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はじめに
火山の噴火による災害にはさまざまなものがありますが、富士山をはじめとして多くの日本の火
山では、溶岩が流れ出して山麓に広がり、田畑山林を焼き尽くし、町や都市を破壊するという現象
が最も重要な災害のひとつとして考えられます。平安時代には富士山の北西麓で大噴火があり、大
量の溶岩が噴出して、湖を埋め、広い森林を破壊しました。現在の青木が原樹海は、この溶岩流全
体を覆っています。
溶岩が流れ下る速度は遅いので、人間は歩いて逃げることができ、人命の損失はありませんが、
建物・構築物など、社会的、経済的に重要な資産は溶岩流の前には無力です。しかし、過去には、
何とか溶岩流の流れる方向を変えたり、流れそのものを食い止めたりしようとする努力がなされた
例がいくつかあります。
本シンポジウムは、イタリアとハワイの火山の溶岩流制御の実例について紹介し、また溶岩流の
流れを変えたために地域住民の間で発生した争いの様子など、地域社会への影響などの問題につい
ても話をお聞きしました。イタリアからは、エトナ火山で活躍している第一線の研究者、ソニア・
カルヴァリ博士と・チアラ・カルダッチ博士を、ハワイからは、ハワイ火山観測所のジェイムズ・
カウヒカウア所長をお招きして、溶岩流制御についての研究最前線についてのお話をお聞きしまし
た。また日本で行われた溶岩流制御の試みについても紹介し、溶岩流の流れ方をコンピュータで予
測し、防災・減災に役立てたり、土地利用計画の参考にする試みなども議論しました。
富士山をはじめ、日本の主だった活火山について作られたハザードマップを、実際にこれからど
のように活用し、災害の軽減に役立てるかということが今後の課題ですが、そのひとつとして、溶
岩流の予測をしたり、流下方向を変えたりして避難や減災に役立てることがあります。火山学の最
先端の知識と社会学・土木工学的な技術を組み合わせて、溶岩流をコントロールし、それに伴って
起こり得る社会的な問題の解決法を追求するための方法を日本と外国の研究者、行政官などが集ま
って討論する会議です。このような会議は日本ではもちろん初めてですが、世界でも大変珍しいも
のです。しかし、火山災害の一大要因である溶岩流災害の問題については、最近の科学とテクノロ
ジーの進歩を十分に考慮に入れた、いわば新世代の防災戦略のよい例であるということができます。
これは、専門家の間でも高く評価されるべきものであると同時に、日本における将来の防災対策に
すぐに役立つ方法論を提示するものです。
議論の内容は高度な部分もありますが、一般の方々にも開かれたシンポジウムでありました。ま
た、翌日１１月３０日には、一般市民向けの講演会を開き、イタリア・エトナ火山とハワイ・キラ
ウエア火山の噴火の様子や災害を防ぐ活動などを分かりやすく話していただく講演会を開きました。
最後に、このシンポジウムを開催するための準備や、シンポジウム当日に円滑に議事が進行する
ように力を貸していただいた皆様に心からお礼を申し上げます。
2004 年 12 月

山梨県環境科学研究所 所長 荒牧重雄

目

次

はじめに
開会の挨拶
荒牧重雄 ...................................................................................................................... 1
ハワイの火山における溶岩流制御の歴史と技術
James P. Kauahikaua ................................................................................................ 3
エトナ火山の溶岩流の特徴と溶岩流制御
Sonia Calvari ............................................................................................................... 17
1983 年三宅島噴火と 1986 年伊豆大島噴火
荒牧重雄 ....................................................................................................................... 30
三宅島と伊豆大島における溶岩流制御の試み
鈴木正弘 ....................................................................................................................... 34
富士山麓における溶岩流制御の実地訓練
笹本勝相(輿水達司) ..................................................................................................... 47
エトナ１９９２作戦 （ビデオ）
Chiara Cardaci .......................................................................................................... 55
富士山溶岩流の特性
海野 進 ....................................................................................................................... 58
溶岩流防災の政策、戦略
藤田英輔 ....................................................................................................................... 71
溶岩流の数値シミュレーション
日高政隆 ....................................................................................................................... 77
ハワイにおける溶岩流災害の社会的・法律的・政治的諸問題
James P. Kauahikaua ................................................................................................ 90
エトナ火山における溶岩流制御：
イタリア防災局による実―技術上の観点と社会的・法律的問題点
Chiara Cardaci .............................................................................................................104
閉会の挨拶
窪田幸雄 .......................................................................................................................113
実行委員会 ..............................................................................................................................115

2004 年 10 月 29 日

09：30

おはようございます。それでは、これから溶岩流国際シンポジウム 2004 を開始します。私は本日
の全体の司会進行を担当する山梨県環境科学研究所の輿水と申します。どうぞよろしくお願いしま
す。
まず最初にアナウンスすることは、あそこにありますように今日は同時通訳が入っております。
日本人の方は多分、多くは日本語で発表されると思いますし、外国の方は英語ということになると
思います。出てくる言葉はチャンネル 1 が日本語、チャンネル 2 が英語ということですので、ぜひ
お使いください。
本日の全体の流れは、午前中コーヒーブレイクをはさんで、前半後半の二つのセッションで、お
昼をはさんで午後は前半と後半のコーヒーブレイクをはさんで二つ、この四つのセッションの後に
総合討論を行います。以上のような構成になっております。
ではまず、開会の挨拶を山梨県環境科学研究所所長の荒牧より行います。
9：30− 9：45 開会の挨拶：荒牧重雄
9：30− 9：45 S．Aramaki：Welcoming comment
皆さん、おはようございます。今日はよくお
集まりいただきましてありがとうございます。
これから一日、溶岩流の制御とそれに関係する
防災の問題について議論していただこうと思い
ます。
テーマは限られていて専門的でございます。
しかし、非常に面白いテーマだと自分で思って
おりますが、その中身、そのいいところはこれ
からお聞きになる、ないしは討論に参加してい
ただく内容で自ら分かるのではなかろうかと思
います。まず、お願いはインフォーマルにということです。これだけの人数で、しかもかなり専門
性が高い、専門家の方々が多いとお見受けしますから、討論はインフォーマルにぜひお願い致しま
す。時間も適当にやるというと言い方は悪いですが、なるべく余裕を持って組んであります。コー
ヒーブレイクなども長くとってありますので、そういう時にはぜひ講師の人と直接議論をして頂き
たいと思います。プログラムの最後に私の富士山のハザードの話が載っていますけど、これも一種
のクッションとして、時間がなくなったら失礼ですけど、止めさせていただきます。この問題は皆
さんよくご存知の話だと思いますので。そういうことで全体をインフォーマルにやっていただきた
いと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
この会の為にわざわざ外国から 3 人の専門家が来て頂きましたので、とりあえずその方々をご紹
介させていただきたいと思います。最初に、ハワイ。今月から新しくハワイ火山観測所の所長にな
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られたジェイムス･カウアヒカウア博士です。それからもう一つはイタリアですね。特にエトナ火山
ではこの溶岩流の制御についてすでに非常に長くから努力されています。そういうことでお二人来
ていただきました。最初はソニア･カルヴァリ博士です。主として火山学的な見地から、溶岩流を、
いかに観測して戦ってきたということをまずお話いただきます。それから今度は中央の防災省の防
災局の火山防災の方の担当であるところのチアラ･カルダチ博士。この方は主として防災がらみの話
をしていただくということでございます。どうぞ皆様、この 3 人の人に食いついて、先進国である
アメリカとイタリアで、どういうことをやっているかということを聞いていただきたいと思います。
ちょっとスライドを見て頂きます。(映画が英語で流れる)というわけで、ご覧のようにですね、こ
れは非常に業界の中では有名なアイスランドにおける、国を上げての大作戦で、溶岩流を食い止め
たというお話ですね。これは水をかけてくいとめました。色んな方法があるわけですが、溶岩流全
体を食い止めたいというのは、ある意味で噴火次第、噴火がどう動くか次第ですが、向きを変える
ということは、いずれの場合もトライできるかもしれないというので、これからお話いただくよう
なことがいろいろ書いてあります。
ダム、堤防を作って、色んなものを使って堤
防を作るようなやり方であるとか、それから溶
岩チャンネルとか溶岩堤防、溶岩堤防というの
はこの上の方の堤防とは全然違いまして、ご存
知の通り、溶岩流そのものが流れるときに溝に
なって自分自身は真ん中を流れて両側は少し高
くなる。それも溶岩の一部なんですが、要する
にそういう堤防を作っているところを爆破した
り壊したりすれば、そっちにこう溢れてそれで
向きが変わるだろうと、そういうようなことで
あるとか、それから溶岩トンネルというのが途中にできていますから、そいつを潰すと溢れて別方
向へ流れるとか、いろんなやり方を今日お話ししていただきます。最後に水を掛けるというのがあ
りましたけど、これは日本でもアイスランドを手本にしてちょっとやってみたというお話が今日ご
ざいます。こんなようなことを頭に置いた上で、本題にいよいよ入っていこうと思います。特に何
かご質問ございますか？というわけで、どうぞ皆様、各お話の後に、ないしは休み時間にご自由に
ご議論いただきたいと思います。ありがとうございました。
それでは午前中、初めの 2 つのセッションの司会をいたします静岡大学の海野です。では最初の
講演、『ハワイの火山における溶岩流制御の歴史と技術』HVO のジェイムス･カウアヒカウアさん、
お願いします。
9：45− 10：15 J．Kauahikaua：ハワイの火山における溶岩流制御の歴史と技術
9：45− 10：15 J．Kauahikaua：History and technology of lava flow control attempts for
Hawaiian eruptions
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History and technology of lava flow control attempts for Hawaiian
eruptions
James P．Kauahikaua
USGS Hawaiian Volcano Observatory
Hawaii has a long history with lava flow control techniques, but with limited success．Aerial bombing of
flows from the 1935 and 1942 eruptions of Mauna Loa succeeded only in demonstrating how the technology
might work．In neither case was the target lava flow meaningfully changed．Series of several rock wall
barriers were built to deflect lava flows around properties and towns during the Kîlauea eruption of 1955 and
1960．The only succeeded in delaying the destruction for hours to days．Only feeble attempts have been made
to use water cooling to affect the movement of lava flows．All have been unsuccessful．
Presently, the only lava diversion barrier in the United States protects a federal atmospheric monitoring and
research facility located high on the slopes of Mauna Loa．Built in 1986，it is so far untested．
While we have learned much about lava flow mechanics and see the possibilities of lava flow control, we in
Hawaii still have mixed opinions about its effectiveness．
本日の発表ですけれども、ハワイにおいて
溶岩流を制御しようという様々な試みとその
結果についてまとめたものでございます。
そもそもなぜ溶岩流制御かということです
けれども、こちらで赤いところはまだ活動し
ている、
この 200年間に活動があった溶岩流、
そして背景にあるのはこのハワイ島の様子で
ございまして、大きく 5 つの火山があります。
赤いところというのはほとんど 24 時間以内
となっています。24 時間以内にその吹き出し
た所から溶岩が海についたということです。
例えば、右の方では 12 キロほどのところで
溶岩が分かりました。すごく速く溶岩流が進
むと言うことが特徴と言えるでしょう。そし
て、溶岩流の制御において大切なのは、そも
そもその溶岩流の自然の性格がありますので、
これをアイキドなアプローチを使って、制御
したいと考えています。要するに、自然の様
子がどうなっているのかを見て、その特性を
活かして流れを変えたいと。
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このパホイホイのものとアアのものとあります。チューブができますと、通常はそれが溢れまして、
それから例えば屋根を破ったりして、また新しい流れを作ってということになります。左側のです
けれども、下の方に新しいチューブが 2 本できるようになっています。こちら右側の所は元々1 本
あったそのチューブが 2 つに別れた物とお考え下さい。こちらの方は 3 つの違うその溶岩流が海岸
にあるカラパナという街に到達しております。それから断層によるここの崖がありますので、本当
ならまっすぐ右下に行くところを右上の方に溶
岩流が曲がった結果になりました。これにたま
たまその断層により崖があったので、街の方に
行ってしまったという不幸な例です。
もう一つ考えなければいけないのが、海とい
う水があり、また熱としても大きな存在がある
ということがあります。先程申し上げた街が赤
い矢印のところにあります。それでここに崖が
あるので街の方に行きました。今度は海に沿っ
て、水によってさらに向きを変えられました。
ですが、やがて時間が経ちますと、やはり海底
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につながる流れとなります。また、基本的に自然な水の流れに沿って流れる傾向があります。元々
の水の流れがあります。1881 年のものはこのように川と一緒になってオロナイヨという所に沿って、
ヒロの街に到達しました。

