたにも係わらず，どこ

かで問題が起これば会議を開かなくても，黙って

いても同時に事態の状況を共有できるようにす

ることができ，３１日の最初の噴火直後の混乱状

態の対応にも役だったと考えています． 

さらに，会議や現地映像を道庁や官邸，関係省

庁に中継することで，情報・状況の共有化が現地

合同本部内だけでなく，札幌，霞ヶ関との間でも

なされ，温度感の差の少ない対応に結びつきまし

た．北海道庁内では各課のテレビに放送されるこ

とで組織全体の速やかな対応に貢献しました．ま

た，自衛隊，警察等のヘリテレ映像や最新の観測

機器の活躍のみならず北海道開発局の高感度画

像等各機関の映像が広くオンラインで共有され

たことも大きな特徴であり，「IT防災元年」とも

言えると思います． 

 

３月３１日の噴火直後の混乱と避難 

「噴火した」との声に振り返り，伊達市役所の窓

から見た３月３１日１３時１０分の最初の有珠

山の噴火，大混乱の前の妙に静かな時間の中で見

た噴煙の姿は今でも良く覚えています． 

緊急火山情報に基づき有珠山周辺地域で避難

が始まり，さらに３０日の夜には地殻変動の様子

等から噴火口は想定よりずっと西側ではないか

との研究者のアドバイスに基づき，避難区域に西

側の地域を追加して避難を完了していました．し

かし，最初の噴火口は避難区域のほぼ境界線近く

であったため，緊急に多くの住民の安全確保を図

らなければならなくなりました． 
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噴火を受け，有珠山の研究者のアドバイスのも

とで急遽ハザードマップの見直しが行われ，新た

な危険区域が追加されました．この追加された区

域の中には虻田町の役場や避難所として既に約

７００人が避難していた虻田小学校等が含まれ

ており，避難所からの再避難を含め約１万人の人

を対象にいつ起きてもおかしくない次の噴火の

前に避難を完了すべく，事前の避難計画無しの避

難を始めたわけです．警察，消防，陸・海・空自

衛隊，海上保安庁，JR北海道等々総動員でとにか

く危険区域の外に出てもらうことを最優先に，可

能なそして考えられる手段はすべて動員し，区域

外に出た後のことはその時にということでの避

難でした．後日，結果として用いられなかった手

段に対して無駄であったとの意見もありました．

これは緊急事態における対処の基本についての

理解が欠けている評価と認識しています． 

２０００年有珠山噴火は噴火の予知がなされ

避難がうまくいったと評価されていますが，この

ような大混乱の避難の中で何とか，犠牲者を出さ

ずに済んだというのが実態であります．また，最

初の噴火の時に噴火口のそばには虻田町の水道

管補修チームと北海道開発局の監視カメラ設置

チームが作業中で，いずれもすんでの所で難を逃

れることができました．こうした事態が噴火直後

の混乱した状況を象徴的に表していると思いま

す． 

 

安全（避難）と生活の両立 

３月３１日の避難の後，避難が長引く中で，安

全（避難）と一時帰宅やホタテの稚貝の養殖や家

畜の面倒を見る等の生活とのバランスが大きな

問題となりました．雲仙の噴火の時の避難（危険）

区域の設定が地域の生活に大きな影響を与えた

ことから安全と生活のバランスについてもう少

し工夫ができたらという話を伺っておりました

ので，噴火に伴う避難の第一期に続く第二期にお

いては，安全と生活を何とか両立させ方向で検討
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をしました． 

この中で生まれてきたのが「カテゴリー」の

考え方です．最初の頃は後に整理されるほどシ

ステマティックなものでなく，火山噴火の状況

を踏まえ短時間であっても一時帰宅を安全に行

える方法があればこれを警察・消防・自衛隊等

の全面的支援と連携の基で実施していこうとい

うことでした．徐々に整理されていった避難区

域のカテゴリｰ分類はカテゴリーⅠは火砕サｰジ

と噴石の危険性から立入禁止の区域で，カテゴ

リーⅡはカテゴリｰⅠに付随しヘリコプタｰによ

る火口の目視監視により立ち入り可能な区域で，

カテゴリーⅢは火山の状況と状況に対応した避

難等の確実性によって決まる区域で日中の帰宅

可としました．この区域分類の特徴は単なる危

険度の固定的な地域区分でなく，噴火状況の観

測体制の強化と緊急時の避難体制の強化を両輪

に，有珠山の噴火状況の変化に対応し頻繁に区

域を見直して運用されました．実施にあたって

は火山の研究者であり有珠山のホームドクター

として地域からの信頼が厚い先生方のアドバイ

スを頂き，オペレーションでは，警察，消防，

海上保安庁，自衛隊等の持つ能力が役割分担を

通じ最大限発揮されました．自然現象の変化に

臨機に対応することにより，安全と生活の両立

を目指した対応は避難解除後の地域の生活ある

いは復興に向け大きな役割を果たせたのではな

いかと思っております．他の地域や災害におい

ても課題への一つの有効な手段となるのではな

いかと考えています． 

 

最後に 

今回の困難な緊急避難を可能にしたこと，早

く復旧・復興に取り組めたことの一番の要因は，

平素からの住民，火山の研究者，行政等のきめ

細かな連携があり，噴火災害に対応する地域の

ポテンシャルが高かったことが一番の理由と考

えております． 
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噴火の３年後に有珠山を訪れ，笑顔の市長さん町長さんにお会いしました．平成１２年３月３

１日の１３時０７分の噴火の直後，実に1万人もの人が避難先はおろか移動手段さえ明確に定まら

ないまま，混乱の中で避難したこと，幼稚園の園長さんの「子供達のため一つでも持ち出したい」

とのお話に「危険です，待ちましょう」を何度も繰り返した後，内心で何時になったら本当にと

感じていたことを思い出しました．灰に埋もれ，噴石や泥流に破壊された町に，いつ観光客が戻

ってくるのだろうか，この地域はどうなるのだろうかと思っていましたが，あの噴火口が観光資

源になり，修学旅行を含め多い日には１万人近くの観光客が訪れ，エコミュージアムの計画等広

範な復興が着実に進められています． 
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★★★★★★★★ 
（以下は，１１月１０日に荒牧が関氏の講演内容を代読した後に行われた質疑応答の記録である） 
 

荒牧： 今，私は関さんの話を勝手に解釈して，スライドを見ていただきました．もう１回申し

ますと，火山学的にはそれほど大きな噴火ではありませんでした．しかしながら，日本で有数の

観光地の真ん中で噴いたわけですから，社会的なインパクトは非常に大変でした．それから，防

災担当者として言いたいことは，先ほどから言っているように，日本でその時点としては最大の

エネルギーを使い，非常にうまくいったということです．  
 実はこの場所で，参加者の皆さんのお顔を拝見したら，その現場におられて，私よりもはるか

にこの作業にかかわられた当時の北海道大学教授の宇井先生という方がいらっしゃいます．今，

突然指名して失礼ですが，２，３分コメントしていただけますか？ 
 こちらにどうぞ． 
司会：宇井先生，お願いします． 
荒牧：「おまえが言っていることは間違いだ」ということでも結構です． 
宇井：北大は定年で辞めて，環境防災機構というところにいます宇井です．指名されることは全

く予定しておりませんでしたので，さて，どうでしょう． 
 今写っている場面で，どこにいきましょうか．今出していただきますが，ここのところで避難

の期別で，１期，２期，３期，４期と出ております．この辺のところで一つコメントします． 
 今，お話があったように１期で予知の情報が出ました．２期で緑のように書いてあります．１

期の段階でかなり多くの人が避難いたしました．何が理由かといいますと，1877 年の噴火以降，

三つある自治体の中で特に一つの自治体が次の噴火に備えてさまざまな形の啓発活動を非常に熱

心にやっていたということがあります．私自身ではありませんが，北大の観測所所長の岡田弘さ

んたちが協力し，非常に熱心な啓発活動をやったということがあります． 
 また 1995 年に当時の火山防災マップの初版が出て，全戸配布されました．さらに昭和新山 50
周年の国際火山ワークショップなどで地域住民を巻き込んだ一種の学習会などを通じ住民の方々

に対し，火山の噴火について「噴火したが避難しなければならない」という意識付けが次第にで

きていたということがあります．もう一つは有珠山の場合前兆が非常にはっきりと出ます．「前兆

が出たら避難しなくてはいけない」ということがかなり徹底しました．そういうことで，１期の

時にかなり自主的にどんどん避難が始まり，行政の避難指示を出し，それに対してかなり言うこ

とを聞かれて実行されました． 
 ２期のところで緊急火山情報……．あそこも第１号と書いてありますが，たぶん第２号の書き

間違いだと思います．噴火が始まる前にもう一度情報が出て，実際に噴火が始まります．始まっ

た時点で，今荒牧さんがお話になったように，火口地域が予想された範囲から少し西側にずれて

いたので，急きょ避難区域を拡大しました．その拡大の判定というのはどういうことをやったか

といいますと，実際は行政の方々が，内閣府の対策本部に岡田弘さん，あるいは私どもが巻き込

まれて入っていて，そこで本当に相談づくで「これぐらいにしようか」ということで，防災マッ

プのコピーの上に線を引き，それに基づいて内閣府の方が判断し，地元の自治体の首長が「この

区域」と決めて指示を出しました． 
 そういう意味で急きょ避難区域を拡大し，噴火が始まってから避難したのがやはり 4000～5000
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人規模だったと思います．そういう意味ではかなり混乱がありました． 
 また全員が無事に避難したというのは実はうそで，２，３人が避難を拒否し閉じこもった人が

いました．それ以外にも，首長さんが直接お願いに回って逃げてもらったというのが何十人かの

規模でいました．犠牲者が全く出なかったということにもやはり偶然があり，マスメディアの取

材とか，いろいろな方々がある程度危険な範囲にかなりいました．噴火が始まってから避難した

車両もあります．そういう意味で，犠牲者が全く出なかったのはかなり偶然性があると思ってい

ます． 
 先ほど避難区域がだんだん縮小していくというところがありました．カテゴリー１，２，３と

分けて，その範囲を次第に縮小していく図が出ておりましたが，その縮小についての基本的な判

断は，私ども火山の専門家にまず相談がまいりました．出版されている防災マップには，噴火の

規模が弱まった時の危険範囲はどれほどかということは全く出ておりません． 
 そこで，われわれが持っている専門家レベルでの研究論文の一つで，噴火の規模がこれぐらい

に収まってくれば，これぐらい小さな噴火であれば，火災の範囲はこれぐらい狭くなるというよ

うな，ある種の簡単なシミュレーションの材料がありますが，そういうものでわれわれの仲間が

急きょ図を作り，内閣府の方に見せてあげました．そして協議の上で「このぐらいの範囲に縮め

ましょう」というようなことを，プロとして助言しました．その上で，助言の範囲を少し拡大し，

しかも線引きしやすい範囲で実際のカテゴリーの範囲を決めました． 
 これぐらいにしておきます．失礼しました． 
司会：ありがとうございました． 
 後ほど総合討論で質問の時間もありますが，あまり堅く考えず，この機会に質問がある方は挙

手をお願いします．どうでしょうか． 
 いいですか？ 後ほど討論の時間がありますので，その時にでもお願いします． 
 それでは，続きまして「伊豆大島 1986 噴火の際の１万人全島避難」を東京都防災専門員の笹

井さんにお願いします． 
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伊豆大島 1986 年噴火の際の一万人全島避難 

Total Evacuation of 10,000 people 
during the1986 eruption of Izu-Oshima volcano 

  笹井洋一 東京都防災専門員（主任） 

 Yoichi SASAI, Disaster Prevention Specialist (Chief),Tokyo M.G 
 
笹井：今，ご紹介いただきました東京都防災専門員

をやっております笹井と申します．今からちょうど

20 年前の伊豆大島の噴火ですが，1986 年 11 月 21
日に非常に大きな割れ目噴火が起こり，当時１万い

た伊豆大島の全島民が避難するということがありま

した．当時，大島は全島から人が逃げるという避難

計画はもちろん，訓練というのも一度もやったこと

がありませんでした．しかし，結果としては１人の

けが人もなく，１万人が一晩のうちに避難するとい

うことができたわけです． 
 それがどういう状況の中で行われたのかというこ

とについてもう一度知っておくということは，例え

ば富士山の防災，富士山の大規模噴火時の避難は，

86 年の大島に比べれば，被害が及ぶ人たちというの

はもっと大勢で，しかも広域にわたるわけですから，

はるかに困難な問題だと思いますが，大島の例とい

うのは参考になるのではないかと思ってお話しいた

します． 
 こういうタイトルですが，当時私はまだ東京大学

の地震研究所にいて，噴火の当日はもちろん島におりました．地震研究所の火山観測所というの

は島の西側にあり，そこに人が一番たくさん住んでいます．観測所に向かって溶岩流が流れてく

るというような状況の中で，観測所にとどまり観測等を続けました．その時，非常に幸いなこと

に，荒牧先生，また当時は火山噴火予知連絡会の会長である下鶴先生も大島におられまして，行

政の責任者に直接噴火の状況を説明するということで迅速な決断ができたということが，避難の

成功の一番大きな要因ではなかろうかと思っていま

す． 
 大島の噴火というのは，普通は非常に穏やかなと

いいますか，玄武岩質の火山で，山頂に大きなカル

デラがあり，カルデラの中の中央火口丘のてっぺん

から噴くということです．人はかなり遠くから眺め

ていればいいので，溶岩噴泉活動が非常にきれいで

す．４日後に溶岩流が火口からあふれて流れ下ると
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いう，右下の写真のような状況になりました．そのころまでは，皆さんは非常にハッピーで観光

客も増えるいう状況だったわけです．ところが５日目，６日目になって，21 日の朝から山頂から

火山弾を吹き飛ばすようになりました．それがパタリとやみ，夕方の４時 15 分に左の写真になり

ます．こういう噴火が起こります．これは玄武岩質の火山の噴火とは思えない．私は子供のころ

から浅間の噴火を知っているのですが，本当に浅間の噴火みたいなもので，爆発的なものすごい

音とともに噴き上げ，噴煙の高さは 15 キロメートルにまで上がりました．荒牧先生は直前にヘリ

コプターですぐそばまで飛んで，噴火が起こる瞬間を目撃されています．  
その後で，こういうふうに割れ目が走り溶岩噴泉活動になっていくわけです．しかしこの噴煙

の高さも非常に高く 500 メートル以上あるというようなものでした．それでも，カルデラの中で

こういう噴火をしている分には，人々にとっては安全だったわけですが，約２時間後の６時 45
分，今度はカルデラの外側で割れ目噴火が起こりました．これが，先ほど言ったように島内で人

が一番住んでいる元町という西海岸の方に溶岩流が流れていき，その人たちが避難するという事

態になりました． そこまでは，人々が島内の安全なところに逃げていくという段階だったわけ

です．割れ目噴火は夜９時ごろには終わってしまいました．われわれも「やれやれ」と思ってい

ました．ところが，観測所に居りましたら，島の南東部で地震が起こり出したということが分か

りました．観測所に残っていた所長の渡辺秀文さんが気付き，町役場，警察署に移っていた下鶴

先生と荒牧先生に通報します．それとは全く独立して観測所の本隊は，いったん観測所から離れ

て南の方に避難するのですが，そこで地割れができているらしいという地元の人たちのうわさを

聞き付けます．このことをもう一度荒牧先生たちのほうに連絡し，「確認してくれ」ということに

なります．お巡りさんがパトカーで，この東側の道路を上がっていきます．このお巡りさんは非

常に沈着冷静で勇かんな方だったと思います．そこに行ったら，確かに割れ目ができていました．

これです．これは噴火の 10 日ほど後に写真を撮った

ものですが，このように地割れが出来ていて，手を

入れると温かいわけです． 
 南の方で地震が起こって，しかも地割れが起きて

いるということから考えられることは，同じような

割れ目噴火が南東の方向で起こるということです．

ところが，元町の人たちは南の方に避難しています．

ここのところにいるわけです．そこで誰でも思いつ

くのは，３年前の 1983 年三宅島の噴火が起きて，

新澪（しんみょう）池が吹っ飛んでしまいした．マ

グマ水蒸気爆発が起こっているわけです．ですから，

3000 人から 5000 人ぐらいいたと思われる人たちが

避難しているところで，この噴火が起きてしまう可

能性が出てきたわけです． 
 このことを荒牧先生たちが警察署長に「非常に差

し迫った状況にある．南の人たちを避難させてほし

い」ということで，急きょこの人たちに対して「も
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う一度元町に戻れ」という避難誘導を行います．実

はこの時，避難誘導の大部分は消防の方によって行

われていました．消防団の方が圧倒的に人数が多い

わけです．警察のほうは指令が非常に早くいって，

「北へ戻れ」と言う．しかし，消防団の方は，当然

ですけれども指揮系統が違っていて町役場のほうに

あるわけで，ここはまだ連絡がいっていません．だ

から消防の人は「南へ逃げろ」と言う．しかし警察

官は「北へ戻れ」と言う――現場は大混乱になるわ

けです． 
 観測所の屋上に警察官と消防の方が１人ずつ来て，山頂を監視していました．私も時々そこに

行ってみると，彼らが持っているハンディトーキイからガンガンと現場でけんかしている声が入

ってくるという状況でした．しかし最終的には，明け方までに人々は南部から避難して，１万人

がその夜のうちに避難したということになりました． 
 実際に起こったことというのは，最初は北の方に割れ目噴火に伴って地震が起きたわけです．

ところが，割れ目噴火が終わった夜中に南の方に起こります．震源がこちらの方に集中している

ので，明らかに火山性の割れ目噴火に伴うというか，マグマの貫入に伴う地震であるということ

です．もう一つ，これは噴火の前後の水準測量のデ

ータですが，真ん中が陥没して両側が盛り上がって

います．これは岩脈が垂直に突っ込んできた時につ

くられる典型的な地形です．実際に起こったことと

いうのは，たぶん地上に割れ目噴火が出たのはこの

２本の線の割れ目の位置です．それに対して，こう

いうダイク（岩脈）が入ったということは間違いな

いと思われています． 
 しかし，こういうことが分かったのは実は噴火の

最中ではなく，少なくとも１週間，２週間，さらには，それこそ研究の成果として１年ぐらいた

ってようやくそういうことが分かったわけです．本当の修羅場の時には，何が起こっているのか

本当に正確に分かったわけではありません．これは先ほどの割れ目噴火が起きた後の深夜２時ご

ろ，荒牧先生が撮った写真です．この方が予知連会長の下鶴先生です．火山観測所の要員は島の

あちこちに行って，結果として下鶴会長の耳と目に

なるというような形でいろいろな情報を集めてくる

という作業をやります．これが下鶴会長で，こちら

におられる方が大島町の町長です．この方が全島民

の避難の決断をされるのですが，それに対して説明

されている図です．というわけで，実際は火山の専

門家が自治体の一番責任のある方に対して，直接状

況を説明し，そういう人たちが決断することができ
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たというのが一番大きいということが言えると思います． 
 これも荒牧先生の研究成果なのですが，もっと驚いたことがあります．マグマが山頂から噴い

てくる，途中から上が詰まって脇から出てきたとばかり思っていたのですが，実はそうではなく，

かなり昔に突っ込んでやつが出てきたにすぎないということが分かりました．翌朝になって気が

付いたのですが，外側に流れた溶岩は大したことがありませんでした．しかし，夜中に見ると非

常に派手で，私たち自身も本当におっかなかったし，島の人たちはものすごい地震と溶岩流が近

づいてくるというので必死になって逃げたわけです．ですから，ある意味では避難勧告なんて言

われなくたって，「これは逃げなきゃ」という心理になったのは間違いないと思います． 
 幾つか非常にラッキーな面もありました．これは

当時の天気図です．見られたように高気圧が出てい

ます．11 月 21 日というと，普通は西高東低の気圧

配置で季節風が非常に強く，船に島が着かないこと

が多いわけです．ところが，この時は風も穏やかで

波も静かでした．こうした天候の恵みがありました．

一番恐いのが火災です．山火事が起こらない．消防

団の人たちは全員避難誘導に手を取られているわけ

ですから，火事を消している余裕などありません．       

しかし，そういうことは起こりませんでした． 
 もう一つは船会社の東海汽船，東京電力，ＮＴＴが頑張って要員を島に残し，停電もしないし

船はちゃんと動きました．島の人々はこの船舶でほとんど逃げています．もう一つ重要なことは，

島の人たちは地域的な連帯が強く，特にお年寄りの人たちを助けて全員が避難する． 
 しかし，先ほど言ったような形で情報の伝達には非常に問題があり，全く混乱がないどころか

大混乱だったわけです．しかし，そういう中で結果としては人的被害はゼロということでした． 
 これが逃げていった状況です．何時何分にどこか

ら船が出たというのは，この表では分かりにくいの

でグラフにしました．横軸が時間です．正確に時間

通りではなく等間隔になっていますが，大体時間通

りです．船による避難が始まるのは夜の７時です．

翌朝の６時近くまでかかって１万人が避難するので

すが，これを見ていただくと，大量に 2000 人以上

の人を運ぶという船は３隻で，別々に船が来て運び

ます．累積でこうなっています．町長が全島避難勧

告をやったと公式にされているのは夜中の 22 時 50 分です．だから，これを見ると，いかにもそ

れに伴ってやったように見えているのですが，実はこの船は東京から来るのに５時間かかってい

ます．だから，こういう避難勧告があったからこの態勢がつくられたのではなく，夕方の５時の

段階で海上保安庁，自衛隊，東海汽船は，島に船を全部集結する態勢に入っています．町役場の

災害対策本部と東京都庁にある災害対策本部が連絡を取り合いながらすべてを手配しました．も

ちろん国の方は５時の段階で，海上自衛隊，海上保安庁に対して出動を命令するということをや

っています．結果としてこうなっているわけで，実は全島避難というのは，公式にはこの時間に
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やったことなのですけれども，全部島の皆さんに広

報されたわけではありません．実際は実務者レベル

で早い段階で完全に全島避難ができる態勢を進めな

がら，事態を進めた． 
 われわれとしては，南の方で地震が起きて新たな

割れ目が発見されるということが分かったこの時間

帯は，夜の９時になったから「やれやれ完全だ．家

に帰って寝りゃいい」と思っていたぐらいですから，

火山屋が表面現象だけから想像していた事態の進行 
と実際に起こっていることとは違うわけです． 
 これが避難の時の様子です．真っ暗になった夜中

にお年寄りの人たちを助けて船に乗せています．こ

ういった地域の人たちのつながりというのは非常に

強いところです．これは非常に有利に働いています．

ところが結局，正月が近くなるというのに，島の人

たちは１カ月間東京都の体育館の狭いところで暮ら

さざるを得なくなりました．何とか早く帰りたいと

いうことは当然ありますが，帰る時の問題というの

は時間の都合で省略します．結果として噴火も起こ

らなかったわけですが，とんでもない噴火が起こるのではないかという火山学者も結構いました．

そのために，いつ帰すかということが大問題になりました．むしろ行政側が火山学者の慎重意見

を押し切って帰したというのが実情です．これは皆さんが帰った時の様子で，ハッピーな顔して

おります．１カ月後のことです． 
 課題と教訓は幾つもあります．南東部の地震の発

生や地割れの発見という決定的な情報について，サ

イエンティストの側で言えば，下鶴先生のところに

全部集中し，島にいて危険度を判断して行政側に伝

えるという伝達がうまくいったということです．こ

れは重要だと思います．しかし，実際はわれわれが

持っていた情報というのは非常にあやふやで，例え

ば予知連会長といえども確実に，本当に南東部でマ

グマ水蒸気噴火が起こるかどうかについて確定的に

言えるような情報ではなかったということが後から分かりました．極めて限られた情報の中から

危険度を判断して，逃げるという決断をしなければいけなかったわけです．しかし，私はこうい

う判断は正しいと思います．つまり，危ないかどうかの様子を見てから逃げるというのではなく，

まず逃げておいて様子を見る．そういうことが可能ならば，こういう大規模な自然災害の場合正

しい対応の仕方ではないかと思います．私の個人的な意見です． 
 先ほど言いましたように，情報伝達の不備から混乱し，流言，デマもありましたがパニックは

起こりませんでした．特に重要なことは，もちろん行政側もそうなのですけれども，むしろ東海
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汽船，東京電力，ＮＴＴが非常に頑張ってくれたことです．もし，電話が不通となり，電力がな

かったら避難の際ものすごく混乱します．同時に火山観測が完全にできなくなり，情報は何も入

らないという状態になっていただろうと思います．ほかにも天候に恵まれた，あるいは山火事が

起こらなかったなどのラッキーな面がありました． 
 結果として噴火は起こらなかったのですけれども，私はあの状況の中で，限られた情報の中で

全島避難を決断し，実際にそれを行ったというのは正解だったと思います． 
 以上で終わります． 
司会：はい，ありがとうございました． 
 特に質問があるか方は遠慮せずに，挙手をお願いします．どうでしょうか．いいですか．それ

では，後ほど討論の時間がありますので，次に移らせていただきます． 
 どうもありがとうございました． 
 次ぎは「富士火山噴火と想定される災害」について内閣府地震火山対策参事官補佐の中村さん

にお願いします． 
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富士火山噴火と想定される災害 

Eruption scenario of Fuji volcano and expected disaster 
  中村浩二 内閣府地震・火山対策 参事官補佐 

 Koji NAKAMURA, Deputy Director for Earthquake  
and Volcanic Disaster Management, Cabinet Office 