溶岩流制御に関して、それからもう一つ、ここの所から出てくるものがあって、それから火山錐
体の周りに噴石が溜まります。その積もったものによって溶岩流の方向が制御されることがありま
す。これは 1984 年のマウナロアの噴火の結果できたものです。ここの所が崖になっているんですけ
れども、そこが破れた所から溶岩流が流れると、元々は左に曲がるところが多いんですけれども、
少し分流のような形で手前の方にも流れてくるものが出てきます。
ハワイのその溶岩流制御の例を幾つか言いたいと思います。1935 年から 6 年の噴火の時には爆発
物を使いました。この４つ、キラウエア、マウナロア、フアラライ、マウナケアという 4 つのハワ
イ島の火山が出ております。このウムラウトがありますけれども、これはハワイのアルファベット
と言うのは特殊なものがありまして、その背景があってこういうウムラウトがついた地名がありま
す。

11 月 21 日に噴火が始まりまして、マウナロの時には大体この山頂部で溶岩流が始まります。そ
れからその所からリフトゾーンに沿って行きます。まず最初に始まりまして、通常は地下を暫く行
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ってどこか山腹から出てくる形になります。1935 年の時にはこの辺の所で 1900 メートル程の所で
できました。そしてこの鞍部の所、マウナケアとマウナロアの鞍部の所にちょうど出てきました。
ゆっくり流れていく流れになりました。ですが、ここの角の所でヒロの方に曲がってきたので、こ
れは何とかしなければいけないということで、爆発物を使うということが決断されました。
これはマウナケアから通ったところです。こ
この所でちょうど噴出口がありました。10 日後、
パホイホイのこの光っているところが段々この
鞍部に近づいてきています。それで爆撃をする
ということは決まっていました。さっきの矢印
のところがその標的です。ここが、元々の溶岩
流の出所です。ここに溶岩チューブができてい
ました。これは実はあまり成功する場所ではな
かったと思います。200 キロ級の爆弾を落とし
ました。こちらがその下の方の噴出口です。こ
この所に爆弾を落としました。こっちの上の方は、多面体で出ていますけれども、その溶けた溶岩
の所に落としてやるという、要するに硬い溶岩を壊すのではないというのが狙いでした。ですが、
実は爆弾がその溶岩チューブの天井を壊すということもしませんでしたし、そもそも決まっていた
そのチャンネル上になった、溝状になった溶岩の流れを壊すというようなこともしませんでした。
そして、また実際に爆弾で不発になってしまったものもありました。
この結論、こちらヒロの 1935 年の時の映像で
すけれども、6 日後に流れは止まりました。爆撃
を行った 6 日後に溶岩流は止まりました。溶岩
流が遅くなってきたなというふうに観測者が見
ているところで爆撃が行われました。それで、
トーマス･ジャガー氏はやっぱりこれは爆発を
行ったから良かったんだと言ってましたけれど
も、後になって地質学者が調べたところ、たま
たまこれはそういうタイミングになったことで
あって、爆撃が功を奏した訳ではないと結論を
出しています。たまたま噴火のサイクルの最後
の方に行われたということです。
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2 つ目の爆発物を使った例として、1942 年です。1935 年のものが後ろ、右の方に見えています。
42 年の方はこちらの手前の方、やはり一番初めは山頂の方です。7 月に始まりました。何日か経っ
てから山腹のもう少し低いところから流れてきてヒロの方に溶岩流が向かいます。そして 5月 1日、
その前の日に爆弾を落とすことが決まりまして、5 月 1 日に爆弾を落とします。ここがそのベント
の所です。この所がその元になっている錐体です。ここの所にも小さな発生源がありまして、その
辺りに爆弾を落としています。ここのエリア、そのちょうどチャンネルになっている所、今度は溶
岩流の壁になっている所を壊しまして、少し流路は変わったんですけれども、本当ちょっと曲がっ
ただけで、また結局元の所に数百メートルで合流してしまいました。ですが、この噴火のサイクル
の最後の方になりますと、ここの元々の発生源のところの錐体が壊れました。そうすると、新しい
チャンネルシステムができました。これがその元の所の流れは左上に行っていたんですけれども、
ここのコーンの所が壊れたので、違う方向に流れが発生しました。それで 9 日後、噴火は収まりま
した。そして流れも一瞬違う方に行きましたけれども、あまり大きな意味はありませんでした。結
局、その溶岩流が遅くなったのはどちらかというとその元々のコーンの所が壊れたというところが
ありました。
それから 3 つ目の爆発物を使った例ですけれども、これは 70 年代の半ばに行われた実験です。
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これは爆弾を使って、活動していない
コーンを使って実際どういう効果が得
られるかということを調べるという、あ
くまでも実験的なものでした。この辺の
三角の所は 900 キロの爆弾を使った結
果、どういうクレーターができるかとい
うその深さと径が出ております。左の方
にあるのが、275 キロの爆弾を 1935 年
と 42 年に落とした時の効果です。要す
るに、今はもう少し、あの時と比べて、
爆発力があって、もう少し大きなクレー
ターができるし、その噴石も作ることが
できるということです。従って、爆弾を使う経
験でありますけれども、確かにチャンネルを壊
すことはできると、ただどこを狙うかというこ
とに関しては慎重でなくてはいけないと、成功
するために場所を選ばなければいけないという
ことになります。そしてまた、いわゆる発生源
のこの錐体の壁を壊す、弱めることできるほど
の能力があると。しかし、ここは非常に狭いと
いうことはありまして、全部これを完全にブロ
ックするだけの材料は不十分であったというこ
とであります。
それからもう一つ私たちが経験していること
があります。それはバリアを使うということで
あります。私はここでアドバンス、エマージェ
ンシーという 2 つの言葉を使っております。エ
マージェンシーというのはいわゆる緊急時、非
常事態が発生してから作られるバリアであると。
これは例えば、明日こういった溶岩流を阻止す
るために今日作るといった為のものであります。
そして私たちハワイではこの二つを経験してお
ります。
まずはこの緊急時におけるバリア、これは 1955 年、そして 60 年の噴火の際に使われたものであ
ります。最初のもの 55 年はこちらであります。これは岩崎キャンプと言う、農業キャンプ、これを
保護するためのものであります。一時、成功を収めたんですけれども、キャンプは最終的には別の
同じ方向における溶岩流によって覆われてしまいました。そして、もう一つの方のバリアですけれ
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ども、これは短いものでありましたけれども、これは山田コーヒー農園を守るためのものでありま
した。

同じ場所でありますけれども、これは二つの日付が出ていますが、これはバリアによって多少方
向を変えることができました。しかしながら、同じ場所におけるこの写真でありますけれども、こ
れは先程のものに重ねたものであります。このように溶岩流が覆ってしまったと、結果的に農園は
やられてしまったということであります。もう少しそれを分かりやすく、ここでバリアをお見せし
たいと思います。35年のもの、これはもっと大きな溶岩流がここに流れてしまったわけであります。
けれども、今回はここにバリアを設けたということであります。

さて、これはこういった壁、バリアを作る為の統計でありますけれども、これは例えば 1 時間当
たり何立方米かと、ブルドーザーで持って積み重ねることができるかということで、これは非常に
速いものであります。それからまた 60 年、これはもっと大きな噴火でありまして、37 日間続いた
ものであります。かなりこの地域に被害をもたらしたものであります。さて、その大本でのこの噴
火口でありますけれども、これはここの所が噴火しております。ここの場所ですが、この周辺の場
所、ここはなんとか救いたいとカポホという所ですが、ここに学校があったと、灯台があったと、
そして沿岸警備隊の人々の住居があると、そしてまた高級住宅地もあるようなそういった場所であ
りました。
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さて、全て終わった段階でこれが
大体溶岩流の流れ、赤いものでこの
ローブが示されています。これは一
つの流れではありませんで、これは
枝分かれしているいわゆるローブで
あります。このように最終的に海に
到達したと、海によってまた、沿岸
に沿って方向が変わったということ
でありますけれども、他のローブは
横に行くと、まさに望まない方向に
行ってしまいました。このブルーの
所ですが、ここはバリアの位置であ
ります。南側であります。というのは、こちら側はもはや制御できないということで、この青いと
ころに設けております。振り返ってみまして、これは断面があります。この 3 つのバリアのセット
がありますけれども、この流れ、これは余りにも大きすぎてバリアでは阻止できなかったというこ
とになります。これはバリアですけれども、単に流れを減速させるだけでありました。それからも
う一つ、このバリアですが、これは余りにも即急に作られたと、その緩い噴石でもって作ったとい
うことで、その下を流れていってしまったというケースもありました。
3 番目の事例ですが、これは予め作られたものでありまして、これはマウナロアの気候観測所、
このマウナロアの頂上に近いところに作られた観測所を守るためのものでありました。非常に簡単
なウィッシュボーンの形をしたものであります。流れはこちらの方に流れてきて、そしてこちらの
方で掘削をしております。それでもってチャンネルを作るということで、これが唯一、アメリカに
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おいてテストされているようなそういった構造であります。
ということで、こういった緊急時に作られるバリア、これは単にその何時間を何日間に変えただ
けでありました。そして私たちとしてはそれでも避難する時間が稼げるという効果があります。そ
れからまた、高い角度にこれを設けなくてはいけないと、大概流れに対してフラットな角度で作っ
てしまいますけれども、そうではなくて高い角度が必要であります。そしてまた、その流れに対し
て上に相当する上手側の方、こちらの方は完全にクリアにするべきであるということになります。
バリアの上手側をクリアにするということになります。さて、これもまたどのようなスピードで作
られたかが示されております。そして、水を使ったことも何回かありますけれども、私たちが使っ
たこのスピードではあまり効果が上がらない。この流量ではダメであると。一方、このヘイマイに
おける 750liters/s という、これは効果があるんですけれども、私たちの場合、お遊びの域を出ない
ということであります。
ということで、全体の結論であります。爆弾
を使うというのは単に時間稼ぎに過ぎないと、
そしてこれでもっと方向を変えることはできな
いということであります。そしてまた、非常事
態によって作られるバリアもそうですが、これ
を作るに際してはその建設に使う時間と溶岩流
のスピードとの戦いであります。ですから、意
思決定のタイミングがとても重要であります。
そしてまた、放水、注水はきちんとテストされ
ていないと、いずれの方法をとったとしてもそ
のたくさんの流れがあるということになります
と、せいぜい数週間しか持ちません。ということで、何かご質問ございますでしょうか。
Q: アメリカの火山学者から聞いた話ですが、放水を行って、そのパホイホイを下の方、カポホで行
って、その時にかなり流路を変えるノウハウが出たというふうに聞いています。いろいろ議論があ
って、結果として流路変更というか、制御ということを諦めたみたいなことを聞いたんですけれど
も、水を使うことによって少しは効果がある場合もあるということで理解はよろしいのでしょうか。
A: そうですね。例えばここでバリアを作るという時には一番初めは溶岩流が出てきた時にこのバリ
アを当局は作ろうと考えました。が、ちょうど 2 つの火砕丘のある間の割と高度の高い所にありま
したので、これを作ってもし溶岩が来ると結局、それに反射する形で溶岩がカポホに行ってしまう
と分かっていたので、それを作る前にまず政府とかこの一帯の土地所有者が訴訟を起こさないよう
にというふうに求めたんです。でも、それが得られなかったので、最初のバリアはこっちの左の方
に作ることにしたんです。そっちの方はもう少し高さが低いところだったのでその溶岩流がそこに
当たったとしてもそこから反射して街に行くことはないからです。溶岩流が減速し始めたときには
やはり段々こう積み上がってきて後ろの方の街にも行ってしまった。そうすると真ん中のところに
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とりあえず、テンポラリーな形で作ろうということになりました。ただ、右の方の元々の計画の方
は実現されていません。最終的に許可は出まして、この真ん中のものは作ったんですけれども、多
分作られたバリアの中では一番いいものだったと思うんですけれども、残念ながらここに火砕丘が
あって、噴石丘があるんですが、ここに来た時に溶岩流がその噴石丘の下をくぐるような形で噴石
丘の反対側から出てきたんです。ですので、一番初めに予定通りのバリアを作っていれば、本当は
もう少し効果があったのかもしれないと思っています。これでお答えになっているでしょうか。
Q: 別の質問で、先程、カポホのサブディビジョンに関するものであります。1996 年だと思います
けれども、カラパナという名前でした。その場合にはそれは注水作戦をとってかなり頻繁に注水を
したということでありますが、私の印象では何かノウハウを得られたんではないかと、効果的にそ
の溶岩流の方向を変える方法を習得したんではないかと、ただ問題は法律の複雑の問題で、法律上
の理由からやらないと、こういった方向を変えるような試みはしないという結論に達したと伺って
ますが。
A: 89 年に溶岩流が徐々にこのバフラー・ビジターセンターの近くまできました。これはキラウエア
の噴火の際でありますが、これはかなり古い消防車を使ったものでありまして、運べる水のボリュ
ームが少ないと、せいぜいこれは表面を冷却してそして例えば木造建築物がそのまま火災にならな
いくらい、そのくらいに抑える程度のものでありました。当時そこにいた人間が言っていることで
すが、このようにどんどん水を運んだらしいんですが、ある水のタンカーが 5 分遅れたということ
で、5 分間は全く水が放水できなかったと、それで 5 分のうちに火災が発生してしまったという話
を聞きました。
Q: 溶岩流とバリアの向きとの関係についてお聞きしたいのですが、あまり角度をきつくしない方が
いいんじゃないかというふうに言いましたけれども、アア溶岩流の時には随分違うんではないかと
思います。具体的に角度としてどれくらいのものが適切なんでしょうか。一番効果を出すための角
度というのはどれくらいなんでしょうか。
A: それは知らないというのが一番簡単な答えになります。今のところ上手くいったケースが非常に
少ない、1回しかない、その時には角度的には確か 20 度でした。上手くいかなかったものはもっと
きつい角度だったんです。
Q: 堤防が成功しないと、効果がないというケースがあると思います。つまり本来向かった方向と違
う方向に向かってしまった、そしてある所は保護できたと、ところが別の所にそれが流れてしまっ
たという結果をもたらしたケースがあったと思います。ということで、お聞きしたいのはその流れ
の方向の変化、これをどうやって評価するんでしょうか。まず、作る時に何を想定してバリアを作
るのか。
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Q: 最初の防護構造物に溶岩流が到達した後に当初からこの構造物では流れが反射するだろうと、当
初、一番初めの防護構造物を設置されるときに別の方向に溶岩流は曲がってしまうだろうと予想を
立てて次のプロテクション･ストラクチャーを作られていますけれども、その流れを評価する方法は
どのような手法をとられたんでしょうか。ご経験とか、あるいは地図を読むというような操作が入
っているんでしょうか。
A: 溶岩流がどういった方向に進むかをいかに予測するかとお聞きされたと思いますが、こういった
非常事態をもって作られるバリアですが、現在すでに噴火が起きている状況の中で作られるわけで
あります。ですから、そういったケースの場合には私たちは現場でもって評価するしかありません。
幾つかマップはあったんですが、あまり良くなかったということでありますので、例えば、ある一
つの構造物の場合、これはもう推測でやるしかないと、こちらの方が低いから恐らくこういった方
向に行くだろうと、決して技術的なものではなかったと。これが 1960 年であります。もうちょっと
事前に作るバリアに関してはもう少し予測が必要でありますが、しかしこの時は即興で作られた、
民間でもって作られたものでありました。55 年から 60 年くらいの話であります。自分たちは土地
を守るだけが狙いのようなバリアでありました。