 
中村：内閣府の地震火対策担当の参事官補佐を

やっております中村と申します．こういう席で

お話をさせていただくのですけれども，私は火

山の専門家というわけではございません．ただ

の役人ですので，こういうところでお話をさせ

ていただくのは大変恐縮です． 
 先ほどまでの荒牧先生のお話等でありまし

たように，国の方で富士山の防災対策について，

最近まで何年かかけて検討しております．その

中で富士山のハザードマップの検討委員会で

検討された内容について，「富士山の火山噴火

と想定される災害」ということで，ごく簡単に

説明させていただきます． 
 言うまでもありませんが，富士山というのは

日本の最高峰であり代表的な火山です．高さが

3776 メートル，日本の最高峰です．山体も非

常に大きく，日本の最大級の火山であるという

ことです．今朝も非常に美しい姿を見ることが

できましたけれども，代表的な火山になってお

ります． 
 この大きな火山は過去の活動から見ますと，

大体三つの火山から形成されております．古い

方から小御岳が 70 万年から 20 万年前，その次

は小富士で，10 万年から１万年です．それから

現在の新富士で，１万年以降――と，三つの火

山の活動で形成されております． 
 最近１万年間の活山活動というのは，割と詳

しく分かっております．下の方に書いてありま

すが，1000 年単位のレンジぐらいで火山活動の

様式が変わっているということです．一番最近

のところでは，2000 年以降で山頂噴火はなく，山腹の側火山群からの噴火が主であるというのが

最近の様式です．一番最近，最後ではなくて最近ですが，1707 年の宝永噴火が一番最近の噴火で

あり，それ以降静かな状態が続いているというのが現在の状況です． 

富士火山噴火と想定される災害
Fuji volcanic eruption  and the assumed disaster 

内閣府政策統括官（防災担当）付
地震・火山対策担当参事官付

中村　浩二

富士山（Mt. Fuji)
　静岡県と山梨県に跨る日本の

代表的な火山。標高は3776メー

トルであり日本最高峰である。富

士箱根伊豆国立公園に指定され

ている。

富士山の位置

Fuji - Triple structure　古富士
10 - 1 万年

小御岳
70 -20 万年

新富士1 1 –– 0 0 万年万年
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 宝永噴火については，ハザードマップの検討

委員会でも主な検討対象になりました．宝永噴

火の時の，当時の昔の絵を表示しております．

噴火の１，２カ月前から地震活動が前兆として

感じられたということです．十数日前から非常

に活発になって大きな地震も発生し，12 月 16
日に噴火が起きて噴石，空振，降灰砂，雷が発

生し，その日のうちに江戸，現在の東京に大量

の降灰があったという感じになっております． 
 その降灰の結果等もありまして，火山災害の

一つですけれども，噴火後，雨などによる土石

流など土砂災害が後々までずっと継続したと

いうことが特徴になります．その後 300 年近く

現在に至るまで静かな時期が続いております．

静かな時期が続いているのですけれども，2000
年 11 月ごろ，富士山直下で低周波地震の活動

が活発化しました．これは，その低周波地震の

深度分布と，2000 年ごろから最近までの月別

の地震回数のグラフを表示したものです．富士

山の下の方で地震活動が起き，2000 年 11 月が

最も活発で，非常に注目されたのですけれども

最近に至るまで消長を繰り返しながら小規模

ながら活動は続いているという状況が見て取

れます． 
 そういうことで，宝永噴火以降，静かだとい

う状態が続いていたのですけれども，こういう

低周波地震とかも契機となり，あらためて富士

山が噴火を起こす活火山であるということが

再認識されました．そのため，国としても富士

山の防災対策を考えていくとこが重要であろ

うということが再認識され，富士山の火山防災

協議会というものが組織されました．そこから

富士山のハザードマップ検討委員会というと

ころにハザードマップの作成というものが諮

問され，その結果は平成 16 年６月に報告され

るという形になっております． 
 そのハザードマップ検討委員会の検討の中

身について少しご説明いたします．参考にした

最近1万年間の火山活動

　富士山は、古い時代から順に、小御
岳、古富士火山、狭義の富士火山(新
富士火山)の3火山からなるが、このうち

最新の火山である新富士山についての
活動史は以下のようにまとめられる。
　

11000～8000年前：山頂火口及び側火口から極めて多量な溶岩が流出した。
　8000～4500年前：山頂火口から小規模なテフラが間欠的に噴出した。
　4500～3000年前：山頂火口及び側火山群から大規模な溶岩と小規模なテフラが噴出した。
　3000～2000年前：主として山頂火口から大規模なプリニー式噴火のテフラが頻繁に噴出し、

少量の火砕流と溶岩がこれに伴った。
　2000年前～1707年：側火山群から小規模～大規模なストロンボリ式噴火のテフラと溶岩が

噴出した。
　　　　　　　1707年：山頂近傍の側火口から大規模なプリニー式噴火のテフラが噴出した。
　　　　　　　　　　　　　このうち側火山の顕著な活動期は、1.1万～8000年前、4500～3000年

前、2000年前～1707年の3時期である(宮地,1988;宮地,1993)。

1707年宝永大噴火
Hoei eruption , 1707

• 噴火1～ 2 ヶ月前から山中のみで有感となる地震活動。

• 十数日前から地震活動が活発化、前日には山麓でも有感となる地震増加(最大規模はM5 
級)。

• 12 月16 日朝に南東山腹(今の宝永山)で爆発し、黒煙、噴石、空振、降灰砂、雷。その日

のうちに江戸にも多量の降灰。川崎で厚さ5cm。噴火は月末まで断続的に起きたが、次第

に弱まる。山麓で家屋・耕地被害。初期はデイサイト、その後玄武岩のプリニー式噴火。噴

出物総量約7×108m3(岩石換算)(気象庁,2002)。噴火後洪水等の土砂災害が継続。

• この後、３００年近く静かな時期が続く。

富士山の低周波地震
Low frequency earthquake

低周波地震の回数
Number of low frequency earthquakes

1999　 2000 2001   2002  2003   2004  2005   2006低周波地震の分布
Distribution of low frequency earthquakes

•2000年11月頃より低周波地震群発し、富士山が活火山であることが改めて認識さ

れた。（その後も、活動は消長を繰り返しながら現在まで続いている）

2000年11月

に活発化

富士山火山防災

協議会

静岡県・山梨県・神奈川県・

東京都・地元１５市町村・内

閣府・総務省・国土交通省

富士山ハザードマップ検討委員会

諮問
H13/7

最終とりまとめ　　　　

・富士山火山防災マップの作成
・富士山の火山防災対策報告

H16/6

　富士山火山広域

　　防災検討会　 H16/11

　富士山火山広域

　　防災検討会　 H16/11

富士山火山共生ワーキンググループ富士山火山共生ワーキンググループ

最終とりまとめ
・国・県・市町村の役割を明確化した
上で対策の具体化

・観光資源に配慮した防災対策

最終とりまとめ
・国・県・市町村の役割を明確化した
上で対策の具体化

・観光資源に配慮した防災対策

ハザードマップ等の検討の経緯

諮問
H16/6

報告
H17/9

報告
H17/9

中央防災会議中央防災会議
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過去の富士山の噴火としては，最近 2200 年間

の噴火実績を最も重要とみなすということで

山腹噴火が主であろうと考えられております．

続いて，最近の 3200 年間の噴火実績を次に重

要とみなすということで，こちらは山頂噴火も

含め山体崩壊や火砕流なども入っております．

富士山で予想される噴火の規模としては小規

模なものが頻度としては一番多く，中規模，大

規模なものがそれに続くものと考えておりま

す．山頂噴火は先ほどから言っていますように

最近 2000 年間は起きておりません．山腹噴火

は，最近 4000 年間で普通に起きており，その

中で小中規模の噴火は噴石，火山弾等の現象が

起きるということです．大規模噴火の場合は，

宝永型の場合，ほこりや火山灰の降下，貞観型

は噴石，火山弾，あとは青木ヶ原の溶岩流など

も代表的なものとして考えられております．す

べてに伴うものとして土石流があり，火砕流の

検討も要するということです． 
 富士山の噴火頻度としては，先ほども申しま

したように小規模噴火が大部分で 87％，中規模

噴火が 11％です．大規模な噴火として知られて

いるものとしては宝永噴火と貞観の噴火とい

うことになります． 
 噴火による災害として考えられるものが幾

つかありますが，まずは火口が出来るところが

一番危険なところとして考えられます．噴石が

飛ぶにしても溶岩流が出てくるにしても，火口

近辺は逃げる余裕もなく影響を受けるという

ことになります．このため，火口ができる可能

性がある範囲がどういうところであろうかと

いうことで，富士山の地図の上に重ねてありま

すけれども，こういうピンク色で塗ったような

範囲が過去の噴火口の位置などを参考にして

検討されたところです．大体北西から南東方向

に帯状に連なる領域が，噴火口が出来る可能性

のある領域で，非常に危険性が高い領域であろ

うというふうに検討されております． 

参考にした過去の富士山噴火参考にした過去の富士山噴火

○最近２２００年間２２００年間の噴火実績を

　　　最も重要最も重要とみなす

　　　　　山腹噴火に集中山腹噴火に集中

　　　　　　割れ目噴火→溶岩流，宝永噴火割れ目噴火→溶岩流，宝永噴火
　

○最近３２００年間３２００年間の噴火実績を

　　　次に重要次に重要とみなす

　　　　　山頂・山腹噴火山頂・山腹噴火

　　　　　　山体崩壊，火砕流など山体崩壊，火砕流など

富士山で予想される噴火富士山で予想される噴火

•• 小規模・中規模・大規模の順に小規模・中規模・大規模の順に多く起きる多く起きる　　

•• （（山頂噴火山頂噴火　最近２０００年間は起きていない）　最近２０００年間は起きていない）

•• 山腹噴火山腹噴火　最近４０００年間普通に起きた　最近４０００年間普通に起きた

　　小・中規模噴火小・中規模噴火は噴石・火山弾は噴石・火山弾++小丘形成小丘形成++溶岩流溶岩流

　　大規模噴火大規模噴火はは

　　　　　　宝永型宝永型　　------　スコリア・火山灰降下　スコリア・火山灰降下

　　　　　　貞観型貞観型　　------　噴石・火山弾　噴石・火山弾 + + 小丘形成小丘形成

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　+ + 青木ヶ原溶岩流青木ヶ原溶岩流

•• 全てに伴う全てに伴う土石流・洪水土石流・洪水

•• 火砕流火砕流　　------　検討を要する　検討を要する

富士山の噴火頻度富士山の噴火頻度

•• 富士山は富士山は規則正しい噴火を規則正しい噴火を

　　　　　　　　　　　　するとは限らない　　　　　　　　　　　　するとは限らない

•• 過去２２００年間は過去２２００年間はすべて山腹噴火すべて山腹噴火

•• ２２００年間に約７５回の噴火を確認２２００年間に約７５回の噴火を確認

　　＝　　　＝　２７年に１回２７年に１回の噴火の噴火((見落としあり）見落としあり）

　　　　８７％が　　　　　８７％が　小規模噴火小規模噴火

　　　　１１％が　　　　　１１％が　中規模噴火中規模噴火　　

•• 大規模噴火は　１７０７年宝永噴火大規模噴火は　１７０７年宝永噴火

•• 　　　　　　　　　　８６４－８６６年貞観噴火　　　　　　　　　　８６４－８６６年貞観噴火

火口ができる可能性
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 次に溶岩流が流れる領域です．噴火口が出来ますと，そこから溶岩流が流れ出ますので，その

溶岩流によって影響を受ける範囲が，また噴火による災害の影響を受ける範囲であろうというこ

とになります．その影響範囲というのは，シミュレーションによって，ある噴火口から溶岩流が

流れた場合，時間的にどういうふうにして溶岩流が広がっていくかということを計算し影響範囲

火口位置周囲ピンク
火口分布領域

溶岩流

溶岩流1ケース時間説明

ＸＸ

溶岩可能性マップ
溶岩流分布領域

噴　　石
噴石

噴石到達領域
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を検討しています．これが一例の図ですが検討して

います．色別に時間によってどれぐらい広がってい

くかということについて最大の影響範囲を図にし

たものです．溶岩流がこの状況のままあちらこちら

に広がっていくというわけではなく，どこかで噴火

口が出来ると，そこに溶岩流がこういう時間で流れ

てくる可能性があると考えられるという可能性を

示した図です．こういう溶岩流の分布範囲というも

のも決められております． 
 噴石も火山の災害として重要なものでござい

ます．この写真は富士山の噴石ではありませんが，

小さいものでも直撃を受けると被害を受けると

いうことになり，非常に恐いものです．噴石の飛

ぶ範囲はどういうものかというと，火口の分布領

域からある一定距離を置いた場所ということで，

火口の分布領域を点線で囲んだ領域が噴石の到

達する領域であろうと考えられています．もし噴

火が始まった場合，この範囲内にいると噴石の直

撃を受ける可能性があるということです． 
 先ほど荒牧先生の話にもありましたけれども，

火砕流が起きた場合，高温・高速で流れ下ってき

ますので，命を落としてしまう可能性もあり，非

常に危険性の高い現象です．最近では，雲仙・普

賢岳の火砕流の記憶がまだ新しいところだと思

いますが，富士山でも起こる可能性があるという

ことです．ただ，起こる場所としては山頂付近の

かなり傾斜のきついところで崩壊を起こし，火砕

流が流れ下ってくるであろうということです．も

し火砕流が起きるとしたら，噴火口を中心とした

もので，ここに赤で示した円状の領域が影響を受

ける可能性があるという範囲として示しており

ます．点線の方は火災サージの影響範囲になりま

す．このような感じで，それぞれの火山現象の影響範囲というものが示されております． 
 こういう検討の結果としてハザードマップというか防災マップで，それぞれの現象の影響範囲

が決められ，その影響範囲を参考にして災害からどう逃れるかという話になります．溶岩流や噴

石だけではなく，火山灰やある種の火山の降下物もすぐにではないにしても，じわじわと影響を

及ぼしてくるものとしてあります．それについても，可能性としてこれぐらいの領域で火山灰等

が降ってくるのではないかというマップです．東京も含めかなり広域にわたって火山灰が降る可

能性があります．火山灰がたくさん積もるところでは，積もった後に土石流などの危険性がある 

火砕流

火砕流マップ模様
火砕流到達範囲

防災マップ

避難待機

噴石

火砕流

　溶岩流
２時間以内
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ということも考えなければならないと思います． 
 このハザードマップの検討と併せ，もし宝永噴火の規模の噴火が今起きた場合，どれぐらいの

被害を受けるかということが試算されております．簡単に概略が書かれておりますが，前兆現象

をとらえて人が逃げるということを考慮しますと，死者はないであろうと考えられます．しかし

健康被害などがあるかもしれません．建物被害のほか交通はかなり影響を受けるだろうと思われ

ます．またライフラインの被害や農林水産物等，企業，観光もかなり影響を受けるだろうと思わ

れます．直接，間接の被害としては，最大で２兆 5000 億円ぐらいの被害額を試算しております． 
 ごく簡単ではございましたけれども，以上でございます． 
 
司会：どうもありがとうございました．まだ時間もありますので，質問のある方は挙手をお願い

します．荒牧先生，何かコメント等ありますか．いいですか． 
 それでは，これからコーヒーブレイクに入りたいと思います．ロビーにコーヒー，お茶があり

ますので自由にくつろいでください．次ぎは 10 時 50 分からということにします．ありがとうご

ざいました． 
 

（休憩） 
 
司会：それでは，引き続き午前の後半の部を開始します．後半の部は，まず「ベスビオ火山噴火

と想定される災害」を，ローマ大学のスカンドーネ教授にお願いします． 
 スカンドーネ先生をはじめ，今回イタリアから来られた３人の皆さんについて，荒牧先生から

簡単にご紹介をしていただきたいと思います．お願いします． 
荒牧：これからお話をしていただくスカンドーネ先生は，ここに書いてありますが，ローマ大学

の教授です．火山専門家であり，誤解を恐れずに言うと，噴火予知連絡会みたいなところのかつ

て会長でいらっしゃいました．火山の専門家として３人しかいないのですが，そのうちの……． 
 スカンドーネさんには主として火山研究者，学者サイドからお話ししていただきます． 
 また今日の午後，別のお２人からお話があるわけですが，その方々の最初のチアラ・カルダチ

さんは火山学，地質学の専門家でもありますが，日本でいうと内閣府の役人みたいな人でもあり

富士宝永相当火砕降下
宝永噴火の被害想定

人的被害・・死者無し・・健康被害・・多数避難

建物・・・木造約280-700戸全壊

交通・・・道路不通3700-14600 km
鉄道1800 km　　航空515 便 22 万人/日

ライフライン・・・電気・ガス・水道・下水・通信・放送

農業・水産・森林被害

製造業一般　　　　　　　　　　直接間接被害総額

観光業　　　　　　　　　　　　　　　２兆５千億円
洪水・土石流による被害　　　　　　（梅雨期）
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ます．学者の話を解釈し，実際の防災専門家にその内容をつたえ，防災実務家との間の仲立ちを

する役です． 
 最後にお話しされるステファノ・チアヴェラさんは，今日のトピックである避難についての実

務をおやりになっている方です． 
 お２人ともイタリアの防災省にいらっしゃいます．イタリアには日本と同じぐらいの 12 ほどの

省があります．しかし防災省というのは内閣直属みたいなもので，簡単に言うと官房の一部みた

いなものです．緊急事態になると，12 の省の上にのっかって，ものすごい力を発揮するわけです．

少なくとも，イタリアは構造の上では非常にすっきりしています． 
 そういうことを申し添えて，３人の方に順々にリレーでベスビオのお話をしていただきます．

どうぞよろしくお願いします． 
司会：どうもありがとうございました．それでは，お願いします． 
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ベスビオ火山噴火概要と考えられる噴火シナリオ 

General volcanological introduction of Vesuvius  
and possible scenarios 

ロベルト・スカンドーネ ローマ大学教授 

Robelt Scandone, Professor Physical Volcanology, University  of Rome 
 

荒牧先生，私たちをこの会議に呼んでいただきま

してありがとうございます． 
 ベスビオ火山，それから富士山と両方ありますが，

いずれの山もいずれまた活動を再開させるだろうと

いうことは分かっております．ただ，われわれの世

代の問題ではなく，もしかしたら子どもたちの時代

に起こってくれればと思わざるを得ないのですが，

しかしいずれにしても，われわれはその場合に備え

ておかなくてはなりません．そういうことで，これ

までの火山活動の歴史を研究し，どのように対応すればいいのかを考え，緊急事態に備えておか

なければなりません． 
 まずベスビオ火山についてです．幾つか分かっていることがあります．この写真の奥にあるの

がベスビオ山です．富士山よりもずっと小さい山です．高さは 1300 メートルほどです．富士山

よりもずっと若い山です．活動を開始したのは４万年ほど前ですが，その活動は非常に激しいも

のでした．皆さんも，手前の方にある街，ポンペイはご存知だと思います．ポンペイは 2000 年

前に破壊された町です．激しい火山活動によって破壊されてしまいました．これはプリニー式の

噴火でした．この噴火の 20 年後，歴史家のプリニー

という人がこの噴火について書き残しています．こ

れは西暦 79 年に起こった噴火ですが，ベスビオ火山

の噴火としては非常に大きなもので，周辺の町や村

は大半が破壊されてしまいました．ポンペイはベス

ビオ火山から８キロほどのところにありましたが，

ほかにもクラネオン，オプロンティといった町も同

時に破壊されました． 
 ベスビオ火山はナポリのすぐ近くにあり，かなり

長い間活動しておりました．特に 1631 年から 1944 年までの間持続的に火山活動を続けておりま

す．当時の首都のすぐ近くにあったわけですが，海外の学者も多くこの土地を訪れ，この火山活

動についてさまざまな記述を残しております． 
 1841 年，世界で初めての火山観測所が造られました．メローニという人が最初の所長でした．

岩石の磁気の性質についても調べています．このベスビオ火山の周辺には多くの人が住んでいま

す．特に 1944 年の最後の噴火以来，この山の周辺では住宅開発が進み，この火山の周辺に多く

の人たちが住むようになりました．噴火が起これば直ちに影響を受けるということになります．

大都市圏では 300 万人ほど住んでいる地域もあります．大噴火となれば，それだけの人たちが影
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響を受けることにもなりかねません． 
 それでは，ベスビオ火山はどこにあるかを見てみ

ましょう．これがイタリアにあるいろいろな火山で

す．名前が書いてありますが，ベスビオ火山はちょ

うどこのあたりです．ナポリの街のすぐ近くで，カ

ンピフレグレイというのもすぐ近くにあります．こ

の二つの活火山がナポリのすぐ近くにあります．ベ

スビオ火山が最後に噴火したのは 1944 年です．カ

ンピフレグレイは 1538 年が最後の噴火でした．で

すから，このナポリの周辺には二つの大きな活火山

があるということになります． 
 これはおそらくベスビオ火山が描かれた絵の最初

の一つではないかと思われます．ポンペイにありま

すが，おそらく 79 年の噴火前にどういう形をしてい

たのかを表わしているものと思います．上にあるの

がカルデラに囲まれた現在の姿です．ソンマと呼ば

れるカルデラに囲まれています．これはすべて 79
年の噴火の後できたものです．ほかにもベスビオ山

について描かれた絵がポンペイにたくさんあります． 
 それでは，過去の火山活動の歴史を少し振り返っ

てみましょう．現地で実際の地質などを見てみます

と，どのような活動があったかが分かります．この

白い部分ですが，爆発的なプリニー式の噴火が起き

た後の堆積物です．軽石が火山の周辺に散りました．

それが堆積してできたものです．爆発的な噴火があ

り堆積したものですが，過去１万 8000 年ほどの間

に起こったものです．さらに 3000 年前，そしてこ

の地図では 79 年の噴火を表わしております．この軽

石がどれくらい厚く堆積したかを表わしております．

さらに火砕流の堆積物もあります．だいたいこれは

火山の周りにあります．79 年の噴火の時には，この

地域の街がすべて破壊されてしまいました．堆積物

を見ることで，この噴火の歴史を振り返ることがで

きます．また歴史を見ることで，これから先の噴火

で何が起こるかを予測し得ると考えます． 
 そういうことで，大きな噴火がありました．これ

は１万 8000 年前．おそらくこのように一つの山があったと思われます．そこから溶岩流が流れ

出て，さまざまに形が変わりました．１万 8000 年前爆発的な噴火が起こり，最初のカルデラが

形成されました．さらに 8000 年ほど前に再び大きな噴火があり，この形がまた形を変えました．
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そのように噴火を繰り返し，最後には西暦 79 年の噴

火の後，カルデラの中に別の火山体が出来上がった

わけです． 
 こうした大噴火の間にも幾つかの噴出物を噴き上

げるような小さな噴火がありました．地質学的な歴

史を見ますと，この小さな噴火についてはなかなか

知ることができません．やはり大噴火の記録だけが

残されております．ただ，近年に近くなってくると，

こうした大噴火によって多くの集落が破壊されてい

ます．これは 3700 年前の噴火で破壊された場所です．このあたりはパルマカンパーニャと呼ば

れている地域です．銅器時代の集落でしたが，このプリニー式の噴火によって破壊されてしまい

ました． 
 ポンペイは 2000 年前に破壊されてしまいましたが，軽石が火山の南東部にまで吹き飛ばされ

ました．ポンペイにも４メートルほどに重なり合った軽石があります．恐らく 10 時間の間に降り

積もったものだと思われます．さらにその上ですが，まだ堆積物があるのが分かると思います．

これはおそらくは火砕流に近いものだと思われますが，火砕サージと呼ばれるものだろうと思わ

れます．さらに，その上にも積み重なったものがあります．これは軽石の上を歩いていた人たち

がいて，次の噴火で走ってここを逃れようとして火砕流によって殺されてしまったのではないか

と思います．ですから，火砕流の影響を受けた人たちがここにはいたということが分かります．

大噴火の時には，プリニー式の噴火そのものからは何とか無事に逃れたとしても，火砕流からは

逃れることができないということが分かります．こういう大きな噴火は，多くの人たちに影響を

及ぼすということを知っておかなければなりません． 
 79 年度噴火の後，さらに何回か噴火がありました．

しかし，それ以来休止期に入り 1631 年の前，300
年ぐらい割と静かな時期であります．1578 年に描か

れたこの絵が示す通り，ベスビオ山はこのように活

動しているような様子はありません．おそらくこの

辺が静かだったと思われます．しかし 1631 年にま

た大きな噴火が起こりました．準プリニー式の噴火

でした．これはその前の 79 年，ポンペイを破壊し体

力は小さかったわけですが，それでも被害は広範に

及びました．火砕流がこのように出てきたわけです．

この山腹を流れ大きな被害を生みました．そして火

山丘が低くなりました．こちらよりも低くなったわ

けです．これが，あのサン・ジャンリというナポリ

の守護神です．この煙の上に描かれています．この

300 年間で最大規模の噴火でした．それが 1631 年

の噴火だったわけです．その後ずっと活動が続きま
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した． 
 そして，この火山丘がこのようにカルデラの中に

出来てきました．時にそれが崩壊することもありま

した．ご覧いただきますと分かるように，火山丘の

中にまた小さな火山丘ができています．93 年に撮っ

たものです．大きな火山丘は「グランコーノ」とい

い，「大きな丘」という意味です．そして溶岩流が流

れています．このように溶岩流がカルデラの外に出

てきたこともありました．また山腹を流れたことも

あります．1631 年ほどではないにしても，このよう

により大きな噴火があったことがあります．相当の

噴火だったと言えます．このように溶岩流も流れ出

て，31 年よりも小さいにしても，1906 年はこのよ

うに噴煙柱が上がったことがあります． 
 このように周期的に活動があったわけです．非常

に大きなこのような噴火もあったということで，こ

れが 1822 年です．それほど大きな威力ではありま

せんでしたけれども，この溶岩流も出ました．また

左にあるように一切活動がなかった休止期もありま

した．そしてだんだん活動が出てきて，火山丘の中

で活動があり，さらに右にあるように大きな活動に

なったというように周期的な活動が続いてきました．

1631 年ほどの破壊力には至ってないにしても，この

ようなある程度相当な被害が出るような噴火の周期

がありました． 
 例えば，これは側方の噴火です．1760 年，南側の

山腹で噴火がありました．そしてドームのような形

が出来ました．富士山のようなことかもしれません．

こちらに溶岩流が流れてきました．そして 1794 年，

これは山腹だったのですけれども，トーレデルクレ

ゴという街の方に溶岩流が流れてきました．山頂の

方でも活動があり，大きな噴火がありました．この

ようにずっと何らかの形で火山活動が続いてきたわ

けです． 
 これが 1804 年にトーレデルクレゴに流れ込んだ

溶岩流です．また 1822 年に相当の噴火があった時

の写真が右側です．こちらは前回の活動期で 1906 年でした．またこのような噴火がありました．

活動があまり激しくない時でもこのような形で 1918 年，1920 年ごろの様子です．前回の一番最

近の噴火が 1944 年でした． 
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これは地震計の記録です．ちょうど 44 年ごろだった