Q: プロテクション･ストラクチャーを作られて、それが完成をし、工作者が避難をするまでの時間
的余裕はどれくらいあるんでしょう。つまり溶岩流が防護構造物を作ったどれくらい後に到達する
という目安で構造物は作られるのでしょうか。
A: その時その時の判断でやっていました。一つのバリアは両側から作っていきまして･･･この辺の
バリアはいずれもこの最初の二つ、それからこっちの方、これは一方向から、要するに下流から作
っていく感じだったんですけれども、特に危険ではありませんでした。特にこのエリアではほとん
どのバリアは最初にそのバリアの反対側に溶岩流が着いてからももう少し作り続けた。両方向から
作ったのはこちらの真ん中のものだけで、溶岩流が非常に近くなってきて、働いている人達が熱い
と感じられるくらいになった時には下の方に移動してでもバリアの地区の作業は続けました。
Q: スライドで街がありまして、溶岩が左へターンして行ったと、こちらに断層があったお陰で地形
的に規制されて、街の方に不幸にして流れていった、海の方に流れていかずに街の方に流れて行っ
たというスライドをちょっともう一回見せていただけませんか？それで質問したいと思います。私
の質問はこの地形と溶岩が流れる向こうの低い方の地形との比高差、どの程度の比高差があったの
かというのが質問です。ここを流れるところの溶岩のそれに対しての厚さを教えていただきたい。
A: 最初の方のご質問ははっきりしなかったので、2 番目の方でありますけれども、こちらの方に断
層があるんです。このように溶岩流が段々この構造物の上を通っていくというような形をとるんで
すね。ですから、ここの部分はカバーされていくということであります。ですから、ここで断層、
崖になっておりますが、どんどんどんどん厚みが出てくるわけであります。これが終わりますと、
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この 20 メートルの高さの所、崖の上に立つことができるというような状況になるわけです。ですか
ら、これは大体厚みが 20 メートルくらいです。こちらは 25 から 30 メートルくらいでしょうか。
そしてパホイホイの溶岩流であります。ですから途中で膨張するというそういったことでありまし
て、どんどん注入されていくような形になりますが、複数の流れが出てきます。このように 3 つの
流れが出ていますよね。ですから、この最初の部分がカバーされていくような形になっていきます。
それから 2番目が最初のものによって方向が変わる、3つ目が 2つ目によってその方向が変わると、
どんどんどんどん厚みが出てきます。ですが、この辺にきますと多少、1 メートルくらいでしょう
か、断層の崖が出来ているような形になっています。これが最初のご質問のお答えになってますで
しょうか。
Q: もう 1 点ですが、山田コーヒー園と岩崎キャンプを守るバリアを作ったときに用地は予め地主の
方と約束をされていたのか、ないしは急にお願いに行って了解をとられたのか、その辺りを少しご
説明いただければありがたい。
A: このケースでありますが、岩崎キャンプと山田の農園のケースでありますけれども、地主の方が
バリアを作ったんです。ですから彼がこの土地を保有しています。彼らがブルドーザーを提供した
んです。多少政府からの支援もありましたけれども、基本的にはこれは私的な土地、私有地である
ということでありました。それで 60 年の噴火の時にはちょっと違っていました。ここにはその関係
する断層が複数あったということでありまして、例えばなんですが、ここの地域ですね。私たちは
この住宅地を救うためのこういった策をとっただけでありますが、このバリアを作る場所、彼らが
所有している場所ではないということで、外からの介入が必要でありました。例えば、ここでは政
府がバリアを作る人達を支援して、そして訴訟にならないように守るという政府の対策をとりまし
た。ですから今日の午後、もう少しその話が出来ると思います。その土地の問題とか法律の問題は
午後お話したいと思います。
Q: 長い間放水を溶岩流に行った時に水を使って溶岩流を冷やすとその結果として泥流などを起こ
したりはしないんでしょうか。
A: ハワイ島の場合はほとんど溶岩流、溶岩ばかりで、そもそもその土とかいう存在がないというこ
とがありますので、水を使ってしかもそれは海岸の近くでしか使わないんですけれども、その時は
そもそも堆積物とかがないので泥流になるほどの土がない、ドロがないというので、ハワイの場合
には余り心配しなくてもいいことになっています。
Q: ダムを作る、堤防を作る時の一つの、皆さん興味がある質問だと思うのは、今のお話で余り重く
ない岩のかけらばかりを集めると堤防が軽すぎて溶岩流が下を潜った例もあるということです。そ
れから一方ではこれからお話になるんですが、エトナではもっと大きなダム、堤防を作って、その
時はその辺の石をかき集めただけで十分だったという技術もある。その辺についてどういう物質だ
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ったら良くて、相手がどういう溶岩流だったらどうなのかと、その辺をちょっと議論していただけ
ないかと。
A: ハワイの場合には先程申し上げましたけれども、そこにあった岩石を使いました。1960 年の場
合にはほとんどパホイホイでした。厚いパホイホイでしたので、それを掘り起こして使ったと。そ
の防護構造物は糊口に作ったものとこっち側の方は噴石丘にくっつける形で作りました。結果とし
て溶岩流が通っていってしまったわけです。それからまた二つほど逆にバリアの上を通って溶岩流
が行ってしまって、そうするとそれを超えたところはすごく傾斜が急だったのでそれで結局バリア
を浸食してしまったということもありました。また、アア溶岩のクリンカーを使ったものはもう少
し密度が高かった。1955 年のバリアはアアのクリンカーを使っていました。ですが、別のスライド
見せたんですが、そもそもその時期がそのかけた時間が違うと、パホイホイをきちんと掘るのとア
アを掘るのと、アアというのは 2 倍速いスピードで掘れますので、そういう意味ではパホイホイよ
りも効果的には大きかった。それから噴石を使うよりもその時はアアを使うほうが、効果があった
ということです。ソニアさん、チアラさんのイタリア勢はいかがでしょうか。何かコメントありま
すか。
二つのケースを比較するのは面白いと思います。というのは、私たちはハワイで上手くいかないも
のがなぜかエトナでは成功しているということがあるんです。ジェイムスさんの言われたとおりで
ありまして、その 2 つの溶岩流の挙動が違うということで、パホイホイの場合は下に潜ってしまう
ということでありましたが、私たちの場合は上手くいったという違いがあります。それからもう一
つ面白いのは、その土地の形態、形状が違うと思います。ハワイの場合は非常にフラットな地面で
あります。ですからその溶岩流がどんどん蓄積しやすい、20 メートルくらいですか、簡単に蓄積し
てしまうようなそういった地形であります。一方、エトナの場合はそういう点はなかったと、もっ
と傾斜がきついということでありますので、溶岩流はその場合は流れやすい、蓄積はしないという
違いがあると思います。
おっしゃるとおりだと思います。ちょっとここに画があるか分かりませんが、ここで分かると思い
ますが、ちょっと誇張していますが、非常に垂直方向を強調していますが、私たちの傾斜というの
は非常に緩いものであります。一番きついところでも 8 度くらいでしょうか。そのくらいの角度で
あります。ですから非常にフラットであるということで、少なくともエトナと比べてですね。そう
いう意味ではおっしゃる通りだと思います。
私もソニアと同じ意見です。午後に予定されている私のプレゼンテーションの中でお見せする予定
のものがあります。2001 年と 2002 年の噴火のときの実例をお話したいと思っています。エトナの
場合には非常に上手く溶岩流制御がいきました。
それでは次は『エトナ火山の溶岩流の特徴と危険性について』ソニア･カルヴァリさん、お願いし
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ます。
10：15− 10：45 S．Calvari：エトナ火山の溶岩流の特徴と危険性
10：15− 10：45 S．Calvari：Lava flow features at Etna volcano and relate hazards
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Lava flow fields features at Etna volcano and related hazards
S onia Calvari
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Sezione di Catania
Etna lava flows are tipically aa, emplaced at peak effusion rates of the order of ~ 30-50 m3 s-1． Until recently,
both this flow type and high effusion rate were considered conditions not favouring the formation of lava
tubes． In fact, lava tubes were supposed to form essentially in pahoehoe lava flows and at moderate to low
effusion rates, generally below 2 m 3 s-1． However, recent work carried out on Etna showed that also aa lava
flow fields can hide extensive lava tube networks． These observations become extremely important when
evaluating hazard from lava flow emplacement, and especially during planning lava flow diversion,
containment or blockage． The eruptive activity at Mt． Etna volcano is characterised by effusive flank
eruptions every 5-10 years．Lava flow maximum length is controlled by effusion rate, which is in turn related
to vent elevation． Opening of low altitude vents commonly causes greater effusion rates and longer lava
flows． The surroundings of the volcano are highly urbanized, increasing the potential for lava flow output to
produce destruction of infrastructures． This situation triggers the need to find a way to protect houses,
buildings, roads and infrastructures from lava invasion． The first attempt ever to divert a lava flow was
probably carried out by the inhabitants of Catania during the 1669 eruption． Breakage of lateral flow levees
would have caused a temporary flow diversion at the front region, but extensive lava tube distributary systems
were already formed inside the lava flow field． During the last decades the importance of lava tubes in
increasing the maximum length of lava flows has been stressed out, not just in the case of pahoehoe fluid
flows, but also for the more viscous and slower aa lavas． Improved knowledge of the mechanisms of lava
tube formation allowed a better understanding of lava flow field expansion． Thus, breaking the master tube
system to divert lava in an artificial channel, making it cover previously emplaced flows, was another solution
adopted during long-lasting, tube-fed lava flow fields on Etna, when they were threatening villages．
皆様、おはようございます。
これからエトナ火山、最後の山
腹噴火が起こった時の我々の体
験についてお話したいと思いま
す。
1669 年に最初の大きな被害
が出たものがありました。これ
は実は富士山によく似ています。
3300 メートル、
そしてその山に
沿って、時には山腹でも噴火が
起こると、5 年から 10 年に 1
回の割合で起こっております。
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また、エトナ山には過去にどこで噴火したか記録も残されております。記録は 2000 年前にまでに遡
ります。1669 年の噴火、これが恐らく一番大きな噴火だったと思います。南側に 1700 メートルに
渡って割れ目が出来ました。そして溶岩がカターニアの街の方に行きました。これは 18 世紀の古い
地図です。カターニアの方に溶岩が流れているのが見えます。そして西側の村がちょうでここで破
壊されてしまいました。当時、カターニアの住民は本当に溶岩流を恐れていました。だからこそ、
この溶岩流の堤防の部分を壊して、そして村の方ではなく、村から離れて流れるようにしようと考
えたわけです。そして、近くの村の住民、カターニアに流れないで、違う村に行くのではないかと
いうことで、他の村の住民たちが大変恐れました。これが多分、最初の溶岩流制御の例になったと
言っていいと思います。そして恐らく今日の午後、もう一人の方からどういうことが行われたか説
明があると思います。
1983 年にも溶岩流制御が行われました。今回も南側でありまして、溶岩流南部に向かって流れ落ち
ていました。ここにニコローシとい
う村があります。防災省の人達、そ
れから当局がここに堤防を築こうと、
土で堤防を築こうとふうに考えまし
た。しかし、一番重要な制御の例は
恐らく 91年から 93年の噴火のとき
に行われたと思います。これは溶岩
流制御という面だけではなく、どう
いう溶岩流のメカニズムがあるのか
を分析する上でも重要だったと思い
ます。噴火の前、溶岩チューブにつ
いて知っていることは、今ハワイの
方から聞いたとおりだったと思いま
す。文章だけで特にパホイホイ溶岩
について分かっていたことだけだっ
たのです。この溶岩チューブ、ある
特定の条件の基で出来ると、そして
噴出率はほとんど毎秒 2 立方米程度
ということでした。アア溶岩につい
てはおよそ毎秒 30 立方米というぐ
らいで、これはチューブとは全く違
うということが分かってきました。
ということで、こうした溶岩チュー
ブについて理解をすることが大変重
要であるということが分かってきま
した。
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恐らくこの 3 世紀の間で最も長い
噴火期間だったと思います。1 年半
に渡って噴火が続きまして、2 億 5
千万立方メートルもの溶岩が流れま
した。ここには大きな谷があるんで
すが、8 キロにも渡っております。
そして 5 キロの幅がありますが、深
さ 1 キロほどの谷です。しかし、こ
れだけでもこれほどの溶岩、割れ目
から流れ出たものを収めきることは
できませんでした。そこで、ザッフ
ェラーナの村の方に流れていく、そ
ういう格好になりました。10 キロほど噴気孔から離れているところでありました。ということで、
ここに土で堤防を築こうという考えになりました。それによって谷の中に溶岩を収めておこうと、
せき止めておこうというふうに考えました。それがこの堤防の写真です。20 メートルほどの高さ、
200 メートルにわたって作られました。しかし、実はここから溶岩が溢れてしまうほど流れ出たの
です。同じバリアの写真です。ここに溶岩が見えています。どんどん迫ってきているのが分かりま
す。そして、92 年の 4月 7 日にはダムそのものを超えてしまいました。ここでは流れがそのダムに
覆いかぶさるような形になりました。何が起こったかといいますと、後ろにあった窪み、窪地の中
を全部埋めてしまいました。ここで悪かったのはここが非常に深くて急な谷でした。ということで、
これを越えてしまいますと流れが急に速くなってしまうのではないかと心配されました。というこ
とで、メインのチューブシステム、噴火が起こっているその傍で爆破して割れ目を作ることで、何
とか制御しようと考えたわけです。とにかく、噴火が終わる頃にこのような形で計画が行われまし
た。
その間データをたくさん集めておりました。私だけではなく、もちろん INGP のスタッフ全員で
集めました。ビデオ撮影をし、写真などを使いまして、長期にわたって分析を行いました。そうす
ることで一体何が起こったのか後で組み立てなおすことが出来ましたが、このエトナについてこの
次に噴火が起こるときに向けて色々な分析が起こる上で大変重要になりました。
この数字はキロメートルを表しております。そしてどれくらい 91 年から 93 年の噴火のときに溶
岩が流れていったか表しています。
まず、噴火初日、すでに 1 キロ溶岩が流れ出ております。そして 5 日過ぎますと 4 キロにまでこ
の溶岩が流れていってしまいました。スピードにしますと、一日 500 メートルというスピードであ
ります。そして、シシリーのエトナ山の基準で言えば、かなり速いのです。そして、次の 4 日間で
溶岩は少しゆっくりとした流れになってきました。ここに実は邪魔をするバリアのようなものがあ
ったからです。ここに峰がそのような役割を果たしました。そして、段々溶岩が折り重なるように
なって、どんどん厚みを増し、そしてそこにチューブが作られました。そして、翌年 1 月、防災省
はバルカランナの所に防災用の穴を開けまして、ということで、今までとは違う流れが出来上がり
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ました。そして別な溶岩チューブが元々の割れ目の近くに出来ました。ということで、この段階で
バリアは非常に上手く機能しておりま
した。そして 2 月になりますと、こうし
たチューブシステムがヴァレ･デル･ボ
ーヴェでは完全に塞ぐことができまし
た。92 年 4 月、最初の流れがダムを溢
れてしまうと、そしてザッフェラーナに
向かって流れるようになりました。その
頃にはこの溶岩チューブ、すでにしっか
りと出来ており、この段階ではかなり複
雑なチューブの仕組みとなっておりま
した。
割れ目付近で溶岩流制御を行った後、
どうなったかですけれども、92 年の 5
月ちょうどこの辺り、噴火口近くで行わ
れましたが、このチューブがここまで広
がっておりました。そして溶岩はこの下
の方でザッフェラーナに向かって流れ
出ようとしています。溶岩流制御により
まして、これまで流れた溶岩の上から流
すことができるようになりました。そし
て新しい溶岩チューブがこの上に作ら
れる格好になりました。しかし、この時
には噴出率はかなり低くなっていまし
た。今までの半分にまで下がっておりま
したので、新しいチューブシステムはあ
まり距離を伸ばしませんでした。3、4
キロのところまでしか伸びませんでし
た。これが 92 年 9 月の段階です。そし
てこの頃には少しずつ終息し始めて 3