のですけれども，地震計に現れた波形です．もとも

と日本で作られた地震計で，ベスビオ山に合わせて

調整されたものです．このように記録が残っており

ます． 
 1631 年の後こういうパターンで活動がありまし

た．これは火山爆発指数です．ポンペイは破壊され

た時には，この指数が４でした．この辺はある程度

噴火もあったのですけれども，高いものと低いもの

があります．1944 年でストップしております．しか

し，今後どうなるのか，またなぜここで止まったの

かは分かりません．もしかしたら，マグマが上がっ

てくるシステムなどが変わったのかもしれません．

1950 年あたりから，何かが変わっているのではない

かとも思われます．ですから，爆発的というよりは，

いろいろと噴出物が出る程度の活動になっているの

かもしれません．今のところ激しい活動はありませ

ん． 
  
現在は上から撮りますと，このような姿になります．これが一番大きな火山丘「グランコーノ」

です．ここが崩壊しました．これは 44 年の噴火の時です．三宅島と似ているかもしれません．こ

の噴火の時には，ここが崩壊し，このようなカルデラになったわけです．それ以来静かになって

います．後ろの方は溶岩流で 1944 年の時の跡です．ここから流れ出して，その後こういう方向

に行ったようです．そして，サンセパスティアーノという街の方まで行きました．その時以来こ

ういった形のままです． 
 そして，どうしたらいいのか，将来どうなるのかということになります．また噴火があった場

合，どのように緊急事態を管理していったらいいのかということになります．まず科学的な視点

から考えてみたいと思います．技術的な面については防災省の人間が話すことになりますので，

私は火山学者としての視点からお話をしたいと思います．どのような活動すべきなのか，科学者
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としてどのような役割を果たすべきなのかということを申し上げたいと思います． 
 まず，何と言っても，科学者の分野と防災担当官の分野は違うということがあります．しかし，

そうはいいましても，それを乗り越える必要があります．ということは，共通の言語を持たなけ

ればならないということです．お互いのニーズを知る必要があります．そして，科学者の使う言

葉はこうで，防災担当官が使う言葉はこうであるということを理解し合うことが必要です．そう

することによって何か発生した場合，協力できるようにしておかなければなりません．ですから

科学者は，できれば将来の山の挙動について予測で

きる能力を強化していかなければなりません．そし

て科学的な知見を集めたならば，それを実際に防災

担当官が使えるような形にできなければなりません． 
 私は大学の人間ですから，同時に科学的な知識と

いうものをよりよく使えるように普及させていくと

いう任務も負っていると思います．しかし，その辺

が一番弱いところです． 
 ここは非常に都市化が進んでおり，山の周りにど

んどん建物ができています．これは前回の活動などから続いており，そうなりますと，活動を再

開するかもしれないということはなかなか言いにくくなってきております．44 年以降この 30 年

間ほど，この姿勢を変えなければいけないということで進んでおりますが，しかし「ここに建物

を建てないでほしい」と説得しようと思っても，十分にできないというところがあります． 
 そうしますと，こういった火山の挙動の予報をするということは非常に大切になってきます．

次の噴出の規模あるいは性格はどのようになるのかということを考えなければなりません．噴出，

爆発は，この火山の爆発性としてはだいたいこれぐらいであり，これぐらいの噴出であるであろ

うということを考えております．また科学者としては性格，それから期間，それから前兆がどの

ようなものとしてとらえ得るのか，例えばそれが何時間なのかあるいは何年間にわたるものなの

かということも見極めておかなければなりませんし，このような噴火がより危険性を増すのがい

つなのかということも見極めることが必要でしょう．そのために人的な災害がどのようになるの

かといったことも予測しなければなりません．こういったすべての情報に基づいて，リスクを軽

減するための行動へと転換していかなければなりません． 
 それでは，最初の箱のところを最初の発言で，２番目のところを２回目の発言で，３番目の点

に関しましてはまだ何も分かっておりません．こ

の最初の二つの箱に関しましてはある程度の考

えは分かっておりますが，それについてお話をし

てまいりました． 
 次の噴火の特徴に関しましては，いろいろな統

計等に基づいて評価をすることができます．今ま

での火山の特性に基づいて，それはいたします．

VEI-３の噴火は 44 年のものでしたけれども，こ

の噴火の起こる確率がここに書いてあります．
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1631 年のような形の噴火は 25％の確率となっております．最も大きなものは 11％と予測されて

います．ですから，36％の確率で爆発的な噴火が起こり，人命にも影響を与え得るというような

ものが起こる確率であるということが言えます．いろいろな前兆を見てみますと，どのような噴

火が起こるかということはまだ分かりませんので，私どもの行動計画というのは非常に危険なシ

ナリオが起こり得るという前提で立てていかなければなりません． 
 この時点では，これらのことが起こった場合，

環境に対してどのような影響を及ぼし得るかと

いうことを考えていかなければなりません．私の

同僚の方から，例えばここに住んでいる人の数な

どについて正確な数字を与えてくれるのではな

いかと思いますけれども，1631 年のサブ・プリ

ニアンと呼んでいる種類の噴火が起こった場合，

噴火中に火砕流が起こり，インデックスが４であ

った時，「レッド・エリア（赤いゾーン）」と言っ

ているところが，火砕流が起きるようなところで

あると考えられています．場合によっては，これはもう少し大きく，あるいは小さくなり得るわ

けですが，噴火の規模にもよって変わってまいります．もし，中規模のものであったならば，海

に向かってもっと小さなところかもしれません． 
 また主要なプリニー式のものが起こった場合には，全体としてもっと広い地域が影響を受ける

ようになります．例えば，ここから８キロぐらいの地域です．左上のところにありますがナポリ

です．ここは中心のところから 11 キロぐらい離れているところです．ナポリの地域ですが，この

ような大型のプリニー式の噴火が起こった場合，そういったところにも影響が及ぶでしょう．そ

れが私どもにとって大きな問題ですので，計画を練るに当たっては何か参考にできるような噴火

を念頭に計画を立てていかなければなりません． 
 こういった緊急事態のための組織を確

立できるような態勢を整えていかなけれ

ばなりません．すなわち，この場合には

300 万人の人々を避難させなければなら

ないということもあるわけです．爆発型

の噴火が起こった場合には，この地域に

住んでいる人たち全員の人命あるいは生

活がかかってきます．もちろん，そうい

った大型のものが起こる可能性は，ほか

の種類のものと比べると低いのではない

かと考えられますので，あるいはもう少

し中規模のもの，あるいは 1631 年の噴火

が起こった場合にはどうなるのかということも念頭に置き考えなければなりません．これぐらい

の規模の場合にはどうなのかということです．また，そういった噴火が起きる確率がどうなのか

ということを考えつつ，ある程度弾力性をもって対応ができるような対策，制度をつくっておか



 36

なければなりません．参照し得る基準というものを設け，それに基づいて，これだったらどうな

のかというような計画を立てておかなければなりません． 
 また最近行いましたいろいろな訓練等においても，例えば避難をするに当たり 300 万人ぐらい

の人たちを避難させるためには，どういう問題が起こり得るのかということも想定しなければな

りません．主要な噴火が１日，２日という短期の間に起きてしまうこともあり得るわけです．例

えば，1631 年ですか，79 年の噴火のような場合には，物事が非常に速く動いてしまったわけで

す．こういったたくさんの人たちが住んでいるところですから，避難のための時間が必要です．

防災担当の人たちが避難を迅速に実施できるようにしておかなければなりません．前兆をどれぐ

らい前に感知できるかどうか分からないので，短期間にそういったことができるような態勢を整

えておかなければなりません． 
 そのためには，科学者と防災担当官の間の協調を図っておくことが必要です．それによって迅

速な計画づくりを行い，また火山を理解するためのより良いツールが人々との間にも共用できる

ような態勢を敷いておくことが大切です． 
 
 
 

（昼食） 
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自由討論 

Free Discussion 
 
 
司会：引き続き自由討論に入っていきたいと思います．活発に質問をしていただきたいと思いま

す． 
荒牧：それでは，20 分ほど質問と議論ということでお願いします．何でも結構ですが，最初の部

分に関しましては，スカンドーネさんの前の方たちである最初のスピーカーの方々に対する質問

にしたいと思います．もちろん，イタリアの人に向けての質問でも結構でございます．何かござ

いますでしょうか．コメントでもいいし，スピーカーが言い残したことがあるから，もう少し言

いたいということでも結構です．とにかく，インフォーマルにやろうということで時間を取りま

したので，何でもありましたらどうぞ．マイクはそちらへ行きます． 
 どうぞ．すいませんが最初にお名前をおっしゃってください． 
石峯：防災科学技術研究所の石峯と申します．最初の有珠の件について質問したいのですけれど

も，発表者の関さんがいらっしゃらないので，宇井さんに事情をお伺いしたいと思います． 
 有珠の件の時，火山噴火に伴って山体が崩壊するような場合があるかもしれないということが

指摘され，土砂が洞爺湖になだれ込んだ時に津波が発生するケースについてシミュレーションな

どもされていたように聞いています．その結果による津波被害の範囲というのは，実際に避難し

た範囲よりも広かったと聞いております．その辺についてどのような検討がなされ，実際にはそ

こまでの避難をしなかったのはどういった検討結果に基づいていたのかということについて分か

る範囲で結構ですので教えていただければと思います． 
宇井：津波の可能性というのはどういう時点で最初に出たかといいますと，噴火が始まる前日か

ら山頂部の北西部の方向，かなり端の方ですが，その下の方には洞爺湖温泉街があるのですけれ

ども，湖に近い方です．そういうところの山頂部で地割れ現象が見られ，特に 31 日に拡大してい

ます．そして，それは湖側の方にずれ落ちるような１メートルほどの段差が幾つかあるというこ

とでした．そういう時点でこれから起こるであろう噴火の可能性，どういうことが起こるかとい

うシナリオを合計六つぐらい説明いたしました．地域の住民にも直接流れています．その中の一

つが津波シナリオです． 
 位置関係を見た時に，可能性として山頂噴火が起きて，そういったところに断層ができている

ので，そこのところから外れて崩れ落ちるかもしれないということです．そうすると，洞爺湖温

泉の方を通って湖の中へ突入する可能性があり，そういう意味で津波が発生する可能性があると

いうことを申しました．その時点での津波の発生シナリオというものは，北大の観測所のあるス

タッフが非常に初歩的なものを作っただけでした．そもそも崩落量がどの程度かということもは

っきりと確定していませんし，従って津波の高さがどの程度かということも分かりません．ただ，

コメントとしては，そういう時に湖岸周辺に影響が及ぶかもしれないということです．そして専

門家レベルとして申し上げたことは，「少なくとも湖岸に近づかない方がいいですね」という程度

のことを申し上げました．しかし実際には，対策本部での避難対応は津波のことは特に考えず，

火砕流対応で実際の避難が設定されました． 
 ところで，もう一つ問題が発生しました．道路の通行規制です．そういうところで問題が発生
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しました．住民避難のところでは，洞爺湖の北側である反対側を通っている道管理の道はその規

制範囲には入っておりませんでした．ただし，専門家が津波の可能性があるということを申し上

げたものですから，警察当局が道路規制をする時に，万一のことを考えて道路の通行止めをした

ということです． 
 もう一つは，洞爺湖の湖水については北海道電力が発電用に使っております．噴火が始まりそ

うな時点で水力発電を止めましたので，水が少しずつたまっていくという状況がある．その時，

地元住民がどういうふうに思ったかというと，湖の東側，これは壮瞥町の一番メインのあるとこ

ろですが，その辺が一番地形的に低いので，そこからオーバーフローすることを気にしたわけで

す． 
 そういうことで津波の被害が出るかもしれないという情報がうわさとしてかなり伝わりました．

ただし，そう言っている段階で実際に噴火が始まって，実際は崩壊は起こりませんでした．しか

も噴火口というのは，かなり西の山麓です．そういう意味で，崩壊の可能性はだんだんと薄れた

と判断していました．ただし，湖の北側のほうは，道路通行規制がなかなか解かれなかった．そ

のことによってある種の経済的な被害というものは少しずつ増えていった．それが実態です． 
 今，ご質問いただいた中の答えには必ずしもマッチしていないのですが，そういうのが現状で，

厳密な津波避難のハザードマップが出たわけではありません． 
 これでよろしいでしょうか． 
荒牧：ほかのご質問をどうぞ． 
関：富士宮市役所の防災危機管理課の関ですけれども，笹井先生にお聞きしたいのですけれども，

伊豆大島の１万人の全島避難のときに，避難先を決めるについて大混乱した．消防と警察の指揮

系統が違うために混乱したというお話を聞いたのですけれども，総合調整はどのようにされたの

か．そのへんを具体的に教えていただきたいと思います．よろしくお願いいたします． 
笹井：私も実は現場にいなかったので詳しいことは知らない．荒牧先生が居られたのですが，最

初に南東部の割れ目噴火の危険性を先生がはっきり指摘されたのは警察だったんですね．荒牧先

生と下鶴先生は最初は町役場にいたのですが，そのあとで警察署に移って，そちらのほうが噴火

はよく観察できたからです．それで情報を得られて勧告をやった．警察のほうではすぐことを警

察官のほうに伝えて，引き返すようになった．警察と町役場との連絡が遅れて，しかも，消防の

ほうはよくわかりませんがはるかに人数が多いのと，お互いの連絡手段としては警察のほうがは

るかに早く，強力なトランシーバーを持っていたのだと思いますが． 
荒牧：私も付け加えますが，私は警察署にずっといたのですけれども，むしろ関さんにお聞きし

たいんですけれども，消防と警察の無線連絡の波長は違うんですか．ぼくはそう聞いた．伊豆大

島のときにね．たしか出力も警察のほうが強いものだから，警察のほうはさっき笹井さんがおっ

しゃったようにすぐ戻せと，南へみんな避難しているのを戻せとすぐ言ったんだけれども，先ほ

どおっしゃったようにとにかく消防の方はいっぱいいらっしゃるし，なかなか伝達しない．大変

な騒ぎになった．われわれは警察署にいて何も知らないで興奮していたんだけれども，後になっ

て聞いて，しまったと思ったんですが，なかなかそのへんが難しくて． 
 これは少しはご参考になるのでないかと思います．実際に活躍されるのは，富士山の麓でも地

域消防の方は非常に重要だと思うんですね．そのへんはいかがでしょう． 
関：実際に避難となりますと，非常に大混乱すると思うんです．その受け入れ先がまず事前に確
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保するということが一番大事だと思います．特に富士宮市においては酪農ということで，大型の

畜産，ウシ等の避難ということも事前に個人の財産ですね，そういうものを踏まえて，警戒区域

のセッティングをどうするのかとか，そういうのが非常に個人の自由を奪ってしまうということ

で，これからもし起きたらどうしようかなと思って考えております． 
荒牧：ありがとうございました．そろそろというか，時間の配分で，今度はスカンドーネさんの

質問に移りたいと思いますが，いかがでしょうか．ベスビオ火山というのは有名だというのは皆

さん，ご存じでしょうけれども，さっき非常に詳しくお話をされて，いろいろ噴火をしたなとい

うのはおわかりでしょうが．非常に興味があるのは，最近 60 年間静かなんですよ．噴火していな

い．ちょっと富士山とその点，似ている．富士山は 300 年も噴いていないんですが，彼もはっき

り言ったように，いずれ噴くだろうというのは，すべての火山学者がみんな同意見なんですね．

それは富士山も同じということ．何かご発言，ご質問． 
 私はほかのあれで間違えたのですが，ナポリの人口は 300 万はちょっと多すぎるらしくて，200
万ぐらい．100 万ですか．ナポリ周辺も含めて． 
 そのうち，彼が絵に描いた，まず最初にとにかく避難というのが 58 万人，60 万人ということ

です．きょうの午後，そういう話をする． 
瀬子：山梨県環境科学研究所の瀬子と申します．私は全然火山は専門ではありません．きょうお

話をうかがって，情報を多くの人にいかにきちっと伝えるかというところがポイントだというふ

うに感じました．そういうことに関して，最近は IT がいろいろ進歩していますので，携帯電話と

かそういうものをうまく使うという方法はどこかで検討されていないのでしょうか． 
スカンドーネ：これは午後のセッション，私の同僚が話をすると思いますが，例えば東南アジア

の津波被害のとき，イタリアの防災省がメッセージを周辺のイタリア人住民に連絡を取るのに使

いました．そして，携帯電話会社とも連携を図りながらやっております．ＳＭＳメッセージを使

っております．ヨハネ・パウロ２世，ローマ法王の葬儀のときに多くの巡礼者が地域にやってま

いりました．200 万人ほどやってきたわけですが，このときにもイタリアで，巡礼でやってくる

人たちに対して，連絡を取るのにそのような手段を使いました．これについて，午後に詳しく説

明させていただきます． 
荒牧：他にどうぞ． 
松島：九州大学の松島と申します．先ほどの笹井先生のスライドの中でもありましたけど，伊豆

大島のとき等ですね，若手の研究者が手となり足となりですね，いろいろな情報を集めてきたと

いうようなことがあって，非常に防災上も役にたったという話がありました．ただし，2000 年の

三宅島噴火とか，有珠山の噴火のときには，日本では研究者の行動は結構制限を受けて，研究者

といえども危険区域に入ってはならぬ．そういうような観測体制に対しても，制限が十分にかか

るようになりました．この辺は，イタリアの方ではどのような事情になっているか，というよう

なことを教えていただきたいなと思いました． 
スカンドーネ：はい，緊急事態になった場合には，地質学関係の機関がありまして，そこが火山

のモニタリング活動をします．また，観測所が主な火山にはあります． 
最近の緊急事態，エトナ山，シチリア島にありますが，それからストロンボリ火山においては，

研究者が毎日火山に向かっておりました．ただ，エトナ山の場合，行きやすいんです．というの

も，噴火をしても溶岩流が流れるだけで，割合静かな噴火だからです． 
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 でも，ストロンボリの場合は土砂崩れが山腹で起こったりしたので，これが津波を起こしたり

したので，より危険でした．また，爆発的な活動も多少ありました．ということは事態がもっと

悪化するかもしれないと思われました．ですから研究者は，クレーターの近くには行くことがで

きても，時間制限を受けました．ヘリコプターなどのサポートを得て近づくだけということであ

りました．というのも，大きな爆発的な噴火が起こる危険があるからです．ただ，ラッキーでし

た．というのも，大きな爆発が起こったときには，モニタリングシステムでは，気象観測などは

していなかったんですけれども，ストロンボリ式活動が実はありました．これは機器などだけ探

知されました．そして起こる 40 秒前，非常に幸運なことだったんですが，実は曇っていた天気だ

ったために山の上の方にみんな行かなかったわけです． 
 私たちはなるべく，研究者の人も含めて危険な地域への立ち入りはある程度制限しております．

というのも，火山での緊急事態においては，急に爆発的な噴火ということもあり得るからです．

自分たちではどうにもできない事態が起こりうるからです．ですから火山での緊急事態において

は，そして爆発的な火山噴火が可能であるという場合には，やはり山の上の方には，人に行かせ

たくないと，遠隔地からの観測のみに留めたいというふうに考えております． 
 もう一言だけですけれども，防災省という観点から申しますと，われわれの任務というのは，

この火山周辺の人たちを守る，そういう任務であります．ですから，研究者，科学者たちと協力

しなければなりませんし，火山学者たち，そしていろんなガイドさんなどと一緒に活動しなけれ

ばなりません．科学者は必ずガイドと一緒に，この無線機を持って移動するということにしてお

ります．そして，例えば山頂の方に行かなければいけないというときには，ヘリが必ずそこに一

緒にいて，何かあった場合にはすぐに出動できるような体制を整えています． 
荒牧：議論の時間が残っていますので，今日午前中はこの辺で止めてですね，少しお昼の時間が

ずれて前にいっているんでありますが，午後はですね，１時より前，12 時 40 分から，きっかり

スタートしたいのでよろしくお願い致します．もちろん昼休みの時間中に皆さん是非討論を，ご

議論していただきたいと思います． 
司会：はい，どうもありがとうございました．そろそろ午前中のセッションは閉じたいと思いま

す．それで，お昼のアナウンスを簡単にいたします．食べる場所は，このホール，そして２階の

第２，第３会議室が使えるようになっていますので，そのロビーで取られた，持たれた食事をこ

こ２階の第２，第３会議室を使って，12 時，午後は 40 分にスタートしますので，それまでくつ

ろいで食事をしてください．どうもお疲れ様でした． 
 

（昼食） 
 

司会：それでは，これから午後の部を開始します．まず最初は，あいさつを環富士山火山防災連

絡会会長でもあられる富士宮の小室市長さんにごあいさつをお願いします． 
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挨拶 

（Messages） 

小室直義 環富士山火山防災連絡会会長 

Naoyoshi KOMURO, Chairman of Circum-Fuji volcanic 
Disaster mitigation committee 

 
小室：皆さん，こんにちは．今紹介をいただきました環富士山火山防災連絡会の今年度会長を務

めております，静岡県富士宮市の市長であります小室直義でございます．よろしくお願いしたい

と思います． 
 今日はですね，今申し上げました環富士山火山砂防連絡会を代表致しまして，一言ごあいさつ

をさせていただくわけでございます． 
 最初に，本日のこの国際シンポジウム，火山防災と広域避難が富士山麓のここ富士吉田市で開

催できましたことは，ひとえに荒牧先生ならびに皆さん方のご支援，ご協力のたまものであると，

このようなことで心より感謝し，御礼を申し上げたい．こんなふうに思っております． 
 今日は大変素晴らしい天気で，心が洗われるような，そんな思いでございますが，そうしたこ

ととはまた一転，テーマそのものは，火山に対する避難，こういうようなことでございます．私

もせんだって，静岡県富士宮市にございます富士砂防事務所大沢崩れの直轄工事を担当している

国土交通省の機関でございますが，そこで富士山噴火のいわゆるシミュレーションを３Ｄの映像

で見たときはですね，従来のハザードマップ，平面的な見方と違って，いわゆる立体感，ビジュ

アル感を持った溶岩流の流れの状況を見たときに，市長として市民をどこにどうして避難させよ

うか，そのような思いでいっぱいでございました． 
 そういう点でこの火山噴火に対します，この本日のテーマ，火山防災と広域避難，このことに

ついては，誠に時宜を得ている，そうしたテーマだと．本当に地球温暖化のせいなのか，何なの

か．とにかく想定，予測されないさまざまな自然現象がこの日本列島にも起きている．竜巻で人

が亡くなるなんて，私どもは今まで余り考えたことがなかった．津波にしても，それからいわゆ

る台風以前の異常な降雨にしても，さまざまな部分でいわゆる危機管理，そして同時に起きたと

きのいわゆる避難態勢，こうしたことについて，ことさらその重要度は認識せざるを得ない．全

てがいわゆる行政と住民との間でのコミュニケーションのことも含めてこうしたことに備えを常

に，ボーイスカウトではありませんが，備えを常に，こうした視点観点で臨んでおります． 
 そういう中で，私たち環富士山火山防災連絡会，名の示すとおり富士山を共有致します，この

富士山をぐるりと囲んだ山梨県静岡県の 16 の市町村が，富士山がもし噴火したら，そんなときに

どうするんだ．麓に住む私たちが同じ共通のテーマで，それぞれの一つ一つの自治体が考えても

富士山は余りにも偉大すぎる．大きすぎる．こうしたようなことの中でどうすれば良いのか，こ

ういうようなことで一昨年結成されたわけでございます．国や静岡県，山梨県の皆さん方には，

オブザーバーとして参加をしていただいているわけでございます． 
 そこでこの富士山，ことさらここで私があらためて富士山の状況，概要について申すまでもな

いことでございますが，海外からの方もいらっしゃる，こういうようなことでご案内の方には大

変失礼でございますが，若干富士山のことに触れなければならない．何と言っても世界に誇る美

しい円錐形のこの富士山．静岡県山梨県両県の山麓では豊かな緑を代表とする朝霧高原とか，豊
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富な湧水で形成される富士五湖，白糸の滝，四季を通して富士山の恵みを私たちは享受して生活