月には噴火が終わっております。
2 つのチューブシステムが、そのある
状態がご覧いただけると思います。今回
はその溶岩流制御が、かなり効果があっ
たということもありますが、実際は噴出
率低下の貢献も大きかったわけです。デ
ータを分析した結果、溶岩チューブが発
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達していく様子が見えました。これはアア溶岩でもできると。それから毎秒 30 立方米という非常に
早い段階というのを噴出率あるいはその後の毎秒 10 立方米くらいのところでもできるということ
が分かりました。いずれもアア溶岩流だったんですけれども、何が大切かといいますと、エトナの
場合は溶岩流が非常に速いということで、すごく長くなります。パホイホイ流よりも長いものにな
ります。最初のところで出来る、しかも噴出率の高いところでできるということで、かなり長い距
離にその噴火が始まってから届きます。溶岩チューブがアア溶岩流でもできるということであれば、
いずれはもっと溶岩流源が普通にシミュレーションするよりも長くなってしまうという効果があり
ます。
3 つのメカニズムがあるということが分かりました。エトナにおける溶岩チューブ形成について
３つです。これも面白いことがありました。というのは、元々分かっているパホイホイ流から考え
ますと、溶岩チューブというのは元のところから始まって、その流れの先のところまでできる。で
もエトナの場合は違いました。
まず最初に溶岩チューブが固まるのはこの溶岩流の先端のところでした。そこが膨張できるよう
になっていると。少し周りに脹らんでいけるところです。さっきお見せしたところに戻りますと、
ここの所のセクターですね。4 日でこのチューブシステムができました。わずか 4 日で出来ました。
それから 2 つ目、もう少し割れ目に近いところですが、ここもやはり溶岩の流れの先のところです
けれども、そもそも 30 度の所のその割れ目があって、それを埋めるためには 10 から 20 日の作業
になりました。その天井が出来るメカニズムというのが、溶岩流の先端とは違いました。そもそも
溶岩流の高さが変わるということで、両側に撥ねている分の溶岩があると、それから内側に向けて
チューブの天井がどんどん脹らんでいくという成長がありました。最後に出来るのが真ん中のとこ
ろです。傾斜も中くらいのところです。5 度から 10 度くらいですね。このときに溶岩流はかなり幅
が大きくて 10 から 15 メートル程の幅がありました。その時にはその溶岩流の幅が大きいというこ
とがありまして、チューブはなかなかできない、建設するのに時間がかかると。溶岩チューブがで
きて閉じたというのはアアがその表面に集まってそれで熱い溶岩が下から来るので、それによって
固化したという作用がありました。
そういう 3 つのメカニズムがあって、
溶岩チューブが出来るということが、非
常に実はこれは溶岩流制御にとっても
大切なものになりました。というのは、
最初の溶岩流制御というのはそのメイ
ンチューブを壊そうということで爆破
をやったんですけれども、その時には実
はチューブがどこにあるか分かってい
ませんでした。そもそもチューブがある
なんてことも考えていなかったからで
す。そんなことはエトナには関係ないと
思っていたからです。
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こちらの写真はその割れ目のところ、ヴァレ･
デル･ボーヴェの西側のところなんですけれど
も、白いパッチが見えるでしょうか。最初のチ
ューブシステムが真ん中の所を右に流れて行く
んですが、ここの所、ちょうど真ん中のところ
で溶岩流制御の試みを行いました。これによっ
て、今度は第 2 の噴火段階によって 2 つ目にチ
ューブシステムが出来ました。こっちの方は全
く問題を起こしませんでした。これはそのチュ
ーブの中です。
これは割れ目の近いところです。かなり高さ
があります。これは噴火が終わってから 2 年後
に撮りましたが、まだ上部には熱いガスが集積
していましたので、なかなか大変でした。それ
から今までの噴火のデータを分析しまして、実
は非常に簡単な形の式で得るという、溶岩流の
長さを噴出量と関係づけることができました。
これは非常に簡単な式になっていますが、非常
に有効です。特にその噴出率は噴火の最初のと
きに非常に高いわけですけれども、こうします
とそのマックスでどれだけ溶岩流が長く行くの
かということが計算できま
す。
これは 2001 年の溶岩流
でも使われまして、この時
は毎秒 30 立方米の噴出物
があったんですけれども、
計算の結果、得られたのが
6．4 キロ、実際には 6．5
キロでした。
ここにご覧いただけます
ように、2001 年のこの溶岩
流源というのはかなり複雑
な様相を呈しています。7
キロの割れ目が発生しまし
て、それが色々な高さ、2000 メートルの標高のところまでにかけて広がりました。また、幾つか噴
気孔がありまして、そもそも溶岩の近くに行って、毎日噴出率を計算するのは難しかったというこ
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とがありましたので、ハワイ大学のアンディ･ハリスさんが非常に助けて下さいました。というのは
アンディさんが映像の画像を使って噴出率を計算して下さいました。ちょうど雲がないようないい
時、あるいは灰が出てこない時、特に割れ目の上の方から火山灰が出てこない時は噴出率を計算し
てくださって、一日 2 回その数字を送ってくれました。その数字を使いまして私どもではその最終
的な溶岩流のマックスの長さがどうなのかを計算することができました。このグラフが私どもの現
地で取ったそのデータ、それから日々の溶岩流のマッピングを打ったもの、それからアンディさん
から頂いたデータ等を使っています。この協力により非常な有効なデータが取れました。2002 年の
噴火のときにも同じような測定を行いまして、
この時には実は 2001 年よりもさらに複雑な様相にな
っていました。
この山頂部の所、それから 2 つの割れ目が開きました。北側の山腹と南側の山腹と両方です。結
果として 5 つの形、5 ヶ所で溶岩が噴出し、そして北部南部それぞれで溶岩流が発生しました。こ
の時には赤外線を使った熱線カメラがありましたので、ヘリを使って溶岩流源を見つけることが出
来ました。非常に役に立ちました。特にこの時には複数の流れがお互いに重なり合っていたもので
すから、実際に活動している流れはどこで、活動していないところはどこなのかを判別するのが難
しかったということがありました。それからチューブについても観ました。これまでの経験から溶
岩チューブがもし作られる場合には危ないということが分かっていました。
こちらの方が北部の方の割れ目、
2002 年の噴火の時です。割れ目が出
来ていて、それから溶岩流が何箇所
からか流れ出ています。スキー場と
かホテルも壊されてしまいました。
この時に地震もありまして、ちょう
どそのホテルの近くに割れ目が出来
てしまったもので、ホテルがやられ
てしまいました。また、大きな幹線
道路がありまして、リンガグロッサ
と他の街をつないでいました。また、
もう一つ別の、マレネヴァという道
の所につなぐ道路も塞がってしまい
ました。森の中で進んでいましたので、非常にマッピングをすることが難しかったし、森林火災も
発生していたということで、近くには行けませんでした。ですが、この赤外線カメラを使うことが
できましたし、ヘリを飛ばすことが出来て、これは防災局の方が用意してくれたんですけれども、
結果としてこの地形などと考え合わせて、溶岩流の様子を確定することが出来ました。煙もありま
すし、ガスもあるので、なかなか肉眼では分からないんですが、こうしたマッピングができました
し、また噴出率を得ることができまして、その結果として最大で溶岩流の長さがどれくらいになる
かということを予測することが出来ました。このときも 6．4 キロという結果が出ました。というの
はピークの噴出率がまた毎秒 30 立方米あったからです。こうした簡単な式と合わせて使っているも
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のもありまして、溶岩流のシミュレーションを使っています。セルラー･オートマタのモデルです。
これはカリフォルニア大学が協力をしてくれまして、何年間かかけてやってきておりますが、それ
によりまして、このモデルをかなり改善することができました。そしてエトナでの噴火に色々適用
することができます。
セルラー･オートマタ･モデル
ではどこに溶岩流が流れていく
かが分かります。また止まるの
かどうか、村に辿り着く前に止
まるかどうかも分かります。こ
こではシミュレーションをやっ
た所、毎秒 5 立方米、これを 13
日と計算したときに、ここに村
があるんですけれども、流れが
村に到達する前に止まっている
ということが分かります。この
北部の山腹噴火は 11 月 5 日に
は止まりました。しかし南部の
方では噴火が続いておりました。そしてまた溶岩流が折り重なるように流れ出て、そして 10、ある
いは 12 立米毎秒といったスピードで広がっておりました。スピードはかなり遅かったんですけれど
も、この時の計算では 4 キロまで届くというふうに言われておりましたが、これはサピエンツァの
辺りまで届くということになります。この地域の検査にとっては重要な場所になります。
またシミュレーションを行いました。セルラー･オートマタ･モデルを使いまして、どういう経路
で流れていくか計算をしてみました。ニコローシ、レガルナそしてビアンカビーラという村がある
んですが、この噴火では影響が出ないということが分かりました。ところが、11 月 25 日、新しい
流れがまた始まりまして、南の
方に広がりました。そしてレフ
ュージオ･サピエンツァの方に
流れていきました。
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これは熱線の写真です。そし
てこれに対応する写真が上の方
にあります。
この段階でチアラ･
カルダチさんがこの時の状況に
ついては細かい説明をしてくれ
ると思います。防災省でどのよ
うな手をとったか後で説明があ
ると思います。そして溶岩をま
さに説得するように別の方向に
流れるようにしたわけです。そ
してサピエンツァ地域の建物に
害が及ばないようにしました。

これはブルドーザーを使って作業している
ところの写真です。レフュージオ･サピエンツ
ァ地域を守るための作業の様子です。そしてや
がて溶岩の流れも止まり、1 月 29 日、2003 年
になってからですが、噴火も止まりました。

これは熱線写真ですが、まだ幾つか火口で活発に活動しているところがありました。
では、こうしたことからどんな教訓を得たでしょうか。まず第一に、単純な溶岩流、大部分はこ
のように比較的単純なものでありますが、それが村に及ばないようにどのように対応したら良いか
が分かってきました。二つ目、できるだけ早い段階で溶岩チューブが作られているかどうかそれを
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検知できるようにしました。また、一般の方々、そしてメディアを通し

て情報発信をする

ということも必要であることが分かりました。簡単な分かりやすいような言い方で、科学者の用語
を使うのではなく、一般の人にも分かるようにこういう作業をしていますと説明するのが重要であ
ると分かりました。また、科学者、メディア、そして一般の方々の関係から 90 年から 95 年にかけ
まして、雲仙普賢岳が噴火しました。ストロンボリ噴火、そしてエトナ山の噴火などから一般の人々
との協力からたくさんのことが分かったと思います。
95 年は 5 人の火山学者がいましたが、今では 25 人になりました。それでもまだ不十分です。こ
の溶岩流、そして緊急事態に対応する為にはまだ人数が不足しております。ですからやはり多くの
方々の協力が必要です。特に火山灰がたくさん降るような場合、そしてあちこちでサンプルを集め
てどれくらいの量が降っているのか計算する為にもその協力が必要です。そして実は一般の方々が
そのやり方を覚えて私たちを手伝ってくれました。そしてサンプルを私たちの研究所まで持ってき
て下さったのです。協力をして自分たちのためにやっているんだと誇りを持ってやって下さいまし
た。そして火山灰の量を知るというのは本当に大切です。というのも、建物の上に積もってそれが
壊れてしまうという可能性もあるからです。
ということで、火山が何をするのかを知るだけではなく、私たちが分かったことを一般の方々に
も情報発信するというのが重要であるというのが教訓です。ありがとうございました。
Q: 途中で聞き漏らしていたら申し訳ないんですが、溶岩が流れて、内部に溶岩チューブが存在して
いるというのを実際に計測する方法はありましたでしょうか。どのような方法をとられたのでしょ
うか。実際に噴火をして、その溶岩チューブの中を溶岩が流れているということを外部から検出す
る方法、計測する方法はありますでしょうか。どういう風にして、どのような方法で計測されたの
でしょうか。
A: 先程も説明しましたけれども、実は複雑なシステムになっていまして、3 年経ってそのデータを
分析した結果、そうしたことが分かったんです。その時にはそもそも何をすればいいか分からなか
ったんですが、ただハワイの方からはすでに色々な感想、気づいたことを教えてくださいました。
まずはとにかく全て溶岩の発生源を全てマッピングするということ。毎日どこから新しく溶岩が噴
出したかを見るということによってそのチューブがどういうふうになっているかということを追跡
することができます。また、その溶岩流源にも色々特徴がありまして、チューブがある時なりの特
徴があります。それからテュムラスですとか、スカイライトができていると、溶岩チューブのその
屋根が破れたようなその様子が見えるとか、その特徴を日々観察してそれをマッピングしていくこ
とによって、実は隠れたチューブがあるということを認めることができます。最近は赤外線カメラ
を使っていますので、実はより簡単になっています。その溶岩流源の所でその赤外線上でひびのよ
うになっていてその熱が出てくる所があるというのが分かりますので。
Q: 2 つ質問があります。まず一つ簡単なほうなんですけど、溶岩の噴出率から長さを求める式で噴
出率について長い期間に渡って溶岩が噴出してくるんですけど、その長さを見積もる時、毎日毎日
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見積もるのにその日だけのものを使っているのか、それともトータルの中の平均値を使って出され
ているのか、その辺を教えてください。
A: ピークの時の噴出率を使って最大の溶岩流の長さを計算しています。一番長い長さを計算するわ
けです。一旦火口が出来ますと一時期的には噴出率が減るんですが、その低い噴出率を使うのでは
なく、一番高いものを使って計算しておきます。これを特定するのが一番難しいんです。衛星写真
などを使いまして、色々やっていますが、最近計算できるようになりましたが、現場ではなかなか
分からないんです。2001 年の時にはラッキーだったんです。というのも、道路の上を溶岩が流れま
したので、私たちはその厚さを測りまして、そして道路の幅がありますので、それから計算して出
しました。そしてチャンネルの幅、流れの速さなどから出してみました。しかしもっと難しい場合
もあるわけですけれども、その時にはとにかく得られた最も高い率を使います。もし、チューブシ
ステムがあって、どこかで割れ目が出来たら、今度はそこの新しい火口で計算をし、その一つの流
れがどこまで辿り着くのか、その火口からどれだけ流れ着くのかということを計算していくわけで
す。セルラー･オートマタ･モデルなども使いまして、それではなかなか出来ないんですけれども、
私たちの計算式ではそのようにやっています。
2 つ目の質問は今の答えの中に入っていましたので、1 つだけでお終りにします。
Q: その衛星を使って噴出率を計算されるということについてもう少し説明していただけますか？
A: 実は私の専門領域ではないんですけれども、ハワイの方はその温度を、衛星の方から見ている熱
のデータを見て、それを変換して噴出率を計算しているんだと思います。衛星画像は色々な波長の
ものを撮っておりますので、そういったものを合算して何か噴出率を計算しているんじゃないかと
思います。
Q: 溶岩チューブについて、あるいは溶岩トンネルについてですが、赤外線カメラだけで十分なんで
しょうか。少なくとも出来ているかどうかということを最初に検知するということに役に立ちます。
特にその溶岩流源が非常に複雑になっている時に、とりあえず新しく火口がでてきている、溶岩流
が出てきている所があるのか見なきゃいけない。ただ、毎日ヘリコプターで飛ばすということが必
要になります。地面にいてはとにかく分かりませんので。ですが、私が関心を持ったのは噴火中に
溶岩のトンネルがどう出来ているかということ、フォローするのが大事だとおっしゃったので、そ
こに興味を持ったんですが、先程のご質問に対して、3 年かかってデータを分析したというふうに
おっしゃいましたよね。それで、ようやく溶岩チューブを検知できることが分かったというふうな
ことをおっしゃったと思うんですが、赤外線カメラはもちろん役に立つということですよね。
A: そうですね。今のところ最善の策です。ハワイでも使っていますし、溶岩チューブの熱的なとこ
ろを掴むのに非常に大切です。こういうことを申し上げているのも、私ども防災省にとって大切な
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ことは日々、どこにそのチューブが行くのかということを知ることが大切だからです。
Q: 今と関連するんですが、実際噴火している最中に溶岩チューブがどこを流れているかということ
を押さえるのが一点ですが、3 年かけて色々調べられてきたということを踏まえると、これまでの
噴火の歴史の中で、例えばエトナの場合で溶岩チューブの分布みたいなものを押さえておくと、次
も同じところを通るとか、そういった蓄積というのはやはり重要だと思いますか。例えばハワイで
は、同じような所を流れていると思うので、エトナの場合はいかがでしょうか。
A: はい。過去の蓄積のデータがあります。そしてカターニアの専門家の方々と協力をしまして、多
くのチューブの中にも入ってみることができました。ですから、これまでのチューブの地図もあり
ますし、アア溶岩の中に出来ているのか分かりません。パホイホイのチューブについては論文が 2
つしか作られてなかったと思います。表面がパホイホイなので、しかしチューブの中に入ってみま
すと、協力をしまして最初はアア溶岩がかなりの速さで流れていたと、例えば 1616 年から暫くの間
続いたと、1616 年から 1624 年まで。それからカターニアの方々の協力によりまして、色々なデー
タを集めることが出来ました。しかし中にはこうしたチューブは次の噴火が起こった時、また使わ
れる可能性があるということが分かりました。ハワイの溶岩チューブの方がより大きいんです。で
すからパホイホイがそこに流れていくのは容易なんです。エトナではそういうことはあまり起こり
ません。チューブは崩れてしまったりするので、大きいけれど崩れてしまう非常に弱い構造になっ