しているわけでございます．このように昔からその雄大な姿などから私たち日本人のいわゆる精

神文化の拠り所．こうしたことが国の象徴としての富士山．こういうふうに説明しても決して過

言ではないわけでございます． 
また現在その富士山を世界文化遺産に登録しよう．こういうようなことで山梨県・静岡県が両県

で手を携えて，というようなことでの活動中でございます．いわゆる一昨日ですか，静岡県静岡

市の方でその暫定リストについて承認を得て，そのリストを申請というような状況ではございま

す． 
 こうした富士山が火山であるということは，みんな十分承知しておるわけでございますが，ち

ょうど私は団塊の世代，昭和 23 年生まれですが，学校で教えられたのは，富士山は休火山だと．

こういうことで，長く休火山だと私たちは認識しておりました．しかるに最近さまざまな学術的・

科学的根拠により，富士山もいつ噴火してもおかしくない．特に宝永噴火から 300 年が経とうと

している中での，いわゆる長い周期での，本当に長い長い期間では，ある意味では数 10 万年とか，

数 100 万年とかという想像を絶するような期間ではございますが，少なくとも近世のさまざまな

記録の中で 300 年の休みの中，これはほんの一休みというところではないのではないのかな．再

び富士山がいつどのような形で噴火するか，そのことを探求することについては，これはログを

待たないところであるわけございます． 
 そういった点で，この富士山火山噴火に備えて，静かな今だからこそ，１日も早く富士山の火

山防災マップ，こうしたものを活用した火山噴火災害等の防災体制を充実させることが重要なこ

とである．こんなふうに考える次第でございます． 
 冒頭申しましたように，そうしたことについて，それぞれの市・町・村で対応できるわけがご

ざいません．共通した課題が数多くあるわけでございます．何度も繰り返しますが，そういう思

いの中で，この数多くの課題を取り組むために富士山周辺の県境を越えた 16 市町村がいわゆるぐ

るり富士山，環ということになっての相互に協力し，もしものことがあった場合の被害を最小限

をすること．そんなことを目的に先ほど申しましたような２年前，平成 17 年４月 11 日に環富士

山防災連絡会を設立した次第でございます．その際には，この科学研究所の所長である荒牧重雄

先生に大変なご指導をいただいたということをあらためて申し述べたいというふうに思っており

ます． 
 こうした中で，さらに広域連携，富士山火山防災についての意見交換を行う中で，避難，救出，

救護，物資などの支援の相互に応援し合うためにその必要性を認識し，本年５月に全国で初めて

県境を越えての災害時の相互応援協定の締結を致しました．こういうところでございます． 
 こうしたことをさらにより深く探求，研究することがこの会議の目的であり，そうした動きを

国・県に強く訴え，国として富士山の噴火，こうしたものについての備えをしっかりしていただ

きたい，そのための私たちは活動体である，こんなふうな思いをしているところでございます． 
 そういう中で，これは私個人の思いでございますが，こういうような形での環富士山火山防災

連絡会，災害のためのということでございましたが，こうしたいわゆる県境を越えた市・町の横

の連携ということは，おそらくなかなか行われてないのではないか．富士山という共通のテーマ

の中で，ここに住む人々，つまり富士山という歴史観を共有する私たちは，山梨県も静岡県もな

いのではないか．こういうような思いの中で，住む人々もそうでございますが，山梨県も静岡県
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も富士山ということで内外からの多くのお客さんに来ていただくための施策を展開している中，

観光客のための防災対策にしても，そして文化交流，そして経済交流，今まで以上に 16 市町村の

連携，こうしたものが必要になるのではないか．この連携協力こそ，富士山を生かし，富士山と

共に生きる私たちの役割ではないか，こんなことを感じているわけでございます． 
 環富士山，そして防災，観光，文化，経済都市，こうしたものの広域連携を発展させることを

願いながら，この防災活動に邁進する．このようなことの気持ちの一端をお伝え致しまして，今

日のあいさつに代えたいと思います．これからもどうかよろしくお願いすると同時に，この会の

ますますの盛会を祈念し，終わりと致します．以上でございます． 
司会：どうもありがとうございました．それでは，午後は避難計画の発表が続きますが，そのう

ち最初は富士山に関係する避難計画につきまして，二つ，お２人の発表があります．まず最初は，

富士火山の避難計画．内閣府地震火山対策参事官補佐の中村さんにお願いします． 
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富士火山の避難計画 

Disaster management of eruption of Mt. Fuji 
  中村浩二 内閣府地震・火山対策 参事官補佐 

 Koji NAKAMURA, Deputy Director for Earthquake  
and Volcanic Disaster Management, Cabinet Office 

 
中村：内閣府の中村でございます．午前中に引き続

き，お話させていただきます．今富士山の避難計画

ということで，午前中はハザードマップ検討委員会

で想定された富士山の火山災害についてお話させて

いただきましたけれども，それを受ける形での避難

計画ということでお話させていただきます． 
 午前中の繰り返しになりますけれども，宝永噴火

以降静かな時期が続いていたところで低周波地震等

のイベントがありまして，富士山の活火山としての

認識が改められたところで，こういう富士山のハザ

ードマップ検討委員会とかが作られまして，平成 16
年６月にマップが報告されているんですけれども，

それを受ける形で今度そのマップを活用して防災に

どうつなげていくかということで，富士山の火山広

域防災検討会というのが作られまして，こちらでそ

の検討が行われまして報告がなされました．最終的

には，今年の２月に富士山の火山広域防災対策基本

方針として中央防災会議で決定をされております． 
それの中身の避難の部分をお話させていただきます． 
 まず避難というのも，噴火前の避難と噴火時の避

難という二つに分かれるんですけど．噴火前の避難

として大事なことは，監視体制を充実させて前兆現

象をしっかりと確認して，適切なタイミングで気象

庁の方から火山情報を発表して避難につなげていく

ということと．どの範囲の人がどういうふうな行動

をとったらいいかという情報については，ハザード

マップが整備されておりますので，そのハザードマ

ップを活用してどの範囲まで影響するかということを判断して，それを火山情報と併せて火山状

況に合わせた噴火前の迅速な避難の実施ということで．噴火前にその迅速に避難することができ

ることによって，実際に噴火が起きても，被害の軽減，減殺を図ることが可能であろうと，いう

ふうに考えております． 
 噴火前の避難計画を考える場合に，重要な要素となるのは，繰り返しになりますけれども，ど

の範囲の人が避難するか，どの人が避難するか，そしてどのタイミングで避難するかというよう
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な要素が大事になっています． 
 どの範囲の人間が避難するかというのは，ハザー

ドマップで示された影響範囲を基にして決定してい

くということになります．富士山の場合ですと，影

響範囲というのは，非積雪期と積雪期で違ってきて

おります．後ほど示しますけれども，大体の避難の

ゾーンとしては，火口ができる可能性のある一番内

側のゾーン，その次は溶岩流等が比較的短期間でや

ってくるオレンジ色のゾーン，そして外側の溶岩流

が大体１日ぐらいでやってくる黄色のゾーンという

三つのゾーンに分けて，噴火前の避難の範囲を考え

るんですけれども． 
積雪期の場合は，融雪の火山泥流等の危険性があり

ますので，オレンジ色のゾーンがかなり広がった状

態になります．その噴火前の避難範囲というのは，

現象としての区分けは，このゾーン１，ゾーン２，

ゾーン３という感じで現象的に分けているんですけ

れども，それに対応する形として噴火前の避難範囲

としてちょっと若干分かりにくい名称ですけれども，

内側から臨時火山情報の避難範囲，緊急火山情報の

避難範囲，そして災害時要援護者の避難範囲という

名前をつけております． 
 その避難範囲というのは，この黄色の点線が実際

にそのハザードマップで示されているゾーンの境界

線なのですけれども，実際に避難するのは市町村の

単位とかの行政の区域の単位が基本になることが多

いですので，行政区域の境目等を参考にして，準じ

る形で避難範囲という形が定められております． 
避難のタイミングを計るものとして気象庁の火山情

報というものがございまして，ご存じの方が多いか

と思いますけれども，緊急度の高いものから，緊急

火山情報，臨時火山情報，火山観測情報というのが

三つございます．緊急火山情報というのが，即一番

危険度の高い人の生命，身体を保護するために必要

があると認める場合に出される情報．臨時火山情報

というのは，火山現象に非常に防災上の注意を喚起

する必要がある場合に出す情報になっています．火山観測情報は，その下のレベルの情報という

ことです．この三つの情報が出ることになっています． 
 避難する人の属性としては，一般の住民の方以外に，富士山の場合は非常に観光客登山者等が
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多うございますので，観光客・登山者．この場合は一時滞在者ということで，現場の地理に余り

明るくないという性質がございます．災害時要援護者というのは，定住している人のうちに入る

んですけれども，災害のときに避難に人助けが必要であったりということで，時間のかかる病人

の方でありますとか，老人の方でありますとか，そういう災害時要援護者というカテゴリーがも

う一つございます． 
 それぞれの対象者に応じて，確実な情報伝達とい

うことで，いろいろな手段で情報伝達，それぞれ今

三つのカテゴリーに対象者を分けましたけれども，

情報を伝えていくということで，避難につなげてい

くというになります．具体的にその避難と情報と範

囲というのがどうつながっていくかというのは，富

士山の場合は非常に検討の結果明確に位置づけられ

ているところがございまして，それを今からご説明

いたします． 
 まず臨時火山情報で注意喚起という，内容として

注意喚起を促す臨時火山情報が出た場合に，この表

はこちらのところが避難対象者の属性．一般住民，

災害時要援護者，観光客，登山者というふうに分け

てございまして，こちらの縦のラインが避難の範囲，

赤色から黄色の三つの，ここに地図がございますけ

れども，これと対応した範囲に分けてあります． 
臨時火山情報の注意喚起の内容のものが出た場合に

は，この赤色のゾーン，一番内側のゾーンにいる観

光客・登山者等に，この丸印は活動自粛というふうに書いてありますけれども，入山規制，もし

中に入っている人ができるだけ速やかに出て行って，新たにその入山したりすることがないよう

にというような措置がとられます．入山自粛の呼びかけということで，この先ほどの赤いレンジ

のゾーン，火口ができる可能性のあるゾーンですけれども，この登山道の閉鎖でありますとか，

入山自粛の呼びかけを周りで行うというような措置がとられます． 
 次ぎにワンランクレベルが上がりまして，臨時火

山情報の噴火の可能性があるという内容のものが出

た場合には，それぞれのカテゴリーで求められる対

応というのは，変わってまいります．まず一番内側

のゾーンにいる人は，どのカテゴリーの人もここ二

重丸避難となっておりますけれども，速やかに避難

してくださいという．その外側のオレンジの方にな

りますと，避難に時間のかかる助けの要る災害時要

援護者の方はもう避難を始めてくださいと．観光客

の方々は入山自粛してくださいと．一般住民の方は，まだ避難まではいかなくてもいいんですけ

れども，避難の準備をしてくださいというふうなことになります．その外側の黄色のゾーンも基 
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本的にはそのオレンジ色のゾーンと同じの対応を求

める形になっております．この段階で災害時要援護

者の避難に時間のかかる方の避難の情報が出るとい

うことになるんですけれども，一般住民の方が避難

準備をする段階で，もうそういう災害時要援護者の

方は避難を開始していただくということになってお

ります．この段階で避難の支援者の方たちは支援行

動を開始していただいて，速やかに避難をしていた

だくということになります．災害時要援護者の避難

の場合には福祉施設とかにいらっしゃる方はまとま

っていらっしゃるので，割合と簡単なんですけれど

も，それぞれのお宅に分散していらっしゃる災害時

要援護者の方たちの情報というのは，個人情報保護

の観点からなかなかその情報を集めることが難しい

ところがございまして，今同意方式，手上げ方式，

共有情報方式という，今中身は今詳しくは申し上げ

ませんけど，いろいろな方法で事前にその在宅の災

害時要援護者の方のリストを作って，それに基づい

てできるだけ速やかに避難をすることが望ましいと

いうふうに考えております． 
 次ぎに一番ランクが上の緊急火山情報が出た場合

の避難の対応ですけれども，この場合は，一番内側

の赤のゾーンからオレンジ色のゾーン全ての範囲で，

全ての対象者に対して速やかに避難するということ

が求められます．外側のイエローのゾーンは，災害

時要援護者は避難を求める．住民の方は避難準備と

いうことになっております．この段階になりますと，

避難するエリアが増えますので，一般住民の方とか，

避難の必要な方の人数が増えますので，できるだけ

効率的な避難が求められます．その場合には，まず

自宅から一時集合場所というのを予め決められたと

ころ，予め定められることが望ましいのですけれど

も，その場所に徒歩で集まりまして，バスで集団で

避難所に避難するということが一番効率的であろう

というふうに考えられております．その場合には，

バスの確保のために事前にバスの事業者とかと協定

を結んで情報を，この場合は緊急火山情報ですけれども，情報が出た場合に自動的に出動される

ような体制が取られれば，一番効率的に避難が進むであろうというふうに考えております． 
 観光客への避難方法は，緊急火山情報の場合はそういういう方々はいらっしゃらないかも知れ
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ないのですけれども，点在する観光客の誘導や帰宅

促進のためにいろいろな方法で避難の方法をしてい

ただくということが大切かというふうに考えており

ます． 
避難する先ですけれども，通常の住民の方は第３次

ゾーンというのが，これは 24 時間で溶岩流が到達

するところですけれども，その外側の避難所に取り

あえず素早く避難すると．災害時要援護者の方，避

難にやはり時間がかかりますので，再度の避難とい

うことがないように，それよりもより外側のゾーン

の避難所に避難することが望ましいというふうに考

えております． 
 次ぎに噴火した場合の避難ですけれども，この場

合は噴火の前の避難はハザードマップを基にして，

可能性のある範囲を基にした避難範囲の設定で避難

しておりましてけれども，実際に噴火した場合は，

その時々刻々変化するその火山活動に対応してその

影響範囲を，それぞれその場その場で決めていきま

して，火山活動の状況に応じたその避難範囲の拡

大・縮小をして避難を実施するということになりま

す．その場合には，今日の話で有珠山の話とかがご

ざいましたけれども，現地本部というものを作りま

して，機動的かつ迅速な意志決定を行うようにして，

避難範囲を適切に早いタイミングで判断して決めて

いくということが重要になります． 
 これは模式的にここに火口ができた場合に，その

噴火したときの新たなゾーン分けというのが内側か

ら第１次ゾーン，第２次ゾーン，第３次ゾーン．こ

れはそれぞれの現象の影響の度合いによって決めら

れていくところですけれども，そのゾーンを決めま

して，例えば一般住民の方ですと，この第３次ゾー

ンにかかるところを一般住民の避難範囲としており

ますので，この範囲にかかる方々はその外側のゾー

ンに，噴火時には溶岩流の流れとかの状況を見なが

ら避難をしていただくということになります． 
同じ場合に，その災害時要援護者の方は，より外側

のゾーンの段階でもう避難を始めていただいて，より外側に避難していただくというような感じ

で．当然のことですけれども，噴火した場合には，噴火の活動に応じて柔軟にその避難をしてい

ただくということになります．以上が，噴火前と噴火時の富士山の検討会で検討された避難計画 
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の概要でございます． 
 最後に，これは富士宮市の地域防災計画から抜粋させていただいたのですけれども，ちょっと

表の中に字で書いてあるので，一目では分かりにくいかとも思いますけれども，先ほどお見せし

ました各火山情報でどういう範囲の人がどういうふうな行動をとればいいかというマトリックス

が，表があったかと思うのですが，それを文章にしたようなもので，緊急火山情報やあるいは臨

時火山情報が出た場合には，どの範囲の人がどういう行動をとればいいかということが地域防災

計画にもう記載されております．全国的に見てもこういうふうに地域防災計画等に明示的に，火

山情報が出たときにどういう行動をとればいいかということが分かりやすく書かれているという

のは，富士山と幾つかの例しか今の現状としてはないということで，かなり進んだ事例であると

いうふうに考えられます．私の話は以上です． 
司会：はい，どうもありがとうございます．ここで特に質問のある方は挙手をお願いいたします．

いいですか，後でまた総合討論もありますが，じゃあ，どうもありがとうございました．続いて

同じ富士山に関係して，環富士山火山防災連絡会の報告，環富士山火山防災連絡会の関さんにお

願います．お願いします． 
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環富士山火山防災連絡会報告 

Circum-Fuji Volcanic Disaster Mitigation Team 
関 芳裕 環富士山火山防災連絡会事務局 

Yoshihiro SEKI, Fujinomiya City 
 
関：ただ今ご紹介をいただきました，環富士山火山防災連絡会の事務局を務めております，富士

宮市役所総務部防災危機管理課長の関芳裕です．よろしくお願いいたします． 
 最初に私の富士山に対する感想を述べながら，資料の 11 頁から 12 頁に記載してあります，環

富士山火山防災連絡会の経緯と活動報告をさせていただきます． 
 先ほど火山防災連絡会の会長の方からお話がありましたように，私たちが小学校の頃には富士

山は休火山と教えていただきました．富士山はいつも雄大でどっしりと座って，私たちを見守っ

てくれております．そして春夏秋冬それぞれに季節には素晴らしい姿を見せて，感動と喜び，勇

気を与えてくれる富士山です．その富士山が活火山で将来噴火すると聞いたときは，自分の耳を

疑いました．その後平成 12 年 10 月から 12 月にかけて約 500 回．平成 13 年から，平成 13 年の

４月から５月には約 300 回と非常に多く観測された低周波地震が富士山のマグマの活動と関連し

ていると聞き，私は富士山が火山活動をしている活火山であることをあらためて実感いたしまし

た． 
 また，新聞には，富士山の特集記事として知られざる活火山，見過ごされた沈黙の山，目覚め

る前に富士山を徹底解剖等が記載され，富士山周辺の市町村は富士山の火山噴火災害に対する危

機管理意識を高め，静かな今こそ，火山防災対策の必要性を強く抱き，それぞれの市町村におい

て富士山ハザードマップを作成し，その後住民に周知致しました． 
さらに富士吉田市の萱沼市長から富士山を取り巻く市町村で富士山の火山防災対策を考える会を

作ったらどうかと提案があり，この提案に基づき富士山周辺の市町村の熱意と国土交通省富士砂

防事務所を初めとしたオブザーバーの機関の皆様方のご協力とご支援をいただき，皆様のお手元

にあります，平成 17 年度事業報告資料のとおり富士山周辺の 16 市町村が環となり，火山災害に

伴う被害を最小限にすることを目的に全国で初めて，県境を越えた環富士山火山防災連絡会が平

成 17 年４月に発足いたしました．初代会長は，火山防災連絡会の提唱者であります萱沼富士吉田

市長です．この連絡会の強化を図る目的で，山梨県側と静岡県側で会長・副会長を交互に受け持

ちます．また，連絡会のシステムと致しましては，副会長は翌年の会長を務め，２年間携わるこ

とから全ての市町村が同じ考えを持つことにより，継続的でなおかつ円滑にこの連絡会の運営が

できると確信しております．なお，設立記念講演では，荒牧先生から，「環富士山火山防災連絡会

の意義と可能性」と題して環富士山火山防災連絡会の役割と重要性を教えていただきました． 
 次の７月 20 日には，国土交通省富士砂防事務所から平成 16 年 12 月に富士山で発生した土砂

災害の事業報告をしていただきました．また，田辺講師からは，2000 年に発生した北海道の有珠

山火山噴火災害対策の苦労話とその教訓を学びました．さらに池谷先生から「火山災害と広域連

携」と題して富士山火山噴火に対し，周辺市町村の連携が被害を最小限に食い止めるためには不

可欠であると教えていただきました． 
 昨年の 10 月 13 日には，富士宮市において 2005 火山砂防フォーラムが開催され，荒牧先生か

ら「富士山ハザードマップ公表以後の課題」として富士山ハザードマップの理解と住民への周知
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徹底及び活用の大切さを教えていただきました．また，パネルディスカッションでは富士山の火

山噴火に備えて広域連携を踏まえた火山防災について意見交換を行い，避難，救出，救護，物資

の支援など広域的に相互に応援し合うことの必要性を話し合いました．結果，全国で初めての県

境を越えた災害時の相互応援協定について話し合いをいたしました． 
 10 月の 31 日には，第１回定期協議会を開催し，2005 火山砂防フォーラムで話し合った環富士

山火山防災連絡会の災害時の相互応援協定案を具体的に提案し，話し合いました．併せて，荒牧

先生から，「環富士山火山防災連絡会に期待すること」，また，尾崎先生から「富士山火山広域防

災検討会の最終報告を受けて」と題して，国及び県の考え方，現状などを教えていただき，富士

山の火山防災の必要性を再認識致しました． 
平成 18 年の１月から３月において，国及び山梨県・静岡県に要望いたしました．要望の内容は，

富士山火山噴火災害では特に被害が広範囲に及ぶため，火山防災，火山噴火に伴う地震予知や噴

火の観測体制強化，災害情報の共有化，溶岩流や融雪型火山泥流対策の砂防施設の整備，避難道

路の整備，広域避難に必要な施設の確保，富士山の調査，研究など，市町村で対応できない課題

についてお願い致しました． 
 次ぎに，平成 18 年度の今までの活動と今後の事業計画を報告いたします．５月 10 日の総会に

おいて，全国で初めて県境を越えて山梨県と静岡県の両県の 16 市町村が環富士山地域における災

害時の相互応援協定を締結いたしました．なお，この相互応援協定は，富士山火山災害の他に，

地震災害，台風等の風水害などを対象として相互応援協定です．また，記念講演として雲仙普賢

岳火山噴火災害を体験した木村先生から，「噴火災害と被災者支援」と題して，火山災害に伴う警

戒区域設定の判断の難しさ，長期にわたる避難生活者の支援などの話を聞き，火山災害は台風等

の風水害とは違い，経済的精神的にも大変なことになると実感いたしました． 
 10 月 31 日には第１回定期協議会を開催し，富士山火山防災情報伝達訓練案について話し合い

ました．これは，今年の２月に気象庁の山里火山防災対策官から「富士山の火山情報はどのよう

に発表されるか」と題して，火山観測情報，臨時火山情報，緊急火山情報の種類と発表基準を学

び，さらに的確な情報を迅速に情報伝達することが富士山の火山噴火災害による被害を最小限に

くい止めるためには絶対必要であると教えていただきました． 
このため，環富士山火山防災連絡会としては，普段からお互いの顔を見えるように具体的に行動

することが重要であると考え，気象庁，国土交通省富士砂防事務所，山梨県，静岡県などオブザ

ーバー機関のご協力とご支援をいただき，両県の市町村が環富士山地域における災害時の相互応

援協定に基づき県境を越えて，双方向で行う情報伝達訓練を来年の１月 26 日に初めて実施いたし

ます． 
 併せて，環富士山火山防災連絡会の市町村がそれぞれ保有している備蓄品，避難所及び医療機

関などが共有できるデータが，今回構成市町村が協力して県境を越えて初めて出来上がりました．

このデータは毎年改正して，いざ災害が発生したときに有効活用できるようにいたしました． 
また，研修会では，富士砂防事務所の熊切火山防災調査係長から富士山ハザードマップが立体的

に分かりやすく見える富士山溶岩流の３次元ハザードマップの説明を受けました．この富士山溶

岩流の３次元ハザードマップは，リアルタイムで溶岩流が流れる動画です．また，荒牧先生から，

富士山噴火の現象と富士山の溶岩流の特性について教えていただきました． 
 私たちは，富士山の溶岩流の特性を学んだことにより，今後の火山防災対策に大いに役立つと
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思っております．なお来年はアジアで初めて開かれる火山都市国際会議を受けて，11 月 25 日か

ら 27 日には宝永噴火から 300 年に当たるため，記念事業として環富士山火山防災シンポジウム

が予定されておりますので，皆様方のご協力をお願い申し上げます．以上が環富士山火山防災連

絡会の活動報告と今後の計画です． 
 最後にまとめといたしまして，富士山で生活している私たちは，今後もオブザーバーの皆様の

ご協力とご支援をいただき，日頃から常に火山防災に対する問題点を提起し合い，より一層実践

に即した最適な火山防災計画を作るために，荒牧先生をはじめ，火山防災の専門家，行政，住民

が連携し，さらに強く構築していきたいと考えております．ご協力をお願い申し上げまして，私

の報告とさせていただきます．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．ここで特に質問のある方は挙手をお願いいたします．宜

しいですか．じゃあ，どうもありがとうございました．続いて，伊豆大島の避難計画につきまし

て東京都防災専門員の笹井先生にお願いします． 
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東京都伊豆大島の避難計画 

Refuge plan against volcanic hazards by Oshima Town 
  笹井洋一 東京都防災専門員（主任） 

 Yoichi SASAI, Disaster Prevention Specialist (Chief),Tokyo M.G 
 

笹井：東京都防災専門員の笹井です．この写真は伊

豆大島を南から見たところで，ちょっとぼやけて見

にくいかもしれませんが，これが波浮の港です．９

世紀に噴火でできたところで，その後で元禄地震の

大津波でこの壁が壊れて，これを開いて港として使

えるようになったわけですが．雪をかぶっています

けれども，こういう山頂の平坦な部分，これが山頂

のカルデラです．この中の真ん中に山がありまして，

これが中央火口丘の三原山です． 
 1986 年の噴火は，最初はこの山頂から噴火が起こって，それからこの三原山の北側のカルデラ

の中で割れ目噴火，それからさらに北側に，カルデラの外側にまで割れ目ができて，溶岩流がこ

こを流れ下って，元町というのはこの辺りにあります．というわけで，午前中にお話しましたけ

れども，こちら（島の南部）の方に元町の人たちが避難して．ところが，ここをですね，結果的

には，ここ（島の南東部）のところで地割れが見つかって，それからここのところにずっと火山

性の群発地震が起こって，この山頂の噴火は終わったんだけれども，南の方からこちらの方に皆

さん避難してますが，正確にここだと分かっているわけじゃなくて，南東部というか，要するに

波浮も含めてこの辺のどっかでどーんが起こるんじゃないかと，いうことが心配されたわけです． 
 その実際のときには，どこで割れ目が起こるなんていうことが，予測できるような正確なデー

タはありませんでした．というわけで，もともと南に避難せよと言っているのが，もう一遍北に

行かなきゃいけないということで，ここで大混乱が起こっています．とにかく翌朝の６時までか

けて，１万人の方々が避難したということがあります．これが 20 年前に起こりました． 
 それから今年がちょうど 20 年で，大島町はもちろん地域防災計画というのは，特に火山の場合

にああいう大きな出来事を経験していますから，作ってあるんですけれども，本当にこの 20 年間

経っていろいろ環境が違っています．そういうものを現実に合わせた形でちゃんと見直しをしな

ければいけないのですが，それはやはりきちんとこういう避難の訓練をやって，そこでいろんな

問題点というのを洗い出して，新たな地域防災計画というのを練り直そうということが企画され

ています． 
 今年の 11 月 20 日と 21 日に訓練をやりますが，

実際の本番の訓練というのは，こちらの 21 日の実働

です．住民参加型で，大勢の島の方が実際に参加す

るのですが，その前の日に，これはむしろまず内閣

府，それから気象庁，それから東京都，それから大

島町ですね．これが現地に行きまして，あるシナリ
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オの元で，ある意味では 20 年前と同じようなことが起こって，最初は山頂噴火で，まあ大したこ

とないと思っていたんだけれども，割れ目噴火が起こって，最後に全島避難を決断しなければい

けなくなったと．そういうようなシナリオの元に，いわゆるそのシミュレーション－図上訓練と

いうものをやることになっています． 
しかし本番の方は，こちらの実働訓練の方で 21 日でありまして，これについて主にその紹介し

たいと思います．もちろんこういうことをやるときには，何かどういうような火山活動が起こる

かということを想定しなければいけないわけですけれども，基本的には 20 年前のことを踏まえて，

ただしあれよりももっと状況がある意味では厳しくなると，いうことを考えます． 
 それは，山頂噴火が最初に起こって溶岩流が出たりなんかするんですが，基本的にはカルデラ

の中ぐらいを留まっているので，なんだけれども，20 年前と同じように割れ目噴火が起こって．

これはちょっとこの辺から溶岩流なんですが，基本的にはまず最初に北側の方に割れ目噴火から

溶岩流が流れ出して，この島の北部，ここに岡田

という港がありまして，ここは非常に天然の良港

で冬でも使いやすい港なんですけれども，ここと

最大の人口のある元町で，ここに港もあります．

ここを結ぶ道路が通れなくなる．実際は 20 年前に

も通れたんですが，ここのところにさらに割れ目

が進行すると思って，最初にこの地域の人たちに

避難勧告が出されて，それで事実上大島は北部と，

中部，南部とに分断されます．これ等の道路が物

理的にも通れなくなるということ想定してます． 
もう一つはですね，こちらの方にも割れ目噴火が起こって溶岩流，この辺りには人が実は住んで

いないんですけれども，そこでこの道路が分断されて，人が大勢住んでいる波布地区と最大の人

口である元町，それから野増，この地区ですね．この島が物理的にその三つの部分の分断されて

しまう．島の道路は，こっち側にもあるんですけれども，山頂噴火がかなりあると，火山灰がこ

ちら側に積もりますので，車が通れないというような状態になる．そういうことを想定して，ど

うするかということになります． 
 既に静岡あるいは山梨の方でも，富士山の噴火を想定したような訓練というのは実際に行われ

ているようで，そこには例えば自衛隊等も参加するという形での大規模な訓練というのが行われ

ています．基本的にまずそういうことをやるわけで． 
ここは元町にあります小学校，ここが主会場ですが，

島に３カ所，小学校をその避難の会場にして，そこ

まで自主防災組織のみなさんがまず避難してくると．

それからこういうところで，婦人会の人たちが炊き

出しをすると．そういうような避難誘導の訓練とい

うのをやった上で，こういうところで，消火，消防，

それから救出訓練とか，レスキューのための施設や

なんかの展示というものを行う．こういうものが３
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会場で行われます． 
 港の訓練なんですけれども，伊豆大島の地域防災

計画の中に東海地震で津波が来るという想定があり

まして，これに対する対応等も考えなければならな

いということで，一部今回の訓練の中に津波対応と

いうことも入ります．もちろん，他にこういう港に

船をどうやって着けるかという，そういうこともあ

るんですが．この港の場合はむしろ，その水面の救

出訓練で，これは警察署であるとか，消防等が実際

に訓練をするということになります．自衛隊ですが，

上陸用舟艇，今何て言うか知りませんけれども，と

にかくその前がバタンと開くやつですね．これに，

さっきの想定の下では，この先の方で元町地区との

間で溶岩流によって南部の地区が孤立すると．こう

いうようなものが着けられる浜というのは，実は大

島の中にもそんなには多くないんですけれども，こ

の砂の浜と書いて，「さのはま」と読みますけれども，

このところに上陸用舟艇が着いて，陸上自衛隊の車 
  両が自衛官を乗せて，上陸して救助に向かうという

救援及び救助の訓練．それから海自の方は，車輌とビーチングと言うんですけど，上陸すると．

そういうことで陸自支援すると．こういう訓練を行います． 
 先ほど住民参加型と申しましたが，伊豆大島で現在 9000 人の人口になっています．20 年前 1
万人だったんですが，住民は 4835 人の方が参加することになっている．その内訳は，この一番

多い 3700人となっているのが，これが自主防災組織を通じて参加される形です．それが 3600人．

それから会場で特に炊き出しとかいうことがあるので，婦人会の方々が参加するということで

3700 人になります．それから 918 人．これが小学校，中学校，高校生全員が参加します．次の大

きい 215 人ですけれども，この方は，老人ホーム，それから障害者の学園ですね．そういうよう

な施設が，過去 20 年間で大島では新設されました．これは，災害のときには要援護者になります

ので，そういう人たちも全員参加するという形で避難訓練の中に参加していただくということに

なります．というわけで，この人たちまで含めて，実際には他の企業とかなんかの方も，もちろ

ん住民の方がほとんどなんですけれども，一応地域

住民として避難訓練の中に参加していただくのが，

今言ったように 4835 人というような人数になりま

す． 
 それで，残りは，例えば東京都，この中に警察，

消防も含まれます．それから，これは東京都の大島

支庁ですね，町役場の人たちがここにあります．他

に東海汽船であるとか，東電であるとか，いろんな
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指定公共機関，運輸交通，その他の機関が残りを全

部占めるということになります． 
 つまり，20 年前は全島民避難だったんですね．訓

練ではなくてぶっつけ本番だったんですけれども，

今回は次にお話するような事情から，実は全島避難

ということ自体がかなり難しいというか，非現実的

な計画になっている．現在の大島の避難計画という

のは，全島避難ということを前提としたような計画

なんですけれど，それが本当に実行できるのかとい

う問題を含めて見直さざるを得ないということがあ  
    ります． 

 20 年経つとどうなるかというと，人口がちょっと減りました．1 万人から 9000 人弱になって

いるんですが，これはある意味では逃げなければならない人がちょっと減っているという意味で

は，純粋災害の面だけから言うとちょっと負荷が減った．しかし，まず住民が高齢化しているこ

と，老人ホームが新設されている．それから，養護施設というのが新設されているということで，

要援護者というのは，20 年前よりも増えています．というわけで，やっぱり避難のための負担と

いうものが増えている． 
この 20 年で良くなったのは，避難道路が非常に良く，

昔は本当に通るのが大変，車は通るんですけれども，

とにかく通過するのが非常に大変だったところが，

かなり道が良くなっている． 
 それから，南の波浮港というのは，実際は避難に

使えなかったんですね，20 年前は．ですけど，これ

は一応使えるようになりました．なったんですが，

実はいろいろ問題があって，波が非常に荒いところ

なので，ちょっと風が強いときには実際上は使えな 
     いだろうと今でも思われています．だけれども，い

ずれにしても，昔は全然使えなかった波浮港が，今は一応使えると． 
 一番の問題はこれですね．大型の客船が２艘になっている．東海汽船が持っているのは，前回

は４艘というか，実際は５艘ぐらいあるんですけれども，実際に参加したのは３艘なんですね．

だけど，同時に残りの１艘はちゃんと待機しているという状態．そういう余裕があったんですが，

現在はそういう大型客船がたった２艘になってしまっている． 
それから，次のグラフでお見せするかなり活躍する中型の船で速い船があるんですけれども，今

それはジェットフォイルになっています．しかし，天候が悪いとどうしても欠航が多いわけです．

ですから，特に風が強いとき，波が強いときには使えない． 
それから，20 年前に大活躍したバスっていうのは台数が減っている． 
 いろんな意味で，はっきり言って全島避難には困難な要因が増えました．それを良く示してい

るのが，この図は午前中にお見せしたのと同じで，このところで全島避難の勧告がここのところ

で出されました．それが何となく全体の流れと合っているように見えるけれども，実は事前準備



 58

から考えるとこれの宣言というのは余り意味がなくて，ちゃんと事前準備をしているからこうい

う順調にみんな避難できたということを言いました． 
 今度は，注目していただきたいのは，やっぱり三つのカードですね．この３艘の船が今１艘し

かない．これを東京都の間で往復すると片道 6 時間かかりますので，現実的ではないわけですね．

例えば一番近い静岡県の方にお願いして，伊東かなんかとピストンをやるとしても，かなりいっ

ぺんに運べる人間は減ってしまう．ここに同じぐらいの人間，300 人ぐらいずつ３回運んでいる

船があるんですが，これがシーホークと呼ばれた，当時の高速船です．熱海港との間をピストン

で往復して，これは着実にお客さんを運んでいたんです．けど，今はありません．それ以外にも

自衛艦とかですね，海上保安庁の船，これはちょっと大きいんですけれども，もともと人を運ぶ

船じゃないわけですね．例えばこんな非常に少ない人数，16 人なんかというのがあるんですけれ

ども，これは沖合に海自の船が待機している．だけど港に入れないから，漁船で逃げる．そうす

ると波が静かなんですけれども，漁船から普通の海自の船に上がるというのは非常に難しくて，

実は非常に屈強な若い男の人でないと乗り移れなかった．実際は百何十人も乗れるんですけれど

も，たった 16 人しか．そういう状態で実情は使えないというようなことがありました． 
 そういうようなことがあるので，実際は非常に効率よく全島避難をやるというのは 20 年前はで

きたけれども，今後は非常に困難であるというような状況があります． 
結局，そういう準備はした上で，じゃあやっぱり島に留まると．実際に 20 年前の事態を考えるな

らば，結果としては噴火も起こらなかったわけで，現在の火山観測の技術の水準から言えば，大

丈夫だという見極めもつくであろうと期待されます．いわばそういう少し余裕があると．そうし

た上で，もちろん全島避難の体制を整えながらも事態を見極めて島に留まると，いうことを想定

した避難計画というのはありうるんではないかというのが今回の見直しの骨子，中心なんです． 
 それで考えたら，実は非常に重要な問題が分かりました．ライフラインがものすごく脆弱なん

ですね．先ほど言ったように島が３つに分断されてしまうと，発電所は島の真ん中のところにし

かない．そこは人口が一番多い．ところが，水道源はその真ん中の地域にないんです．地下水を

くみ上げているところは，島の南と北なんですが，発電所が真ん中にあるものですから，電線が

当然に切れますので停電します．北と南はですね．そうするとポンプが止まってしまう．しかも

人口が一番多い（大きいと言っている）地域のところで水が供給されない，そういう問題があり

ます．もちろん電話が通じないというような問題，いろんな問題があります． 
 もう一つの問題なのは，火山の観測システムですね．これについても非常に心配なところがあ

ります．停電が起こると，20 年前のときはそういうことがなくて，電話，それから電気が全部使

えたから，ああいう不十分ながらも島で何が起こっているか，火山活動の見極めもついたんです

が，これが死んじゃうと全然これは駄目ということになってしまいます．これはどっちかという

とハードウエアの問題なんですが． 
 もう一つの心配というのは，今言ったように，火山の噴火の危険度というのを見極めた上で避

難行動をしなければいけない．今先ほどの富士山の話の中でなんども出てきましたけれども，危

険の見極めというのを実行できるかという問題もあります． 
 現地に火山の専門家がいてですね，それで判断する．つまり，20 年前にたまたま実現した噴火

予知連の会長，あるいは荒牧先生なんかがいてですね，研究者が島全体に散らばっていながら情

報を全部１所に集中した上で，不十分ながらも危険度を非常に的確に予測できたということがあ
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りますが，今度そういう体制ができるか． 
一つはこれからどんどん気象庁の比重が高くなって

いきますが，気象庁も測候所は全部人を引き上げる

わけです．ですから，大島の噴火の間隔っていうの

は，大体 36 年から 40 年と言われていますから，次

回の噴火の一番起こりそうなときには，測候所は人

がいない．あるいは大学の観測所も実際無人で，人

はいません．ですから，そういうような状態に対し

て，つまり私はハードウエアの問題ももちろん心配

なんですけれども，これは何とか対応策を今のうちからやることができるんですが，こっちの方

は非常に心配であると，いうふうに思われます． 
 そういうようなことはありますが，今月の 21 日，再来週になりますけれども，そこで今後のよ

うな訓練をやってみて何が問題であるか，そういうことを取り込んだような形でいわゆる地域防

災計画の中の火山防災編を作ろうというのが大島町と東京都の現在の姿勢であります．以上です． 
 
司会：はい．どうもありがとうございました．ここで特に質問のある方は挙手をお願いします．

いいですか．じゃあ，どうもありがとうございました．続いてイタリアのベスビオ火山の避難戦

略．ローマ大学のスカンドーネ教授にお願いします． 
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ベスビオ火山の避難戦略 

National strategy on mitigation program including mass evacuation 
ロベルト・スカンドーネ ローマ大学教授 

Robelt Scandone, Professor Physical Volcanology, University Rome 
 
スカンドーネ：ありがとうございます．この火山

の噴火ということ，避難計画の背景にあるのは，

われわれの場合には火山という大きな問題です． 
 そして噴火が発生する前になるべく避難を開始

したいわけであります．相当多くの人を避難させ

なければいけないということになりますと，避難

の大方針が必要となるであろうと．また大人数と

いうことになりますと，何かこの誤報などがあっ

たりいたしますと，大変大きな問題になりかねま

せん．それからまた，大変混乱しますと，それだ 
けで大なコストがかかるということがあり得るわ

けで，大変慎重に判断が必要ということになりま

す． 
 これまでイタリアでは，大きな火山の噴火の危

機，緊急レベルで，国のレベルで対応を必要とし

たのが３回ありました．だいたいイタリアの南部

が多いわけであります．まずシチリア島（シチリ

ア山と言っている）にはエトナ山という火山があ

ります．それからまた，アドリア海にはストロン

ボリとそれからパナレアという島ですけれども，やはり火山があります． 
 まずエトナ山の方ですけれども，2002 年 10 月でありまして，３カ月間火山噴火活動が続きま

した．爆発的噴火と溶岩流が中心でした．それからまたもう一つは，パナレアというところです

が，脱ガス，ガスの噴出が多かったわけです．もう

一つはストロンボリ，そしてここはこれらの複合型

であります． 
 まず最初エトナ山ですけれども，この火山は言っ

てみれば富士山と似ているところがあると思います．

高さは 3300 メートル，そして近くに集落などが幾

つかあります．そしてこの噴火が始まったとき，こ

の山腹にちょうど北部と南部にそれぞれ裂け目がで

きました．これが一番下のところなんですけれども，

ここでこの噴火口ができて，そしてこの溶岩流が出て，この村の方に流れて来ました．それから

南の方ですけれども，こちらの方が溶岩流は多かったわけなんですが，このように降灰がありま

した．この噴煙柱はこのように上がりました．そして問題がいくつかあったんですが，このよう
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なこの噴煙柱が上がりました．あらゆる方向，いろ

んな方向に行ったわけなんです．この時は３カ月も

噴火活動が続きました．そして，ずっと降灰が続き

っぱなしの状況でした．そして，この山腹ほとんど

全ての方向に行きました． 
 これは，人工衛星で撮った写真，１日目，２日目

というふうな流れになっております．３日目という

ふうに言っております．そしてこのように灰がとに

かくいろんな方向に日によって流れて行ったわけで

す．これは，割とそれほど爆発的な爆発ではありま

せんでした．そして，この低い高度を流れていく，

この風に左右されたためにあらゆる方向に広まって

いったわけです．降灰があらゆる方向にあったわけ

です． 
 そして，南の方に，そして南東部へ灰が行きます

と，これがカタニアという町があるところなわけで

す．そして港もあったわけです．ここは，大体この

火山から 30 キロぐらい離れたところにある町です．

そしてひどいときになりますと，この空港も閉鎖さ

れてしまいました．１週間に毎回２日か３日は閉鎖

という状況でありました．ですからこの富士山もそ

うかもしれませんけれども，航空路に大きな影響が

出ると思われます．もう火山活動の間ずっと空の便

が乱れっぱなしでした． 
 エトナ山は，大体溶岩流が主流の被害が特徴的な，

山なんですけれども．建物をぐるっと囲むように流

れて行ったことがありました．ここはガソリンスタ

ンドだったんです．そして爆発も起こってしまいま

した．周りの人たち，周りにもこのように建物の被

害が出ています．しかし，それほど大規模な被害で

はありませんでした．それほど人命に対して大きな

脅威を及ぼすような溶岩流ではなかったわけです．

そして，直接的にこの集落まで行くということはあ

りませんでした．直前で止まりました．ですから，

割と対応はしやすかったわけであります． 
 これは脱ガスであります．パナレア島のところを

水中写真で見たものであります．噴火活動の間に撮った写真です．ヘリで撮りました．このカル

ダチさんも，ここにいらっしゃる方もいらしたんですけれども．このガスの噴出ですけれども，

このエトナ山の北の 100 キロぐらいのところです．われわれが行ったときには，このような状況
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でありました．ごく最近の火山活動というのは，そ

のときは予兆としても記録としてもなかったのでび

っくり致しました．そして，このような噴気口の活

動が観測されました．そして，この熱のこのような

サーマルシステムがあるということが分かりました．

そして，防災活動，防災省の活動も強化されまして，

モニタリング活動を継続されまして，新たな観測機

器なども導入されました． 
 ほとんど同じ年，ストロンボリ島での状況が次は

これであります．これは火山の３次元モデルです．

この辺が大体海抜面の上と下というふうに，このよ

うに３次元であります．この火山は標高 2800 メー

トル．大体この 800 メートルぐらい，こちらの高さ

あります．ここは陥没しているところなんですけれ

ども，これは繰り返し地滑りがあったためにこのよ

うになりました．何回も過去に繰り返して起こした

わけです．これが，ここの写真を，次ぎに写真を見

せますが，ここであります．このように陥没してい

ますが，この噴火，この噴火口があって，ここから

溶岩流が出てきました．12 月の 30 日の夜だったん

ですけれども，ここがこの火口であります．そして

ここも，こちらの方は下の方でずっと海抜の下の方

になります．津波も起きました．津波の写真です．

このストロンボリの島の沿岸に到着しています．波

が見えるでしょうか．この発電所を水没させるかと

思われるほどでありました．ですからこの配電にも

影響が出ました．そんなに長く続きませんでした．

そして被害者も出ませんでした．しかし，このよう

にこの後が分かります．この山腹ですけれども，次

の日 12 月 31 日です．地滑りがあったということが

分かると思います．溶岩流がこのように山腹を伝い

まして，そしてこの海中に入っていきました．さら

にこの地滑りが続くんではないかと非常に危惧いた

しました．そして，どうしようかということで懸念

があったわけですけれども，さらに地滑りが続くの

ではないか，そして津波がまた繰り返されるのでは

ないかということで，迅速に避難ということになりました．12 月になりますと，大体 400 人以上

いた人が，避難後も残った人は 50 人弱になりました．防災省の担当者がやってまいりまして，島

からすぐに避難を開始し，他のところに避難できるように致しました．そして同時にモニタリン
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グの強化にも乗り出しました．噴火の進行状況をよ

り良く観測していくためです．これは直後の，この

地滑りが起こった次ぎの日ですけれども，そしてこ

こは，数週間後の時であります．新しいモニタリン

グセンターが島に設置されました．新しい機器など

も入れまして，この噴火の進行状況をより良く見て

いくように致しました． 
 この避難に関わる問題を科学的な見地から見てみ

ますとこのようになるかと思います．まず，この火

山の挙動をより良く理解することが重要であります．

そして予測の能力を強めることが重要であります．

火山で，そして休火山のような場合，非常にベスビ

オ山もそうですし，富士山のように長いこと休止期

が続いておりますと，いったいどのように噴火をし

て，どのような挙動を示すかがなかなか分からない

という問題があります．ですから，そのような理解

を強める，強化することが非常に重要になってまい

ります． 
ですからまとめてみますと，科学者の役目という

のは，どのようにこういった火山が復活をし，活火

山にまたなるのかということを知らなければなりま

せん．噴火をするのか，ほんのわずかな噴火なのか，

あるいはかなり強力な噴火になるのか，そしてもし

ある程度大きな噴火が予測されるのであったならば，

どのくらいの間そういったものの兆候が捉えられる

のか，そういったようなことを科学者が認識してい

かなければなりません． 
 例えばここに３日という数字を入れてありますけ

れども，これは主要な避難をするためには最低３日

間必要であるということが書いてあるわけでありま

す．少なくとも３日間前に警告を発しなければなら

ない．それによってベスビオの周りに住んでいる人

たち全員が，実際の噴火が起こる前に避難できるよ

うにしなければなりません． 
 ３カ月という数字もありますけれども，これは非

常に長いこと避難を強いられるような場合には，こ

れくらい経ちますとその実際に噴火が起こらないと文句を言い始めるわけですので，どのように

してこの避難した人たちを管理していくかということも考えておかなければなりません． 
 またこういった時間という問題に加えて，どのような前兆があるのかということを理解する上
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での難しさというのもあります．パターンのあるも

の，あるいはパターンのないもの，両方考えられま

す．科学者は，こういった前兆を理解できるように

ならなければなりません．例えば，何か前兆が，地

震の数が増えていくというようなことであったなら

ば，この火山がクリティカルな状態に入っていると

いうことが理解できるかもしれません． 
 しかしながら，こういった地震の数が増えるとい

ったようなパターンが現象として全然ないような場

合には，この火山の将来の挙動を予測することが難

しくなります．それが私どもにとって大きな問題と

なりうるわけです．ですから，いろいろな方法を取

ることができます．前兆があり，それがある一つの

パターンを持ったものであるならば，将来を予測す

ることが可能かもしれませんけれども，そういった

パターンが全然ないと，それはより難しいことにな

ってしまいます．ですから非常に複雑な問題と対処

せねばならないというのが現状です． 
 われわれは予言者ではありませんし，科学者でありますので，この非常に複雑なシステムの挙

動を，われわれは推測しようとするわけであります．だれもその魔法の杖をもってその予測をす

ることはできないわけであります． 
 ベスビオ火山に関しましては，以前の活動から幾つかの前兆を捉えることができました．歴史

的な経緯を私どもは知っておりましたので，そういったことが少し可能になりました．非常に長

いこと活性化しているということが分かりました．例えば水位が噴火をする少し前に下がるとい

う兆候も以前経験されたこともありました．あるいはその海岸線が沖合のほうへ延びていってい

る．あるいは噴火口の中で崩壊が起こる．あるいはその地震危機が起こるというようなことがあ

ります． 
 地下水の水位ですけれども，これは他の火山でも見られる兆候でありました．例えば，ここの

有珠山の場合ですけれども，2000 年の噴火の前に水位が数カ月前に下がったということが観察さ

れました．こういった水位が下がるということは，多分，この応力の場の変化が起こっている．

それによってこのシステムの亀裂が大きくなっている．そして水がどんどん浸透し，水位が下が

っていくということから起こっているのではないかと考えております．そしてこういったパター

ンを科学者が理解できるようにしなければなりませんし，この水位等を監視し続けなければなり

ません．そして，それがその季節的な変化によって起こっているのか，例えば季節によってはそ

の降雨量が多いということで水位が変わるときもありますし，そういう理由で起こっているのか，

あるいは，このストレスの状況が変わっているから起こっているのかということを見極めるよう

にしていかなければなりません． 
 1631 年の前兆というのも幾つかの歴史的な記録として残っております．その場合も地下水の変

更というのがとらえられております．また，ガスの放出，あるいは地滑りというのもありました．
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それから，音が聞こえたといった報告もありました．

これは実際の噴火が起こる２週間前ですが，だんだ

んこれは噴火に近づいていっている，時間軸が横の

ところにとってありますけれども，1631 年の噴火の

ときですが，実際の噴火の前の晩に非常に大幅な地

震の数の増加が見られました．それと同時に，多く

の人たちがこのように地震が起こったために驚いて

しまい，恐怖に怯え，ベスビオ山が火山であること

を知らずしても，みんなが逃げたということがあり

ました．地震の数が噴火の前に非常に増加したとい

うことで，自然に人々が逃げたという現象がありま

した．実際に噴火は 12 月 16 日に起こりましたけれ

ども，少なくとも一つの症例の場合ですと，火山そ

のものが非常にはっきりとした警告をそこに住んで

いる人たちに与えました． 
 しかし，地震の数がどうなったらばこの噴火への

プロセスがクリティカルなのかということを示すよ

うにできると非常に有益ではないかと思っておりま

す．これは 44 年１月でありますけれども，ここのと

ころに噴火柱が見られます．噴火口の中にこれが見

られます．これは 44 年１月ですけれども，実際に噴

火が起こる数日前に，丘の崩壊が見られます．ここ

にマグマがあったわけですけれども，それがこのよ

うに下のほうに下っていきまして，この火砕丘とい

うのが崩壊したわけであります．地震の記録を見て

みますと，右のほうに行く，あるいは上の方向に向

かって数が増えているのがわかります．３月 13 日の

記録ですけれども，突然揺れの幅の減少が噴火スイ

の崩壊とともに経験されました．すなわちマグマが

下のほうに流れていったということがわかりました．

そして，それが起こってしばらく後に，再びマグマ

が上のほうに上昇してきて，また地震が起こってき

たという現象が見られました．ベスビオ火山の場合

ですと，その活動期がいつであったかによって，現

象は少しずつ異なっております．異なったことを異

なったときに示してきた，それも私どもが活動を予

測する上で，非常に大きな難しさを経験せざるを得ない要素となっております． 
 それから，10 月ですけれども，私どもはベスビオ火山のレビューをいたしました．こういった

専門家でありますけれども，防災省のほうからいくつかの前兆となるようなものを提供し，そこ
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で働いている科学者，そして防災省の人々が一連の

できごとを見て，それが噴火までのどのような順番

で前兆として起こっていくのかということを考えて

ほしいと言われました．この赤いところですけれど

も，火山の周りに人々が住んでいるのがよくおわか

りいただけるのではないかと思います．富士山と似

ていると思いますけれども，３キロぐらいのところ

であります．居住地区がこのようにたくさんあると

いうことがわかります．これは 44 年に最後の噴火が

起こり，ここらへんが非常に大きな被害を受けたわ

けであります． 
 まず，地震が起こるということを考えることから

はじめました．例えば，マグニチュード 4.2 の地震

が起こって，一部被害が出る．大きな地震があると

いうことを想定してみました．ベスビオ火山のほう

につながっていく断層が活動するということから想

定したわけです．そして，火山の周りの住宅が破壊

されるということを想定してみました．ですから，

シミュレーションの初期の段階からまだ火山は噴火

をするという状況ではありませんけれども，こうい

うところで被害が起こる．地震などでこのあたりの

住宅が倒れる．それによりまして，避難に使われる

道路などが寸断されてしまうということを想定しま

した．地震のマグニチュードによっては，どういう

ふうに住宅が壊れるかということもシミュレーショ

ンを行ってみました．それから今度は，地震がこの

地域に発生するということを続けて考慮しました．

また，地質学研究所の方々も現場に行きまして，そ

して実際の測定なども行いました．われわれがシミ

ュレーションを行いながら，科学者たちは実際の測

量なども行いました．それによってまったく予想し

なかった火山の活動に対応できるかどうか調べてき

ました． 
 これはガスを測定したものです．これはちょうど

訓練をしている 10 月の間のもの，数年前に測定した

もの．ガスの量は実は減っているということが実際

の測定でわかりました．また，赤外線カメラなども使って観測をしました．このようなさまざま

なシステムを使って測定を行いました．情報ネットワークですとか，重力測定，地震計測などを

行いました．今回の 10 月の訓練を通して，私たちがシミュレーションをしている間，実際の測定，
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測量などが行われたわけです．それによって，もし

危機的な状況になったらこういうことが測定できる

はずだということなどがまとめられました． 
 ここで科学的な観点から大変興味深いことは，シ

ミュレーションの中でどういう前兆現象があるか，

パラメータなどはなかったわけです．ですから，わ

れわれシミュレーションをやるように与えられた３

人は，どういう前兆があるかということはまったく

知らないということで，本当に噴火が起こったとき

とよく似た状況の中で私たちは活動したと言えると

思います．それによりまして，火山が噴火をした場

合にどうなるのかということを見ることができたと

思います．私たちが何を考えているか，現場にいる

科学者たちもよくわかってくれたと思います．私た

ちがこういう前兆が起こったらどうなるかという，

いろいろな前提を出したからです． 
 ということで，特に前兆あるいは前もっての情報

がなくても火山についていろいろ学ぶことができた

のではないかと思います．ただ，予測しなかったよ

うな前兆現象などについても現場にいる科学者たち

に伝えたので，そういう点ではいじわるだったかも

しれません．それに予想しなかった事態ではありま

すが，このシミュレーションの中で対応を迫られた

わけですから．実際の噴火のときにはおそらく違う

現象もみられるでしょうから，その対応の訓練には

なったと思います．ただ，このシミュレーションの

弱点としましては，警戒レベルの変化，これについ

てはうまく調整できませんでした．シミュレーショ

ンのタイミングの問題もあったわけですが，５日間

にかけてのシミュレーションでしたので，その中で

は警戒レベルの変化ということにはうまく調整でき

なかった．そこが弱点ではないかということがわか

りました．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．ここで質問

のある方は挙手をお願いします．よろしいでしょう

か．そうすると，午後の前半の分はここまでということで，これから２時 30 分ぐらいまでコーヒ

ーブレークということにしたいと思います．ロビーにコーヒー，お茶がありますので，お願いし

ます． 



 68

（休憩） 
司会：そろそろ午後の後半を開始したいと思います．これからイタリアのベスビオ火山の避難計

画の詳細についてカルダチさんにお願いしますが，その前に簡単に荒牧先生から説明をした上で

発表をお願いします． 
荒牧：午前中にもちょっとご紹介したのですが，これからお話になる方のたってのご要望なので，

チアラ・カルダチさんとステファノ・チアヴェラさんの役割といいますか，お仕事を紹介します．

お２人ともイタリア防災省の役人を長年勤めていらっしゃる．きょう最初にお話しいただいたの

がスカンドーネ教授で，この方は火山研究者としてのお話．火山学ですね．最後にお話しいただ

くステファノ・チアヴェラさんは防災の現場の実質上の担当みたいなことをやっています．だか

ら，きょう皆さんが来ていただいている環富士山の防災担当の方々と似ているのではないかと私

は勝手に思っています．チアラ・カルダチさんはその中間だということを強調したいのです．要

するに火山学者の言うことを翻訳して，実際の防災担当の方に通じる．逆もしかり．仲立ちをや

るということで，実はこれはイタリアの防災省の中でもかなり新しい役割なんだそうです．そう

いうことを皆さんに念を押しておいてくださいということで，ちょっと時間をお借りしまして申

し上げました．どうぞお話を聞いてください． 
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ベスビオ避難計画の詳細と避難訓練“MESIMEX 2006” 

The National Emergency Plan Vesuvius and 
 “The Major Emergency Simulation Exercise-MESIMEX 2006”- 
  Vesuvius volcanic risk 

チアラ・カルダチ イタリア防災省防災専門官 

Chiara CARDACI, Presidency of Council of the Ministers,Department of Civil Protection 
 

カルダチ：皆さん，こんにちは．荒牧さん，どうも

ありがとうございました．私ども２人からベスビオ

火山の避難戦略ということで，避難計画の詳細をお

話ししようと思います．そして後半は特にメスミエ

ックス 2006 という演習についてお話ししようと思

います． 
 イタリアには活火山がありまして，スカンドーネ

先生からもお話がありましたけれども，それぞれ状

況が違っております．これは九つの火山でありまし

て，イタリアに現在あるものであります．200 万人

ぐらいがこれらの火山のリスクにさらされ得るもの

であります．ベスビオ山，カンピ・フレグレイなど

は非常に都市化が進んだ地域の近くにあります．ま

た，これについてお話ししようと思います． 
 こちらですけれども，この表はまとめたものであ

りますが，それぞれの活火山に前回の噴火がいつあ

ったかということを示しております．ご覧のとおり，

イスキアとリパリを除きまして，ほかのところはわ

りと最近噴火があったということがおわかりだと思

います． 
 概観的になりますけれども，まずベスビオ山であ

ります．前回噴火をしたのは 1944 年でありました．

スカンドーネ教授から話があったとおり，噴火のス

タイルでありますが，これがまったく変わりました．

今は火道が閉塞しているわけであります．このよう

な写真ですが，よくわかると思うのですけれども，

非常に都市化が近くまで進んでいるのはこれでよく

おわかりだと思います．われわれの推測では 50 万人を，この付近の人口を超えていると見ており

ます．このような状況の中で，この避難計画を作らなければならないわけであります．ベスビオ

山の将来の噴火が発生した場合には非常に強力で，非常に激しくなると予測されます．そうなり

ますと，国のレベルで関与してこの避難計画を発動しなければならないと考えます．イタリアの

国の防災省の中での警報システムを発動しなければなりません．そして，政府全体がコーディネ 
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ーション，調整しながら実施しなければなりません． 
 現在，国レベルでの計画ですけれども，いま改訂作業が進められております．このような計画

は常に新しいものに，毎年のように新しくしていかねばなりません．そのくらいの頻度で見直す

ことによって，科学的な進歩を反映させ，常に日々変わり得る状況，例えば都市化の進展である

とかそういったことも考えていかねばならないからであります．このような更新作業ですけれど

も，これを調整しているのが防災省であります．大変大きな緊急時となり得るわけでありまして，

それを管理するために適切な戦略が必要であります． 
 まず最初が参考でありますけれども，準プリニー

式の爆発的噴火が 1631 年にありました．これを基

にしてシナリオを作りました．それと合わせまして，

もちろんいろいろなタイプの降下物が出ますので，

そのデータを分析しましてシナリオ，計画を作りま

した．そして，この物理数量モデルを作りました．

これは統計的ないろいろなデータも反映させたもの

になっています．スカンドーネ教授のほうからも話

がありましたけれども，噴火が起こる確率ですけれ

ども，これは統計学的な研究としてまとめられたも

のであります．これはマルゾッキらのチームが 2004
年にまとめたものであります．この確率ですけれど

も，時間的な期間として考えました．マルゾッキの

チームはこのようにいくつかのケースを想定してお

ります．まず最初のケースですけれども，休止期が

60～200 年と見たのが一つ．それからもう一つが休

止期間が 60 年以上と見たケースであります． 
 

 
 まず最初のケースですけれども，短期間で準備をする必要がありますが，前回のこの噴火は 1944
年であったと申しました．ということで，ここにありますように，次の噴火の確率は 140 年ぐら
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いであり得るのではないかということで，ストロン

ボリアン型の強力なものは 72％，準プリニー式のも

のについては 27％，プリニー式の噴火については

１％ではないかという確率を考えました． 
 では緊急時の計画はどうなるかということになり

ますけれども，われわれが真ん中の確率をベースに

いたしました．準プリニー式の噴火になるのではな

いかと．そして，それを基にして計画を作りました．

ではなぜこれを基にするかと思われるかもしれませ

んが，どうしてこれにするのか．確率が一番高いの

は強力なストロンボリ型の噴火なわけですけれども，

これは分けたほうがいいです．ただ，この場合には

相当広い範囲が泥流（ラハール）の影響が出るので

はないかと考えなければなりません．ということで，

それは非常に危険なケースということになります． 
 プリニー式はどうかといいますと，こちらは危険

度という意味では非常に高い．しかしながら確率と

しては非常に低いわけです．そういうことで真ん中

を取りました．そしてまず第 1 段階としまして，噴

煙柱が 15～20 キロぐらいまで高く上がる．そして，

それが持続的に第 1 段階としては続くと考えました．

それがまずシナリオの第 1 段階として考えました．

これはコンピュータのシミュレーションです．アー

グスト・ネリがインググシニアカなどの研究所で作

ったものであります．非常に短時間で，このように

噴煙柱が異常に高く上がっていくことが想定されま

す．20 キロぐらいの高さに上がるでしょう．このよ

うにおわかりいただけると思いますが，第１段階の

火砕流が発生いたしました．これは噴煙柱の崩壊に

よって発生したものです．そしてまもなく今度は火

砕流が海まで到達しました．民間防災の戦略といた

しましては，このようなシナリオは非常に有用であ

ると考えます． 
 これが第２段階として想定しているものでありま

す．このようなシナリオは非常に有用なツールとな

ります．これを基にして，われわれがさまざまな柔

軟性のある形でいろいろなケースを想定し，いろいろな現象を想定して管理に当たることができ

るからです．第２段階としまして，このように噴煙柱が崩壊し，火砕流が発生するであろうと想

定いたしました． 
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 これは同じシミュレーションですが，ちょっと違

うところがあります．こちらは３次元です．このよ

うにこういった降下物が出てくる．そして，こうす

ることによって脆弱な地域がこういうふうにあると

いうことがわかります．建物，道路，たぶん使えな

くなるであろうということも考えられます．こうい

った形で示すことによって，これは EU のプロジェ

クトの中で出てきたシミュレーションであります．

この３年ほどヨーロッパレベルのプロジェクトとし

てこれが進んでおります．イタリアをはじめとする

各国の研究者，英国，フランスの研究者も入ってお

りまして，一緒に協力してこのような３次元のモデ

ルづくりを進めてきました（動画を示す）． 
 ちょっと時間がかかってこれをお示ししておりま

すけれども，火砕流が出てまいりまして海に到達す

ると，先ほどお見せしました，１分もかからないで

海までいってしまうだろうと想定いたします．それ

からもう一つの現象といたしまして泥流が発生する

であろうと考えられます．これは雨が降って，灰が

急斜面を流れていくだろうと考えるからであります．

このような現象を想定し，それを基にいたしまして，

さらに細かく考えてみました． 
 この周辺の地域を三つの地区に分けることにいた

しました．まず，レッドゾーンとイエローゾーンが

あります．イエローゾーンの黄色の中にもう少し小

さい地域としてブルーゾーンというのを描いてみま

した．これでラハール，泥流などで影響を受けるだ

ろうと考えました．最も危険なのがここです．火山

のすぐ周辺のところです．火砕流の影響をここは受

けるであろう．泥流の影響も受けるであろうと考え

ます．そして，ストロンボリ式と比べて考えますが，

そこでもやはり三つの地域に分けますが，ここの場

合には泥流，ラハールがこのように発生するのでは

ないかということで，特にこの地域は即時に避難が

必要であると考えます．溶岩流，火砕流，そして泥

流が発生する確率が高い．したがって，即時避難が

必要であると考えられる地域です．この赤い線ですけれども，この線は八つの市町村の行政区域

の線であります．これはベスビオ山を取り囲む周辺地区ですけれども，八つの行政区域の境の線

です． 
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 そして，イエローゾーンというところですが，降灰及び火山礫によって影響を受けるであろう

と考える地域です．レッドゾーンほどの危険度はないということになります．降下物がどれだけ

であるかというのは，噴煙柱がどれだけの高さになるのか，それから，噴火のときの風向がどち

らの方向になるのかによって左右されるであろうと考えます．そして，降下物によりまして，建

物の屋根が崩れたり，陸上の交通，空路も影響を受けると考えます．農業にも大きな影響を出る

だろうと考えます．そして，噴火が始まってみませんと，降下物がどこの地域に流れるかという

のはわからないわけであります． 
 このような方向としております．今はこの風向で

あるだろうと考えるからです．イエローゾーンとい

うのは，このように非常に広いわけであります．さ

っきよりも広いというのがおわかりでしょうか．こ

れは卓越風の風向を分析して，それを基に作った研

究であります．そして，ナポリにあるベスビオ山の

観測所がこのようなデータを出しまして，これを作

りました．そのときに風向の 10 年間のデータを基に

して出しました．確率は東の方向が一番高い．42.9％
の確率でこちらに風が吹くと考えます．そう言いま

しても，こっちの方向もあり得ます．27％の確率で

す．こっちのほうにもこのような確率で風がいく可

能性があります． 
 この地域ですが，ナポリがあるということを覚え

ておいていただきたいと思います．先ほども申しま

したように，黄色の地区ですが，実際に噴火が起こ

る前に避難はしませんけれども，噴火中に避難が必

要かどうかを判断し，避難することになります．黄

色いところの地域の中のどういったところが火山灰

の降下によって影響を受けるかということを認識し

ていかなければなりません．これは風の向きですけ

れども，実際に噴火が起こった日の風向きです．22
キロぐらいの風速ですが，こういった風，火山灰が

降下するということによって屋根の崩壊が起こった

地域を示しています．なぜこういったことがわかる

かと言いますと，ベスビオ山の近くのデータを持っ

ているからであります．こういったところにある建

物の質，あるいはどういった屋根を使っているかという情報を私どもは記録として持っています

ので，例えば 200 キログラムの負荷が１平米あたりにかかった場合，７％の屋根が崩壊するとい

う情報が得られております． 
 また，ベスビオ火山の北のほうで影響が非常に強くなっておりますけれども，３回のシミュレ

ーションを行いました．ここでは洪水，水の害をとらえております．0.5 メートル，１メートル，
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２メートルといった三つの状況のシミュレーション

をしております．緑のところですが，そういったと

ころへどんどん水位の上昇がおわかりいただけます．

一番洪水によって大きな影響を受けるのが緑の地域

であるというのがこれからわかります． 
 少し戻って，防災活動についてお話ししたいと思

います．もちろん私どもの緊急計画というのは，こ

の現状を見極めた上でどういったことができるかと

いう能力に依存しているものであります．技術が進

歩し，いろいろなモニタリングが可能になりました．

そして，ベスビオ観測所によっていろいろなデータ

が永久的な形の監視網を使って実施できるようにな

っております．ベスビオ観測所が防災省のほうに一

つあるいは二つのモニター用のパラメータが有意な

変化を示したということを通達してまいりますと，

私どもは一番下のアラート，警告のない状態から注

意を喚起する状態へと変わっていきます．このよう

なモニターのシステムがあることによりまして，各

市町村の防災局に対しても情報を流すことができま

す．実際にこれは噴火が起こる前に行われることで

あります． 
 モニターしておりますパラメータがどんどん変わ

り続けた場合，どのようなことをすることになるの

でしょうか．ステファノ・チアヴェラがこういった

段階になったあかつきには何をするのか，防災の実

施をする上でどういった行動が取られるのかについ

ては話してくれることになっております．そして，

警報という段階にまで至ってしまった場合には，実

際に人々の避難を始めます． 
 私どもの計画をテストするために，そして，防災

省委員会とともに，またカンパニアの地域政府とイ

タリアの防災省と共に，私どもはこのような防災機

構のメスミエックスと呼ばれるシミュレーションの

訓練を行うことにいたしました．もちろんイタリア

の国家サービスがこれに参加をしておりますけれど

も，2500 以上のユニットの参加をしております．そ

れと同時に，火山学専門家のチーム，ベット（ＶＥＴ）と呼ばれるチームと，また外国人支援保

護チーム，ファストと呼ばれるチームもイタリアから参加をしております．ベットという火山専

門家チームの活動がこういった訓練の際にどのように行われたかということについてお話をいた
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します． 
 荒牧先生が先ほどおっしゃいましたように，私の

オフィス，事務所はこの火山学者と実際に実務家た

ちとの橋渡しをしていきたいと考えております．防

災担当官と科学者の間の橋渡しができればと考えて

います．外国のチームというのは，イタリアの防災

に関して専門家の科学者として助けるように要請さ

れまして，火山のモニタリング，あるいは監視等を

初期の段階で見極めて火山の再活性化が起こるか否

かという情報を提供してもらうようにいたしました．ここにはこういった地震の危険がある際に

どのようなことを考えてこういった訓練をするのかという問題ですけれども，私どもはダイナミ

ックな，動的な訓練をいたしました．三つの火山学の要素を取り入れて，例えばたった今，あな

たが爆発性の火山になったらば，例えばベスビオ火山のようなものが噴火をしたのであったなら，

その一連の動きをまずシミュレートする．これはいろいろな形のシミュレーションをベスビオの

観測所にメールで送ることによって行われましたけれども，観測所から防災所のいろいろな部門

に対して情報が戻ってくる形が取られました．この防災局の中央実務部隊が何をしたかというこ

とについてお話しします． 
 まず，私どもの省ですけれども，中央機能部とい

うのがあります．ここでは実際の実務的な，機能的

な側面を提供しております．このセンターですべて

のモニターセンターからの情報が集められ，評価が

行われます．それによってこういった情報の検証が

なされ，どのような警告のレベルにするべきかとい

うことが検討されます．ベスビオ，そのほかの火山

に関して科学委員会とともに検討を加え，実際に運

営部隊としては防災の面で何をすべきかということ

を決定します． 
 このスライドで実際に私どもがどのようなことを

機能センターでやるのかということについて説明し

ます．イタリアの場合，センチュリーファンクショ

ナリと読んでおりますけれども，ここではこういっ

たユニットがいろいろなデータあるいはリスク，そ

ういったものを収集し，交換します．この中にはた

だ単に火山だけからくるリスクだけではなく，気象

学的，あるいは水文学，あるいは水力地質学的な，

あるいは水力学，地震学，火山学からくるいろいろなリスクを十分に理解します．そして，いろ

いろな部門からの支援を受けることによって決定するわけであります．そして，ガイドラインを

DCP が発行し，手続きそして運用上の基準を決めてまいります．そして，もう一つ，今度はコン

ペテンサーセンター（能力センター）というのがありますが，ここでは実際のサービスが提供さ
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れます．このデータをまずこういったところが出し

ます．これは法律に基づいて設立された組織と考え

ていただきたいと思います．実際の訓練を行ってい

る間に，ベット，これは火山学者たちのチームです

けれども，このグループが分析を行い，自分たちの

モニタリングの責任を図り，科学者のグループから

得た情報を収集し，そしていろいろなシナリオをこ

の中央機能センターに送ります．どのような損害，

あるいは災害が起こり得るかというシナリオを出し

ます．そして，中央機能部門からリスクのシナリオ

が出されまして，そこからどれぐらいの危機の状況

があるのかというブレティンが出され，それがレマ，

そして各部門の長のところに伝達されるという経路

を取って情報が流されます．これが一般的な組織図

でありますが，防災の各部門の人たち，またレマの

トップの人，また緊急時対応のトップの方がこうい

ったプロセスには関与してきます．各庁のトップの

人もこういったところに関係してまいりますけれど

も，これに関しては同僚の方が後でもっとよく説明

してくれるのではないかと思います． 
 いずれにしても，ベットに関しまして，非常に複

雑な組織を持っております．これは火山の専門家か

ら構成されるグループですけれども，この訓練とい

うのは８日間のみのものでした．29 のチームが六つ

の部門，地震学，地殻変動，地球科学といったよう

な六つの部門の下に組織されまして，全部で 130 の

ユニットが作られました．もちろん恒久的なネット

ワークは１日 24 時間体制で，ここに挙げたようない

ろいろなモニタリングを常に実施しております． 
 これは地震用のカンパニア地域のネットワークで

す．特にベスビオ火山地域のものであります．カン

ピ・フレグレイ，イスキア等がこういったところに

載っております．恒久的なネットワークがあります

が，実際に訓練のときには移動網等も使われました．

ここに挙げたようなすべての分野をカバーするよう

な移動体のネットワークも訓練用には使われました．

これも一つの例でありますけれども，地震音響学的にどういったものが得られたか．このところ

に地震のアレイが見られます． 
 これは地殻変動を扱っている人たちがどのような作業をするか．例えばこれは重力測定．これ
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は地球化学の部門の人たちの情報，これが熱のマッ

ピング，赤外線カメラをヘリコプターを使うことに

よって撮った写真です．また，地質学等を使って地

図ですとか，データベース，衛星からの画像，また

は現場における調査，またリモートセンシングから

のデータの現場における検証，それから緩衝測定，

ラピットマッピング等を使っていろいろな情報収集

を行います．また，火山灰降下のシミュレーション

も行いました． 
 それではここでこの図をご覧いただきたいと思い

ます．この図はちょっと複雑なものであります．た

だ，これは私どもにとっては非常にいい練習となり

ました．どのようにしたら情報を一番うまく交換で

きるか，共有できるかという一つの例ではないかと

思います．ナポリの地域の場合，ローマの場合もそ

うかもしれませんが，すべてのデータはナショナル

ブログ，国家レベルのブログの中に入れました．火

山のネットワークがいくらかの変動を記録している

という情報をそこに載せました．この情報がベスビ

オ火山の観測所に送られ，そこから私どもの機能セ

ンターのほうに情報が流れてまいります．これがそ

の報告書であります．警戒段階の開始というもので

ありまして，観測所あるいはモニタリング期間が何

かのパラメータがいろいろな変化を示しているとい

う情報を流してくれたということをわれわれはここ

に載せます． 
 ということで，この情報が機能センターのほうに

送られます．そして，このセンターは防災当局のほ

うに連絡をします．これは国レベルの防災省だけで

はなく，地域の防災担当の部門のほうにも通知をし

ます．防災関係にかかわる人たちのところにこの知

らせは出されます．また，私たちは欧州委員会のほ

うにも支援の要求を出します．火山学の専門家たち

のチームの派遣を要請します． 
 何かが起こったということで，地震が起こったと

いうことを想定しています．３人の専門家からなる

チーム，このチームがベスビオ火山が原因で地震が起こったという想定をして，その情報を出し

ます．これがベスビオ火山の観測所にその情報が出され，そこから機能センターのほうに送られ

ます．われわれの部門のほうで，今度はファストのほうの情報があります．これは国レベルでど
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ういう対応をするかということ，すばやい対応を依

頼します．ということで，各地域でどこが弱点であ

るかを見ていただき，そこでの地域での地震の対応

というものを見てまいります．震源がこのあたりと

いうことを想定しておりますが，この地域で地震が

起こった場合の被害の想定図です． 
 さてこちらですが，どういう気象状況であるか，

あるいは風の方向がどちらであるかということを送

ってくれる情報圏でありますが，そこからベスビオ

火山の観測所に情報が送られます．これを基にして，

訓練の場合は灰がどの方向に飛ぶのかということを

見ていきます．これが実際のシミュレーション上の

灰の飛ぶ方向です．この日の風の状況を考えて，こ

ちらに火山灰が流れていくということを想定します．

そして，それによって起こる被害の想定です．それ

ぞれ時間経過を追って気象状況をみます．これは 24
時間後の状況，さらに 48 時間後の火山灰の広がり，

さらに 72 時間後というふうに見ていきます．これに

よってシミュレーションが行われるわけですが，３

日間にわたってどういう被害が広がるかということ

を見ていきます．これは火山灰，地震による被害の

広がりをシミュレーションした図です．こうした情

報がナショナルブログのほうにアップされます．そ

して，ローマの機能センターのほうでも受け取りま

す．そこでリスクシナリオの想定が行われます．ま

た，緊急事態に合わせての報告書がまとめられます． 
 あとちょっとで私のほうの発表は終わらせていた

だきます．これが報告書の書式になっていますが，

われわれの部門のさまざまな部局のほうに送られま

す．さらに地域にある防災当局のほうにも送られま

す．ということで，もし噴火の前兆などを科学者た

ちが察知した場合にはどうこうどうするかというこ

とが計画で決められておりますが，この後の私の計

画ですが，私はマイクを次の発表者に渡したいと思

います． 
 

 
司会：チアヴェラさんにお願いします． 
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ベスビオ避難計画の詳細（つづき） 

The National Emergency Plan Vesuvius and 
 “The Major Emergency Simulation Exercise-MESIMEX 2006”- 
  Vesuvius volcanic risk 

ステファノ・チアヴェラ イタリア防災省防災専門官 

Stefano CIAVELA, Presidency of Council of the Ministers,Department of Civil Protection 
 

チアヴェラ：まず最初に荒牧先生にお礼を申し上げ

ます．私にとって日本に来るのは初めてのことです．

皆さん，大変温かく，思っていたとおり素敵な人ば

かりだと思いました．今朝，いろいろ発表を聞きな

がら，有珠山ですとか，伊豆大島のこととかメモを

とってまいりました．どのような計画が富士山噴火

に際して立てられているのか，いろいろメモを取ら

せていただきましたが，ベスビオ火山についてお話

をする前に，イタリアの行政区について少しお話し

したいと思います．それによってイタリアの防災省がどのように機能しているか，よりよくおわ

かりいただけると思います．20 の地域に分かれております．それから，110 の州，さらに 8000
以上の市町村に分かれております． 

 ご覧いただけますようにそれぞれの地域，一つ以

上の州が集まっております．それぞれの州はいくつ

かの市町村が集まったものでできております．また，

特別な自治権を持った地域もありまして，とは言い

ましても国という単位ではもちろんまとまっており

ます．イタリアといいますと，よく北部イタリア，

イタリア中央部，南部というふうに分けて考えます．

いま私たちが作業をいろいろしているのは南部と言

われておりますカンパニア地方であります．ここが

私たちが検討している避難計画の対象となっており

ます． 
 なぜわれわれの省が作られたのでしょうか．1982
年に作られましたが，それ以前はなぜなかったのか．

1982 年 11 月，非常に大きな地震が南部イタリアを

襲いました．2000 人以上が亡くなり，１万人がけが

をしたと言われています．このときに全国的な支援

というものが国レベルでは行われませんでした．こ

れは問題であると考えられました．もちろん救助に

当たる人たちはたくさんいました．被災者を助けてはくれたのですが，うまく全国レベルでの調

整は取れなかったわけです．ですから，一部の地域では大勢の人たちが救出活動に当たった，と
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ころが一部の地域ではだれも来なかった．なぜなら

ば，救助活動の調整が行われていなかったからです．

ということで，これをきっかけにしてイタリア防災

省か作られました．救出活動だけではなく，さまざ

まな緊急事態に対応できるようにということで，三

つの側面を見ることになりました．まずは予測，そ

れから減災，さらには復旧，復興というように三つ

の側面から見ております． 
 さて，防災省ですが，首相直属となっております．

一つの省というわけではなく，首相直轄の組織とな

っております．そして，諮問をするような役割を緊

急事態に当たっては負います．全国的な緊急事態と

いいますのは，三つ，四つあるいは五つ以上の市町

村に影響が及ぶような緊急事態であります．地域的

なものであるかもしれません，全国的に広がるもの

ではないかもしれませんが，非常に大きなものであ

って，たくさんの人材などを投入しなければならな

い，そういう緊急事態を想定しております． 
 まず，防災省，あるいは防災部門，八つのオフィ

スからなっております．それぞれがそれぞれの役割

を担っております．緊急事態担当のオフィス，予測・

予防といったことを担当するところ，ロジスティッ

クを担当するものなど，いろいろあります．ただ，

ここでわかっていただきたいのは，われわれ自身の

航空機などを持っております．四つのヘリコプター，

航空機が三つあります．ですから，もし緊急事態が

発生したら，われわれはすぐに現地に飛ぶことがで

きる．そして，最初の評価を行うことができます．

また，私たちの組織のあり方によりまして，500 人

ほどがかかわっているところですが，これはローマ

に設置されております．ほかの地域に散らばってい

るのではなく，ローマで組織を作られておりまして，

リスク面，技術面，ロジスティックを担当する者，

緊急事態，プレス対応といった人たちからなるチー

ムを作っております．そのような形にしておくこと

で，緊急事態の際，きちんと機能できないという問 
題を避けようとしているわけです． 

 地域間をまたいで，どこが境界線であるとか，管轄圏がどこにあるということで問題が起こる

という話をよく聞きます．大島のほうでしたでしょうか，警察官の署長，消防署の長，どっちが
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何をするのか指令・命令系統で混乱があったという

話があったと思います．そういうことを避けたいと

考えてこのような組織だてにしております．とにか

く問題の解決に当たるということです．どんな理由

であっても，道路が寸断されてしまったら，あなた

の管轄区なのか，私の管轄区なのかということでは

なく，とにかく道路が通れるようにすることが大事

であると考えて，このような組織だてにしておりま

す． 
 もう一つ大切なことは，私たちの組織では 12 の省

庁があります．大臣です．場合によっては専門分野

が重なることがあります．例えば保健省，赤十字が

あります．それからボランティア団体，それから自

治区の関連，ですから，保健担当の人たちがいろい

ろなところにいます．だれが活動の調整をするので

しょうか．こういうところでも問題が発生すること

があります．ただ，私たちがその上にいるというこ

とで，われわれが調整をし，決定をするということ

ができます．例えば，内務省，これは警察を管轄す

るところにあります．経済，金融，それから農業政

策，森林局，この二つの部門のところにも別の形の

警察部隊があります．国防省，ここにもカラビニエ

リと言われる警察部隊がありますが，こういうそれ

ぞれ違ったところにいる似たような役割を負うとこ

ろ，これを調整するためにも必要である．もし全国

的な緊急事態が起こった場合には，実働委員会とい

うのができます．これが防災省の下に作られます．

これによって指令・命令系統を一括化，一本化することになります．ここにはありとあらゆる人

たちの代表が加わるということになります．陸軍，空軍，海軍，全国の衛生保健関係からイタリ

アの赤十字，同じような任務に当たる二つの部門の人たちにも来てもらって，同じ一つの部屋で

相談をしてもらうわけです． 
 意思決定をするというのはもちろん大切なことであります．その意思決定にかかる時間という

要素は非常に重要になります．時間こそがここでのエッセンスになります．遅れれば人の命が失

われる事態にもなりかねません．また，運ということも大切であると思います．先ほどの発表の

中でもどなたかおっしゃっていたと思います． 
 さて，意思決定のプロセス，まずどういうニーズを人々が持っているかを見なければなりませ

ん．また，情報を定期的に，あるいは適切な形でメディアに出す．それから政治的な意思を持つ，

環境の状況を見る．ナポリでは非常に独特の環境状況があります．ナポリに住んでいる人たちは

ほかの地域の人たち，イタリアといってもほかの地域の人たちとは違います．別に悪く言うつも



 83

りで言っているわけではありません．でも，そういう現実があります．ナポリの人たちはサンジ

ェナーロという町を守る聖人がいるのですが，1631 年の噴火の後，この聖人が噴火を止めたのだ

と信じております．だから，今もそうしてくれるだろうとみんな信じている点が問題です． 
 その次が状況あるいは現象のさまざまな評価．科学者たちの間で評価が分かれるときには調整

をとっていかなければなりません．さまざまな考えを持っている科学者が集まるわけですから，

それをまとめるのは大変です．一人はもしかしたら噴火はまだ理論上起こり得ない．あるいは，

別の人はそうではないと言うかもしれません．でも，一つの声にまとめていかなければいけませ

ん．計画に際してはいま一つにまとめていかなければなりません．六つ目は救出活動の要請です．

どういうことが必要なのか．ロジスティックな面でどういうサポートが必要なのか，食糧面をど

うするのかを含めて考えなければなりません． 
 では，ベスビオ火山の緊急事態の計画です．科学者たちがそれぞれどういう役割を担っている

のか，大ざっぱなことを申し上げました．この計画ですけれども，イタリア初の全国レベルの計

画となっております．というのも，ベスビオ火山の噴火は非常に大きな大災害であるということ

を考えておりますので，国レベルあるいは国際的な支援も含めて検討し，計画していかなければ

ならないと考えています．これは全国レベルの緊急事態対応ということになります．地域は一つ

でありますが，全国レベルでの緊急事態というふうに考えています．なぜかといいますと，50 万

人以上の人たちを避難させるということになりますと，国レベルの緊急事態対策以外あり得ませ

ん．どこにこの人たちを送るかといえば，ほかの地域ということになるからです．総体的な計画

というのがあります．これが防災省であります．それから，18 の地域の計画があります．そして

さらに詳細な計画が練られますが，これはボランティアの人たち，ライフラインをどうするのか，

衛生面をどうするのか，エネルギー供給をどうするのかといった詳細にわたる計画です．先ほど

も話があったように，この計画は少しずつ進められており，防災省が担当しております．ただ，

ここで重要なのは地域ごとの計画です．市町村で作っているものです．いろいろな戦略を立てた

り，お手伝いは各地域に対して国は行うことができますが，地域独特のことをよくわかっている

のは市町村レベルだからです．ですから市長さんの役割が重要になります．市民によって選ばれ

た市長さんが，市民に対する責任を負っております．ですから，緊急事態計画，これは各市町村

は作らなければならない．義務となっております．でも，作らないところもあるようです． 
 1944 年に前回の噴火がありました．60 年間ずっと静かだったわけですが，少しずつ，このよ

うに建物がどんどん増えていきました．これは演習が行われる前に撮った航空写真です．人がこ

れだけ増えている，問題だということがおわかりだと思います．これだけ都市化が進んでいる背

景ですけれども，過去の災害の記憶が忘れられたということがあると思います．覚えている人が

いなくなった．記憶が薄らいだということであります．どんなひどい目に遭っても人間は忘れる

ものです．地震でもそうですし，洪水でもそうだと思います．川のすぐ近くに，洪水に遭ったに

もかかわらず忘れてしまうので家を建てるというのはよくあることだと思います．先ほどお話が

あったのですけれども，このトーレ・デル・グレコというところですけれども，私は電話を受け

まして，ここを見てくれと言われました．1944 年当時の地図ですが，今はどうなっているでしょ

うか．このようになっています．おわかりでしょうか．こんなに都市化が進んでいるわけです．

これは地元の自治体が悪いのか．原因はわかりませんが，噴火があった場合にどうなるでしょう

か．計画で実際に噴火が発生する前に，ここに住んでいるこれだけの人たちを避難させたいわけ
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です． 
 この赤い地区の人たちを避難させることが必要に

なりますが，同時に全員避難させたいわけです．ど

うしてかと言いますと，まず，この外側の人たち，

郊外から始めて中心部の人たちからやったほうがや

りやすいわけです．まず周りの人たちを避難させれ

ば，そこが道として空く，そして中の人が出て行く．

それはやりやすいかもしれない．しかし，心理的に

そんなことは無理です．周りの人たちが避難してい

るんだから，私だって早く逃げたいと人間は当然思

うでしょう．ですから，こっちから先，こっちは後

ということは無理です． 
 それから，やはり市町村の，市民の同意がなけれ

ばそんなことはできません．ですから，同時にここ

に住んでいる人たち全員の避難を発動させなければ

なりません．ということで戦略です．この火砕流の

スピード，破壊力を考えれば事前の避難が必要です．

実際に高いレベルの警報が発動される前に，避難の

開始が必要です．でも，全体の避難の機構が動くた

めには，まず警報が発生されなければいけないとい

うことになります． 
 ということでどうするのか．この赤いところです

けれども，まず最初に 72 時間という流れで書いてお

ります．まず安全な地域に動いてもらいます．さら

に今度は周りの地区へ移動してもらいます．だいた

い 18～20 ぐらいの自治体が動いてもらう．科学者

によりますと２日間だったら大丈夫ではないかと言

われるかもしれません．まず安全な地域に一時，とにかく動いてもらいます．そこで人命の損失

を防ぐ．そして，だいたいバスとか自動車などで移動してもらう．マイカーがある人は車，車が

ない人はバスということです．そして，さらに科学者たちのいろいろな勧告などに基づいて，こ

の地域で一時避難している人たちを，さらにカンパニア地域の外へと動いてもらいます．それは

姉妹都市関係のようなものを結んでおります．イタリアには 20 の地方があると言いました，18
の自治体があって，そこと姉妹関係のようなものを結んでおりまして，そこに避難をしてもらう

わけです．どうしてこういう姉妹都市関係のようなものを結ぶのか．何といっても 50 万人以上が

避難するわけです．どこかに収容することは無理であります．カンパニア州内で収容することは

無理です．ですから，州以外のところに避難してもらうしかないわけです． 
 このように地図を描いておりますが，これは船を使うということを描いていたのですが，今は

やめてそれは入っておりません．この姉妹都市関係を持つことによって，それぞれのアイデンテ

ィティを維持することにもつながります．そして，やはり長いこと避難も必要かもしれません．
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ですから，一時避難施設のようなところではもう耐えられないということもあり得るわけであり

ます．１カ月とか数カ月だったらいいかもしれませんけれども，それ以上になりますと，ナポリ

の人々にとってはそんな長期間，数カ月になるような期間，一時避難所で暮らすことは耐えられ

ません．ですから，姉妹都市になったところに移動して，そこで過ごしてもらうわけです．ホテ

ルであるとか，建物などをリストアップしておきまして，そういったものを利用するようにして

おります． 
 イエローゾーンに関してですが，ここの戦略はど

うなのか．カンパニア州，ここでだいたい 20 万人

ぐらいが降灰などで影響を被ると考えられています．

科学者たちの予想に基づいた数字であります．この

人たちについてはカンパニア州内のホテルや住宅な

どで避難してもらう．そして，レッドゾーンについ

ての避難ですけれども，まず警報を発する前に即時

に避難してもらうというのが一番であります．例え

ば，親類がいるとか，家族がほかの地区にいるとい

う人だったら，事前にどんどん動いてもらったほうがわれわれとしてもいいわけです．やはりわ

れわれとしてはいろいろ面倒を見なければいけない人，保護しなければいけない人が少ないほう

がいいわけですから．また，先ほど言ったように一時的な避難所へ車あるいはバスで移動しても

らいます．これは一時的なところです．そしてこれは州内です．そして，最終的に姉妹都市関係

のあるところへバスや車，列車で移動するということになります． 
 まず，安全地帯に一時的に移動すると言いました．

そこからさらに外へ行くときには列車も使います．

また，救出には海軍の軍艦にも出てもらうことがあ

ります．では，なぜ商船は使わないのか．いろいろ

調べて研究してみたのですが，船を使うということ

はそんな簡単なことではないということがわかりま

した．このような大きな船ですと，まず，あまり小

さな港には入れないということがあります．船その

ものが入れない．しかし，海軍の船で小型のもので

したら使うこともあり得ます．大規模な避難が必要となった場合，海軍が可能と判断した場合に

は，例えば 99 年のトルコの地震のときにも，このような大きな船が使われました．それから，ス

トロンボリ火山の避難のときにも使われました． 
 これは 18 の地方の人口などをこのように一覧でまとめました．ローマ大学の交通学部がまとめ

たものです．避難はすぐ近くの地域にも行われることが当然あります．それぞれの市町村に人口

が何人で，世帯数はどれだけで，１世帯あたりの人数はどれだけで，車両は何台あるのか．その

うちマイカーはどれだけ使えるか，バスがどれだけ必要かというのをまとめてあります．それか

ら，この場合，当然自動車は渋滞するでしょう．問題にもなりかねません．みんな家財道具をな

るべく持っていこうとか，いろいろなものを持っていこうという人があふれると思われるからで

す．2003 年末にこのような数字をまとめたのですけれども，合計で 55 万 1840 人という人口が
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出ております．世帯数にしまして 17 万 2000 世帯．

マイカーの台数が 30 万台ちょっと，そのうち 24 万

台ぐらい使える．そしてバスがこれだけの台数必要

というのがこのようにまとめられております．それ

から避難の流れがこうなるであろうと考えられます．

まず，幹線道路を使います．まず三つこのようにあ

ります．高速で行けるところと，真ん中と，さらに

下のレベルにありますけれども，大都市で午前中の

ラッシュアワーだったとすると，上り線，下り線と

混み具合がありますから，上り線であっても下りの

路線を使うとか，そういうことをいたします．この

ような流れ，まず北へ行く，イタリアの中央部に行

く道，南部へ向かう道という３本を使います．この

地域で一時的な避難が行われまして，さらに必要と

いうことであれば，さらに遠隔地へとそれぞれのい

ろいろな方向へ避難をしていくということになりま

す． 
 さらに，もう少し自動車路線，道路については比

べました．先ほどは一時レベルで３本の幹線，それ

から市町村レベルでこういった道路が使われるでし

ょう．そして，情報もきちんと流さねばなりません．

避難ということになった場合，ご存じのとおり，運

転する人たちは変な方向に運転されては困るわけで

す．都市部の道路ですと，例えばサッカーの試合の

ときなどおわかりでしょう．この道路も使える，こ

のような抜け道もあるとみんな知っていると思うの

ですけれども，例えばこっちに４キロ行った，そし

て反対の方向に行ったということにされてしまいま

すと困るわけであります．そして，普通のレーンで，

普通の出口をきちんとしてもらわなければなりませ

ん．これは市町村の境界のところですけれども，ナ

ポリはこのような形になっております．ここがマッ

サ・ディ・ソンマというところの地区の境界です．

こっちは隣の市町村です．ここが避難ということに

なりますと中核的な地区になります．これが都市部

の交通路ということで，交差点であるとか，ゲート

など．ゲートはとても重要です．これで安全を確保する．そして，ここからきちんと必要な地域

に入っていかなければいけないときに，そこを確保するという意味でも重要です．例えば，警察

がその地点に行かねばならない．そして，交通の管制を警察がするというときにも，こういった
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重要なポイントポイントを押さえていくことが重要

であります．それから，また，市町村長に対しては

きちんと手続きを定めてくださいと．出て行くとき

はこのルートを使う，みんなが待ち合わせをする場

所，集合場所はここである，ゲートはここですよ，

応急手当を受けられるところはどこです，公共の交

通などはこういうものがありますよということをき

ちんと定めてほしいと定めています．マイカーだけ

ではなく，公共の交通のときもこういうものがあり

ますということをきちんと定めておくことが重要で

す．市町村長はそれぞれの管轄地域の中で，きちん

としたオペレーションをするセンターを運営する責

任があります．そして，きちんと避難ができるよう

にしなければなりません．この重要な活動が必須の

いろいろな活動がありますけれども，例えば，郵便

局などの場合．非常に必須のサービスの一つである

と思いますけれども，われわれの郵便局などを使わ

なければいけない．そして，国レベルの郵便関係の

トップに対して必要な連絡をして，必要なときにどういうふうに手続きを取るかということも決

めておく必要があります．そして，エネルギー供給などについてもそうです．例えば，ガスのパ

イプラインなどについて，一つの例でありますが．この町ではメインのパイプラインが南部のほ

うに例えばあるかもしれない．でも，私は知らないということでは困る．エネルギー供給の会社

は当然知っていると思いますから，計画をちゃん

と知っておかねばならない．例えば，避難の後，

ガスの弁を止めるということが必要になるかもし

れません．それから，消防署もそういうことも必

要です．それから，この町の中で病院はどこにあ

って何カ所あるのかということも把握しておかね

ばならない．それから，こういったサポートがな

かったら，機能が十分できなくなるかもしれませ

ん． 
 私の時間はもうなくてってきたと思いますけれども，第１段階でリカバリーセンター，復旧セ

ンターというのがこのように人々が流れていくのではないかというのをまとめたものです．先ほ

どと人の数は違いますけれども，同じようにまとめております．それから，こちらのほうは一時

避難センターから姉妹都市を結んだところにどれだけの人たちが車やバスで移動しなければなら

ないかというのを，それぞれの二つの地区についてまとめたものであります．ベスビオ山の話を

してまいりましたけれども，計画を立てるという意味ではほかの火山でも同じです．例えば，2000
年，エトナ山が噴火して降灰がありました．58 の市町村に灰が降り注ぎました．２カ所のオペレ

ーションセンターが設けられています．ベスビオ山とエトナ山では違いがありまして，エトナの
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場合には溶岩流が多くて，毎日モニタリング，刻々

と時間単位でいたしました．そしてこの地区はどう

いうふうにするかということをそのようにして判断

したわけでございます．そして，この数値モデルを

使って科学者たちがいろいろ研究いたしまして，リ

ンガグロッサという町についてこのようにまとめた

ものです． 
 ですから，私も避難のための計画をいたしました．

例えば，こういうふうに分けました．各分野で戦略

的に何をしなければならないのか．例えば市長の家，公邸ですとか，どこにどれだけの人が住ん

でいるのか．そしてどれだけの人たちが自分たちで避難できるのかといったようなことを全部認

識した上で計画を立てなければなりません．二つの計画があります．状況が異なった場合のため

の二つの異なった計画があります．しかし，こういった計画は火山の噴火に対するリスクがある

ということを人々が認識していて，初めて実行可能なものであります．防災担当者は，まず十分

な訓練を受け，有能な能力のある人でなければいけません． 
 私どもの昨年 12 月に行った訓練ですけれども，

99 年からベスビオ山のための毎年の訓練を行って

います．2001 年にやめました．なぜかと申しますと，

イタリーで火山が噴火し，地震があったためにその

年はやめましたけれども，また 2004 年，2005 年は

皆様方よくご存じのイラン，津波，そういった国際

的な危機があったためにそれが行われませんでした

けれども，今年の末にはまた欧州委員会のほうでこ

ういった訓練を行う計画を持っております．これは

非常に興味深いことであると思います．ヨーロッパ

の場合，私どもはヨーロッパの防災タスクフォース

を作ろうとしております．この訓練もその一貫とし

て行われるものであります． 
 私はハリケーン・カトリーナから話をはじめまし

た．なぜかと申しますと，カトリーナというのは科

学界と実際の実務家の間の連携が全然取れていなか

った例と考えるからであります．これはアメリカの

新聞に出ておりましたけれども，大学というのは数

日前のことをやっているようである．どのような対応ができたかということを今になって検討し

ている．これは二つの科学界と実務者との間の連携が全然取れていなかったという一つの例を示

すマンガではないかと思います． 
 これももう一つの例でありますが，大きな問題があります．イタリアの場合ですと，津波が起

こったときに，イタリア人は自分の国に戻さなければなりませんでした．そういうことがあった

ので，ヨーロッパにおいては手続きを確立し，こういった緊急事態によって影響を受ける，しか
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も自分の国を離れているときに影響を受ける観光客の扱いについてどうしたらいいかを考えよう

としました．3967 人のイタリアの人たちが空中輸送によりまして津波のときには自国へ送られま

した．また，外国の乗客も 341 人はじめました．これで終えなければいけないということでしょ

うか．それでは次回日本にまいりましたときに，続きはお話しします． 
司会：ありがとうございました．その後に予定されていた総合討論については荒牧先生にお任せ

します． 
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第１日目閉会の辞 

 
荒牧：ちょっと質問の時間がないもので．ご存じのとおりわざわざイタリアからいらっしゃった

ものですから，しゃべることがいっぱいあって時間超過して残念でしたが，皆様，また報告も出

ますので，それもご覧いただいて，ご質問が特にありましたら，私たちを通じてイタリアにまた

質問を出すということもできます．きょうはとにかく４時きっかりに終わろうと思っているもの

ですから，これで終わらせていただきます． 
司会：本日の最後に閉会の挨拶として山梨県環境科学研究所，副所長の小俣から挨拶をします． 
小俣：本日は当研究所ならびに東京大学地震研究所と共催によります国際シンポジム「火山防災

と広域避難」を開催いたしましたところ，こんなに多くの皆様にご出席いただきまして，本当に

心より感謝をしているところでございます．また，イタリア・ローマ大学のロベルト・スカンド

ーネ先生をはじめとする，多くの先生方から大変貴重なお話をお聞きすることができました．皆

様方に至っても，これからのいろいろなことに対して非常に参考になるものだと思っております．

今後は皆様方の各部署において，本日の成果をいかんなく発揮されることをご期待申し上げてい

る次第でございます．本日は最後まで真剣にお取り組みいただきまして，ありがとうございまし

た．これで本日の会を閉じさせていただきます．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．これでオフィシャルには閉会いたします．ただ，何かご

質問があったり，何か DVD なんかも見せていだく，さらにご興味のある方はお残りください．

これでとにかくお開きにいたしますが，興味のある方はお残りいただいて結構でございます．ど

うも皆様，ありがとうございました． 
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有珠 2000 年噴火の際の 16,000 人避難 

Evacuation of 16,000 People During the Eruption of Mt. Usu in 2000. 
 

国土交通省 河川局 治水課長 関克己 

    Katsumi SEKI，Division Director, River Improvement and Management 
                      River Bureau, Ministry of Land, Infrastructure & Transport

  
 
The 2000 Mt. Usu Eruption 
 

At 13.07pm on 31 March 2000, Mount Usu erupted for the first time in 23 years (the 
previous eruption being in 1977). 

The government responded by mobilizing the legal and organizational framework 
developed following the bitter lessons of the Kobe earthquake in 1995. Mercifully, as many as 
16,000 people were evacuated from the surrounding area without a single human injury or 
death directly attributable to the eruption. This positive result can be attributed to a number 
of factors, including volcanic earthquakes and seismic activity forewarning of eruption, the 
activation of response structures prior to eruption, and the fact that a strong working 
relationship had been established during peace time, between volcano experts and local 
residents, allowing the local community to be well prepared for a volcanic event.  

I would now like to describe the disaster response measures taken at the time of the 2000 
Mt. Usu eruption, focusing mainly on evacuation. 
 
 
有珠 2000 年噴火 
 

2000 年 3 月 31 日 13 時 07 分に有珠山が２３年ぶり（前回は１９７７年）に噴火した． 
有珠山の噴火に対し政府は阪神淡路大震災の厳しい教訓を踏まえて整備された法制度や組織体制

を動員し災害対策にあたった．火山性地震という噴火の前兆がとらえられ，噴火の前に噴火に備

えた体制がとられたこと，平素から地域住民と火山の研究者との連携による有珠山噴火への事前

対応が図られていた事等から最大時 16,000 人にも及ぶ避難がなされたが幸いにも噴火による直

接的な人的被害は皆無であった． 
 この有珠山 2000 年噴火にあたっての災害対策について避難を中心に紹介する． 
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伊豆大島 1986 年噴火の際の一万人全島避難 

Total evacuation of 10,000 people during the 1986 eruption of Izu-Oshima volcano 
      

東京都防災専門員(主任) 笹井洋一 

Yoichi SASAI, Disaster Prevention Specialist (Chief), Tokyo M.G. 
 

The main features of the 1986 eruption of Izu-Oshima volcano are devided into two stages, 
i.e. Phase I and II. Phase I, from November 15 to 20, was the summit eruption at the central 
cone Mihara-yama inside the caldera, with fire fountaining and lava flow along the cone slope. 
Phase II was the fissure eruption, first on the caldera floor from 16:15 LT on November 21, 
followed by the one outside the caldera from 17:45 LT, both of which continued until 21 o'clock 
in the evening. The lava flowed down toward Motomachi, the largest populated area in 
Oshima Town. About 3,000 people escaped to the southern part of the island, where volcanic 
earthquakes began to occur when the fissure eruptions was almost over. Ground cracks were 
found on a road along the southeastern coastline, which implied that phreato-magmatic 
explosions could take place in the southern part of the island. The decision of total evacuation 
was made: All the inhabitants of more than 10,000 people left the island by ship during the 
night until next morning without any injury. 
  Officially, the total evacuation recommendation was issued by the Town mayor at 22:50, but 
people in the northern part of the island had already begun to escape from 19 o'clock. 16 ships, 
including passenger boats and military ships, were ordered to gather to the island as early as 
around 17 o'clock LT. Professor Daisuke Shimozuru, the chairman of CCPVE (the 
Coordinating Committee for Prediction of Volcanic Eruption), happened to visit the island just 
on that day, to whom important information on the volcanic activities was transmitted 
directly from Izu-Oshima Volcano Observatory (OVO, ERI) and from some volcanologists 
moving to the south with the refugees. Shimozuru's forecast for possible occurrence of another 
explosion was explained by himself to the headquarters, which resulted in the quick decision 
of the total evacuation order. All the key persons stayed at the headquarters room in the Town 
Office, including those of the commercial ship, electric power and telephone companies, which 
greatly helped the refuge action. The weather was unexpectedly good in spite of this season of 
the year, fine, no wind and no waves. People in the island are much more friendly and helpful 
with each other as compared with those in the cities. All these factors led to the success of the 
total evacuation without any practice nor fixed plan in advance. 
  However, serious confusion occurred in guiding the refugees because of two different chains 
of command, i.e. via policemen and via local firefighters. Another difficulty was that Prof. 
Shimozuru and volcanologists were obliged to make forecast on the coming volcanic eruption 
based on very limited and vague scientific evidences. This situation should be more or less 
common even to the present-day forecast in such an emergency, although we have now more 
advanced system of volcano monitoring. 
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1986 年伊豆大島火山噴火は，11 月 15―20 日中央火口丘三原山での山頂噴火(第 1 段階)と，11
月 21 日 16 時 15 分から 21 時頃まで続いたカルデラ内外の割れ目噴火(第 2 段階)に分けられる(山
頂噴火も再開し，深夜まで続いた)．第 2 段階で溶岩流が島の西岸方向に流下して，住民が南部に

避難した際に，島の南東部で火山性群発地震が発生し始め，地割れが発見されて，南東部でのマ

グマ水蒸気爆発の危険が高まった．全島民の島外避難が決断され，深夜から翌朝 5 時頃までにか

けて，1 万人余が島を離れ，一人の負傷者も出なかった．公式には 22 時 50 分に町長が避難勧告

を行ったとされるが，実際には 17 時の段階で船舶の準備が始められていた．たまたま島を訪問し

ていた下鶴大輔噴火予知連会長らが，複数研究者からの情報を一元的に掌握して噴火の危険度を

判断し，迅速に行政側に伝えたこと，行政側の指令中枢が町役場に集中して避難行動を指揮支援

したこと，好天に恵まれたこと等が，ぶっつけ本番であった全島避難成功の要因である．しかし

連絡系統の不備から避難誘導でかなりの混乱を生じたこと，火山学者は非常に限られた不確かな

情報で噴火危険度を判断せざるを得なかったことを，今後の教訓とすべきである． 
 
 
 
 
 
 
 

富士火山噴火と想定される災害 

Eruption scenario of Fuji volcano and expected disaster 
 

             内閣府地震・火山対策 参事官補佐  中村 浩二 

 Koji NAKAMURA, Assistant Director for Earthquake  
and Volcanic Disaster Management, Cabinet Office 

 
 富士山は日本の最高峰で体積約 400km3の大きな火山です．主に玄武岩(SiO2 49～55％)からな

り，側火山が約 100 個あります．過去に数多くの噴火記録がありますが，1707 年の宝永噴火以降

は 300 年近く噴火していません．しかしながら，2000 年に直下で低周波地震が多数発生し，あら

ためて富士山が活火山であることが再認識されました．これを契機に，富士山ハザードマップ検

討委員会で，富士山が噴火した場合の想定される現象をもとにハザードマップが作成されました．

同委員会で行われた被害想定では，宝永噴火と同程度の噴火がおきた場合，各種の災害が発生し，

最大で約２兆５千億円の被害が発生すると推定されました． 
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General volcanological introduction of Vesuvius 
and possible scenarios 

 
Roberto Scandone 
Professor of Physical Volcanology 
Dipartimento di Fisica, Universita’ Roma Tre, Rome, Italy 
Volcanology Expert of Italian National Commission for  
Prevision and Prevention of Major Risks 
 
Abstract 

Mount Vesuvius had a variety of different eruption styles, since the beginning of its activity 
about 25000 years ago. Effusive eruptions with the building of the Somma volcano were 
common between 25000 and 17000 years. Large and medium-sized explosive eruptions have 
characterized the time period between 17000 years ago and 79 AC. Medium-sized explosive 
eruptions and frequent effusive eruptions have been common until 1944. After a medium 
sized eruption in 1631 (VEI=4), the volcano had frequent effusive eruptions sometimes 
accompanied by strong strombolian activity. During this period there was a permanent 
activity like that of Etna, which ended in 1944 after an effusive-explosive eruption (VEI=3). 
The length of the current repose period is longer than any repose observed in the last 370 
years, but is not different from those observed before 1631. 
The volcanological record indicates that reawakening after long repose periods had different 
eruptive styles: from a major explosive eruption with VEI=5-6, to Violent Strombolian 
eruptions with VEI=3. Probability estimate rate the different events at 0.1 for VEI=5, 0.3 for 
VEI=4, and 0.6 for VEI=3.  
According to this possibility, three different eruptive scenarios (VEI=5, 4 and 3) are possible 
in case of reawakening of the volcano. 
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富士火山の避難計画 

Disaster management of eruption of Mt. Fuji 
 

             内閣府地震・火山対策 参事官補佐  中村 浩二 

 Koji NAKAMURA, Assistant Director for Earthquake  
and Volcanic Disaster Management, Cabinet Office 

 
 富士山の噴火に関する避難対策は，富士山火山広域防災検討会において検討されました．火山

の避難対策を考える場合，避難のタイミング，避難の範囲，避難の対象者とその行動というもの

が重要な要素となります．富士山の噴火前の避難計画では，まず避難する範囲をハザードマップ

をもとにして，火口ができる可能性のある範囲，溶岩流が３時間以内に到達する範囲，溶岩流が

１２時間以内に到達する範囲の３つのゾーンに分けました．そして，それぞれの範囲内にいる，

観光客，災害時要援護者，住民を対象にして，個々の火山情報（火山観測情報，臨時火山情報，

緊急火山情報）に応じた避難行動を定めました． 
 また，噴火時の避難計画では，噴火に伴う各火山現象の発生状況にあわせて一般住民避難範囲

と災害時要援護者避難範囲を設定して避難を行います．また，降下物と土石流については別途危

険ゾーンを定めて，それらの現象が起きる可能性がある場合に備えています． 
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環富士山火山防災連絡会報告 
 
 

１． 平成１７年度事業報告 
事業実施日 事 業 内 容 

平成 17 年 
4 月 11 日（月） 

環富士山火山防災連絡会設立総会（山梨県環境科学研究所） 
会長に富士吉田市長，副会長に富士宮市長を選出 
（注）連絡会の強化を図る目的で，山梨県側と静岡県側で会長，副会長を交互に受 

け持つ． 
設立記念講演：「環富士山火山防災連絡会の意義と可能性」荒牧重雄氏 

7 月 20 日（水） 富士山土砂災害対策連絡会（富士宮市民文化会館） 
話題提供：「平成１６年１２月の土砂災害報告」伊藤誠記氏（富士砂防事務所） 
講演：「２０００年有珠山噴火とその教訓」田鍋敏也氏（北海道壮瞥町総務課参事） 
講演：「火山災害と広域連携」池谷浩氏（（財）砂防・地すべり技術センター） 

10 月 13 日（木） 「２００５火山防災フォーラム」に共催し参加（富士宮市民文化会館） 
基調講演：「富士山ハザードマップ公表以後の課題」荒牧重雄氏 
ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ：「広域連携を踏まえた火山防災」 
（ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ）吉村秀實氏（富士常葉大学）パネラーとして会長，副会長が参加． 

10 月 31 日（月） 
 

第 1 回定期協議会開催（山梨県環境科学研究所） 
環富士山地域における災害時応援協定（案）について協議． 
研修会：「環富士山火山防災連絡会に期待すること」荒牧重雄氏 
   ：「富士山火山広域防災対策検討会 最終報告を受けて」 
    尾崎友亮氏（内閣府地震火山対策担当参事官補佐） 

平成 18 年 
1 月 30 日（月） 

国への要望活動の実施． 
内閣府防災担当，総務省消防庁，国土交通省河川局・道路局，気象庁へ富士山火山

防災に関する要望書を会長，副会長が提出． 

2 月 3 日（金） 山梨県への要望活動の実施． 
会長が要望書を提出． 

2 月 13 日（月） 第 2 回定期協議会開催（富士宮市民文化会館） 
災害時応援協定修正案の協議，来年度事業計画の検討． 
研修会：「富士山の火山情報はどのように発表されるか」山里平氏（気象庁） 

3 月 24 日（金） 静岡県への要望活動の実施． 
副会長が要望書を提出． 
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２．平成１８年度事業実施内容・予定内容 
事業実施日・予定日 事 業 実 施 内 容・予 定 内 容 
平成 18 年 

5 月 10 日（水） 
平成 18 年度総会並びに災害時相互応援協定調印式（田貫湖ふれあい自然塾） 
災害時相互応援協定調印式（１６市町村）山梨県側７市町村，静岡県側９市町村 
記念講演：「噴火災害と被災者支援」木村拓郎氏（㈱社会安全研究所） 

10 月 31 日（火） 第 1 回定期協議会開催（山梨県環境科学研究所） 
富士山火山防災情報伝達訓練（案）について 
構成市町村の備蓄品等の共有について 
研修会：「富士山溶岩流３次元マップ」について 熊切良行氏（富士砂防事務所） 
   ：「溶岩流について」荒牧重雄氏 

11 月 10 日（金） 国際シンポジウム「火山防災と広域避難」（山梨県環境科学研究所） 
環富士山火山防災連絡会が後援者として参加 
環富士山火山防災連絡会報告 

平成 19 年 
  1 月 26 日（金） 

富士山火山防災情報伝達訓練を初めて行う． 
 

  2 月  7 日（水） 第 2 回定期協議会開催（予定） 富士宮市役所 
富士山火山防災情報伝達訓練の反省 
次年度事業の検討 
研修会 

 
 
３．平成１９年度事業予定内容 

事業予定日 事 業 予 定 内 容 
平成 19 年 
   5 月中旬 

平成 19 年度総会（山梨県） 

11 月 25 日（日） 
  ～ 27 日（火） 

環富士山火山防災シンポジウム（富士宮市民文化会館） 
主催：環富士山火山防災連絡会・国土交通省富士砂防事務所 
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東京都伊豆大島の避難計画 

Refuge plan against volcanic hazards by Oshima Town 
and Tokyo Metropolitan Government 

 

         東京都防災専門員(主任) 笹井洋一 

Yoichi SASAI, Disaster Prevention Specialist (Chief), Tokyo M.G. 
 

This year is the 20th anniversary of the 1986 eruption of Izu-Oshima volcano, when all the 
inhabitants of more than 10,000 people had to evacuate from the island. Oshima Town and Tokyo 
M.G. are to conduct the hazard mitigation and refuge training practice against the possible 
eruption of the volcano, in which the eruption feature is similar to or more severe than the 1986 
event. It is assumed that the flank fissure eruption takes place at three different sites outside the 
caldera and that the population area is cut apart into three, i.e. the north, the western middle and 
the south zones, where the connection road along the east coast (with no population) cannot go 
through owing to thick ash fall. Such things could have occurred even in 1986.  
  The training practice is, however, aimed at how the local people can escape from the danger and 
survive without total evacuation from the island. Local people of 3,600, primary school pupils and 
students of junior and senior high school of 950 will participate in the refuge training. The Town 
Office, the Local Office of Tokyo MG in Oshima, Police, Fire Defence Board, The Self-Defence Force, 
Japan Coast Guard, private companies of commercial ship, life-lines and so on will join the training. 
The total number of persons amounts to 6300. 
  Apart from the practice in November 21, a simulation training will be done on November 20, 
which is aimed at the practice for decision making on the total evacuation by the Japanese 
Government, Tokyo Metropolitan Government and Oshima Town Office. 
  The population of Oshima Town decreased down to 9,000 for the past 20 years; the number of 
elderly and handicapped persons increased; road and harbor fascilities are greatly improved but the 
passenger ships of Tokai Kisen Company reduce to only two. In particular, the power-line supply 
and the telephone communication would be seriously damaged if the assumed volcanic hazards 
would occur. 
  Oshima Town and Tokyo M.G. intend to revise the hazard mitigation plan for volcanic hazards, 
on the basis of the defects which will be brought to light during the whole process of the practice on 
November 21 this year. 
 

 全島民避難を経験した 1986 年伊豆大島噴火から丁度 20 年の本年 11 月 21 日に，伊豆大島において 86

年噴火と同様な火山災害を想定した東京都・大島町合同総合防災訓練が実施される．山腹割れ目噴火が

3 箇所で発生，溶岩流によって島の北部，中部，南部の 3 地区に分断されことを想定する．住民が島内

にとどまることを前提にした，避難誘導，救出・救護，ライフライン復旧等々の訓練である．住民(3600

人)と小中高校生ら(950 人)を主体に，町役場，大島支庁，東京都，警察，消防，自衛隊，海保，ライフ

ライン関連会社，東海汽船等，総計 6300 人の参加が予定されている．これとは別に，前日 11 月 20 日

に，気象庁の火山情報を基に，内閣府，東京都，大島町が災害対策本部を立ち上げて島外避難も想定す

る，という図上訓練(シミュレーション)も行う．この 20 年間で大島町の人口が 9000 人弱となり，介護

施設が新設されて要介護者が増えた，島内避難道路や港湾施設は改善されたが，東海汽船の大型客船は

2 艘に減っているという，防災環境にかなりの変化があった．この訓練で明らかになった問題点を踏ま

えて，大島町と東京都はより現実的な地域防災計画「火山編」の見直しを行う予定である． 
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National strategy on mitigation programs 
including massevacuation 

 
Roberto Scandone 
Professor of Physical Volcanology 
Dipartimento di Fisica, Universita’ Roma Tre, Rome, Italy 
Volcanology Expert of Italian National Commission for  
Prevision and Prevention of Major Risks  
 

At Vesuvius, a major source of uncertainty, for the adoption of protective measures before an 
eruption, derives from the ignorance of the actual type of precursors. We do not have instrumental 
data of any reawakening after a long repose period, and we do not know if there is any difference 
that can help to understand the style of the impending eruption. Our only data of precursors are the 
historical accounts before the eruption of 1631 and those occurred since then. These precursors 
signal important variation in the height of the water table, possibly indicating changes of the stress 
field around Vesuvius, and seismic swarms occurring shortly before the eruption. In some cases also 
an advance of the coast line was observed, suggesting inflation of the volcanic edifice. 

Better structural model of the volcano should help to understand in more detail the nature of 
these phenomena. 
The high density of population in the area around Vesuvius compels to take high level of caution in 
case of unrest of the volcano because of the uncertainty of the eruption style. 

The mass evacuation of 550000 inhabitants living in the close proximity of the volcano is required 
if precursors indicate a high probability of eruption. The current efforts of the scientific community 
are devoted to understand the nature and character of the precursors and the evaluation of the 
associated probability.  

The evacuation simulation of October 2006 provided a better understanding of the different 
phenomena that may occur before the occurrence of an eruption, and the need to develop 
alternative scenarios of precursors, as well as a capacity to react to rapid changes in the state of the 
volcano. 
 

The National Emergency Plan of Vesuvius and 
“The Major Emergency Simulation Exercise 
 - MESIMEX 2006” - Vesuvius volcanic risk 

 
Chiara Cardaci –   Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, 

via  Vitorchiano 4, 00189 Roma, Italy 
Phone: +39.06.6820.2329 
Fax:     +39.06.6820.2440 
E-mail: chiara.cardaci@protezionecivile.it 

 
Stefano Ciavela – Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, 

via  Ulpiano 11, 00193 Roma, Italy 
Phone: +39.06.6820.2912 
Fax:     +39.06.6820.2936 
E-mail: stefano.ciavela@protezionecivile.it 



 100

Considering the eruptive history of the Vesuvius we can foresee that if the activity reawakens 
within a few decades, the next eruption would be an explosive sub-plinian eruption. The possible 
scenario foreseen by scientists is the formation of an eruption column with an height of 15 /20 km, 
with subsequent fall of volcanic bombs and blocks around the crater and spreading of smaller wind 
bound particles such as ash and lapillus kilometres away, following the wind’s direction. After the 
collapse of the column there would be pyroclastic flows along the volcano’s slopes down to the sea. 
Another dangerous predictable phenomenon within this scenario would be the mudflows (lahars) 
caused by the heavy rain flow of the flimsy ashes settled on the steepest slopes of the volcano’s 
leeward areas. 

Being able to forecast the phase anticipating the eruptive phenomena, both for scientific purposes 
as for the civil protection it becomes imperative to continue to carry out an uninterrupted 
monitoring and study of the Vesuvius, ensured by the scientific Community which is an essential 
element in the Italian National Service of Civil Protection. 

When the Scientific Community will report the first signal of a reactivation of a volcanic eruptive 
phase, the  National Emergency Plan for the Vesuvius comes into action. 

The National Emergency Plan for the Vesuvius is now in progress and is coordinated by the 
Department of the Civil Protection and realised in collaboration with all the components of the 
Italian National Service of Civil Protection. This plan will constantly be updated in order to take in 
due consideration both scientific inevitable progress, continuous changes of the urban planning 
situation and the demographic growth of one of the most populated areas of the world.  

On the basis of the type and scale of the possible hazards, related to the expected eruption, the 
territory has been subdivided into two main zones, the “red zone” and the “yellow zone”. 

Inside the yellow zone, there is a smaller one that is called “blue zone”.  
The most dangerous 200 km wide area designated as the “red zone” refers to the one placed 

around the volcano; this area is potentially subject to be hit by pyroclastic flows and it includes 18 
municipalities around the Vesuvius. The Plan strategy is to evacuate the about 550.000 people 
living in the “red zone” before the eruption begins when the alarm level is reached. The evacuation 
will last 72 hours. The people will be gathered in a safe area, out of the risk areas, and will be then 
moved to the regions twinned with each of the 18 municipalities. 

   A wider area, defined “yellow zone” could be hit by pyroclastic parts (ash and lapillus) which 
are liable to accumulate causing an overload on the roofs leading to their potential collapse. Unlike 
the “red zone”, this phenomenon is not an immediate danger for the people. So there is the 
possibility to wait until the eruption has begun in order to verify, upon determining the wind’s 
direction, which will be the area affected by ash fall and consequently whether the population’s 
evacuation is necessary or not. The Civil Protection Department manages a specific tool to perform 
a daily simulation of ash fallout according the dominant wind and to evaluate the damage.   

 The “blue zone” could be affected by the danger of flooding and mudflows due to strong rainfall, 
caused by volcanic eruptions. 

From the registration of the first “precursory phenomena” until the restoration of a normal 
situation, the Plan foresees for each area the different actions to be implemented by the Civil 
protection system in order to face the emergency. 

The Emergency Plan includes the following alert levels: 
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 Attention: when monitored variables exceed their established thresholds; monitoring 
processes are further enforced and the civil authorities and the local population are 
promptly alerted. 

 Pre-alarm: the probability of an eruption has increased; all bodies involved in the 
emergency plan must enter a state of readiness and be dispatched on the area to be 
evacuated (red zone). 

 Alarm: the eruption is impending and people are evacuated from the red zone. 
 
In the framework of the Community Mechanism for Civil Protection, established by the Council 

Decision (2001/792/CE) of 23 October 2001, the European commission welcomed the Italian proposal 
to realize an exercise at community level on volcanic risk in the Vesuvius area. 

The exercise aim was to test and improve emergency procedures and to establish a common 
understanding with respect to working practices in emergency response. Especially it followed the 
development of the major Vesuvius volcanic emergency from the early warning phase up to the 
evacuation of the population from the risk area, before the volcanic eruption started.  

It represented an extraordinary opportunity to test the national mechanism of reaction in 
particular by the experimentation of the alert system, the control of the communication procedures 
among the various decisional and operative levels involved, the link between the scientific 
Community and the civil protection Authorities,  the use of the principal emergency exit ways 
established by the Emergency Plan, the activation of the intervention model for the cultural 
heritage protection and the joint effort coordinated by the Italian Regions twinned with the 18 
Municipalities of the area.  

The simulation of the evacuation took place according to the methods and procedures established 
by the National Plan of emergency, involved about a hundred people from each Municipality. They 
were received in six “check point” areas, out the area at risk. 

The active involvement of the population during the exercise facilitated the dissemination of 
information related to the potential dangers linked to the volcano and increased risk awareness and 
more in general, the culture of civil protection. 

In this framework was tested, for the first time, the Member States effectiveness in responding to 
major emergency by testing models of intervention of VETs (Volcano Experts Team) and FASTs 
(Foreigners Assistance Support Teams). 

So that, the exercise provided the opportunity to experiment the procedures of the European 
Mechanism of Civil Protection in the context of an emergency linked to volcanic risk aiming at 
“networking and sharing” the expertise and the technical-scientific experiences coming from the 
various participating countries, besides at developing for the first time in Europe a method aimed at 
activating the diplomatic structures during emergency situations within a wider and more complex 
civil protection system. 

Four Member States took active part into the exercise – France, Spain, Portugal and Sweden – 
with experts from the Vet and Fast teams. 

Observers from other EU Countries, the Candidate Countries and those of the European 
Economic Area also were present besides various international organizations from the United 
Nations agencies as well as NATO.  
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富士山における避難計画 ―富士山火山広域防災対策基本方針― 

Evacuation plans of Fuji volcano eruption 
 

内閣府防災統括官付企画官 三浦 知雄 

Tomoo MIURA, Director for Earthquake  
and Volcanic Disaster Management, Chbinet Office 

 
 

１． 富士山の噴火 

宝永地震，１７０７年の噴火 

1999年から2000年：深さ１５ｋｍ付近で低周波地震が多発．→活火山として再認識 

２． 富士山火山広域防災検討会の設置 

 同検討会を設置して，富士山火山広域防災対策基本方針を策定． 

３． 富士山火山広域防災対策基本方針について 

① 平常時から噴火時までの広域防災体制確立 

② 広域避難体制の確立―ハザードマップに基づく避難範囲の設定と火山情報に応じた避難体制（噴

火前避難） 

噴火前の計画としてはハザードマップをもとにして，火口ができる可能性のある範囲，溶岩流が３

時間以内に到達する範囲，溶岩流が１２時間以内に到達する範囲の３つのゾーンを定義．それぞれ

の範囲内にいる，観光客，災害時要援護者，住民に対して火山情報（火山観測情報，臨時火山情報，

緊急火山情報）に応じた避難行動を定めた． 

    噴火時は，噴火に伴う各火山現象の発生状況にあわせて一般住民避難範囲と災害時要援護者避

難範囲を設定して避難を行う． 

  ③応急・復旧対策 

  道路・鉄道等の交通規制，降灰対策，被害の拡大防止対策，広域応援要員の 

 受入れ，被災者への経済的支援など 

④ 対策の効果的推進 

県，市町村の合同訓練など広域連携による火山防災対策の推進，火山防災に 

 関する調査研究の推進と成果の防災対策への活用， 

 全国活火山の火山防災対策への反映など 

４． 地域防災計画への反映 

  静岡県富士宮市の例 

５． 全国の火山防災対策に向けて 

  ガイドラインの策定に向けて                   
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General volcanological commentsand national strategy forVesuvius eruption 
 
Roberto Scandone 
Professor of Physical Volcanology 
Dipartimento di Fisica, Universita’ Roma Tre, Rome, Italy 
Volcanology Expert of Italian National Commission for  
Prevision and Prevention of Major Risks 
 
 

The reawakening of volcanoes is a complex process of which we lack a complete knowledge. 
The transition from a state of quiescence to that of eruption may last days or even years and the 
ultimate causes of such processes are unknown.  

Two basic processes may be responsible of magma ascent: the pressurization of a magma chamber 
or the weakening/variation of the mechanical properties of the rocks above the magma. The 
traditional belief that all precursors are related with the ascent of magma at shallow level may be 
overrated, as, in some cases, magma ascends to the surface only in the last stages of a volcanic crisis 
with high velocity. Recent researches suggest that in some cases, a fracture network caused by 
stress accumulation may form weeks or even months before the actual ascent of magma. The 
occurrence of these processes may increase the probability of magma ascent thus providing 
long-term precursors, which could permit a better planning of the incoming crisis. 

The current studies on Vesuvius are supported by National Civil Protection, through the Istituto 
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, and are aimed at a better understanding of the working of 
Vesuvius as well as to an understanding of the possible precursory signs before an eruption. The 
close link between the scientific community and the Civil Protection is developing an entirely new 
experience with the development of a common language as well as the uncertainties of the decision 
process deriving from the forecast of volcanic activity. 
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