ていますので。特に 91 年、100 メートルにも渡って溶岩が積み重なると、折り重なるように積み重
なっていったということが分かりました。
質問の内容ではないんですが、日本で今のようなお話を使う時には、エトナはしょっちゅう噴火
してるんで、しかもアクセスがいいもんですから、噴火が始まってすぐに他の皆さんが行って、観
測が出来るんですが、例えば富士山で久しぶりに噴火すると、多分噴出率とか、ラバチューブのマ
ッピングなんかが追いつかないと思うんです。要するにフィールドワークなんかが。その辺は今日
いい教訓になったと思います。後は皆さん、ソニアさんがかなり強調されましたけど、実際には非
専門家との日頃のコンタクトというか、全体的には噴火がどうやって起こるかという基礎的な知識
を非専門家及び防災行政の人を含めてそういう人と上手く話し合っておくというのは非常の重要だ
ということを実はおっしゃっています。後で出てきますが･･･。そういうことを感じました。
Q: プレゼンテーションの最後の方で、住民の方が灰を集めて調査に協力をしたというお話を伺いま
したが、実際に富士山でも検討していく中で、灰が民家の屋根に堆積しまして家が壊れるというふ
うなことに対してどう考えるかというのが問題になっていますが、灰に対してのご経験があるのか
どうかというのを、もしあればご紹介いただきたいのと、イタリアの家と日本の家では多分構造が
違うと思います。例えば、木造の建物で 50 センチ溜まったら少し危ないんだという、何らかのスタ
ンダードみたいなものがもしあればご紹介いただければと思います。その 2 点が質問です。
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A: 火山灰は 2001 年のエトナ山の噴火の時に本当に大量に出たんです。そこで大きな問題が出てき
ました。空港も道路も危険になりました。灰がものすごく溜まっていってしまったからです。だか
らこそ住民の方々にサンプルを集めてもらってどれくらい降っているのか、毎日のその量を調べる
必要があったんです。木造の家はシシリアにはないんです。あったとしても数がありませんので、
重要ではありません。しかし 2001 年の噴火の時には 1平米当たり 40 キロもの火山灰が降ったんで
す。ですから非常に大きな重みがかかるわけですね。コンクリート構造であっても。これはニコロ
ーシの地域だったんですが。この重さ、乾いた火山灰でこれだけの重さです。雨が降って水を吸っ
てしまったら、特に噴火の後には雨が降るというのが付き物ですので、この重さはもっと重くなり
ます。幾つかの住宅が被害に遭うと、余りにも多く灰が重なっていたので大変なことになってしま
いました。それから排水溝が詰まるということがありました。市長の方も出来るだけ早くというこ
とで対策を考えなければなりませんでした。道路を掃いて、毎日キレイに清掃する。それから無料
でマスクを配りまして、人々が火山灰を吸い込まないように、吸い込んでしまうと危険ですから、
かなりドラマチックな状況でした。驚かれると思いますが、エトナ山ではハザードマップがまだで
きていないんです。ストロンボリでもそうです。恐らくはしょっちゅう噴火が起こっているから作
る暇がないということなんじゃないかと思います。今現在の噴火を研究するのに忙しくて、ハザー
ドマップ作りに時間が割けないということで周りの人達にとってもとても懸念になっています。来
年に向けてはハザードマップ作りに取り掛かれるように、少なくともその火山灰、溶岩流など、そ
の他の被害についても手をつけられればと考えております。
ソニアさん、ありがとうございました。それではここで休憩をとりたいと思います。11 時半までコ
ーヒーブレイクをとりたいと思います。
それでは 11 時半になりましたので、続いてのご講演に移りたいと思います。私、防災科学技術研究
所の藤田と申します。よろしくお願いいたします。まず、次の講演ですけれども、荒牧先生で『三
宅島 1983 年、伊豆大島 1986 年の噴火』です。
11：15− 11：35 荒牧重雄：三宅島 1983 年、伊豆大島 1986 年の噴火
11：15− 11：35 S．Aramaki：Eruptions of Miyakejima in 1983 and Izu-Oshima in 1986
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三宅島 1983 年、伊豆大島 1986 年の噴火
荒牧重雄
山梨県環境科学研究所
1983 年の三宅島の噴火では、長さ 4．5 km の山腹割れ目火口列から 15 時間以内に 2ｘ107ｔの
マグマを噴出した。最初の２時間の噴出率は 1700 t/s という激しさであり、阿古集落まで２時間 15
分以内に溶岩流が到達し、約 420 戸の住居を覆った。わずかに残った住居を守るため、３日間かけ
て海水を 4700 t 放水して、溶岩流の前縁を冷却した。1986 年の伊豆大島の噴火は、山頂カルデラ
内の三原山火口丘の火口から始まり、約１週間ストロンボリ式噴火を繰り返した。11 月 21 日、突
然カルデラ床に割れ目が生じ、高さ 1500 m 以上の溶岩噴泉が立ち上った。準プリニー式噴火が数
時間続き、約 1．6 x 105ｔのスコリアが東方山腹に降下した。噴火割れ目は NW−ＳＥ 方向に、長
さ４ｋｍにわたって雁行した。外側山腹の火口から流出した溶岩は、島最大の元町集落に向かって
流下し、数時間以内に人家の数 100 ｍ以内の距離にまで達した。この時点で溶岩流の速度を低下さ
せるために、海水を先端部に散布した。しかし、その時点で溶岩流はほぼ停止しかけていた状態で
あったので、散水による効果ははっきりと確認できなかった。

Eruptions of Miyakejima in 1983 and Izu-Oshima in 1986
S higeo Aramaki
Yamanashi Institute of Environmental Sciences
7

During the 1983 eruption of Miyakejima, a 4．5 km long fissure erupted 2ｘ10 ｔof magma within 15
hours．Eruption rate of the first 2 hours was 1700 t/h． The lava flow reached the village in 2 hours and 15
minutes to bury 430 houses．To protect the remaining houses about 4700 t of sea water was sprayed over the
front of the lava flow in 3 days．The 1986 eruption of Izu-Oshima started with Strombolian activity at the
central crater lasting about one week．On November 21、a 4 km long fissure opened on the caldera floor which
displayed lava fountains 1500 m high． Scoria fell on the eastern flank while a lava flow from the
northwestern flank threatened the town of Moto-machi．The lava flow reached the point only a few hundred
meters from the first house．Operation of spraying sea water was again conducted to deter the lava．
私のお話は次にありますお話の前座として予備知識みたいなものを申し上げようと思うわけであ
ります。2 つの噴火、三宅島 1983 年、および 3 年後の伊豆大島 1986 年。特に 1986 年の伊豆大島
の噴火というのは特に衝撃的でした、社会的にも。全島避難ということで、ご記憶されている方が
多いんじゃないかと思いますが。両方とも伊豆諸島にある火山の島でございますが、特徴としては
噴出する溶岩が、いわゆる玄武岩質であるということで、やや粘性が低い。そういう意味では私ど
もが今おります富士山と同じでございます。そう意味で似たような噴火のやり方といってもよろし
い。ただし、ご注意申し上げたいのは、日本で圧倒的に多い活火山は玄武岩質ではなくて、安山岩
質な溶岩を出しますので注意が必要である。
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1983 年の三宅島の噴火で、最初にものすごい勢
いで、割れ目噴火が起こりました。この左の上のほ
うはご覧のように赤い溶岩噴泉、ラバ･ファウンテ
三宅1983割れ目噴火１ 001.bmp

ニングというものでありますが、右下の方は黒い煙
が出ておりますが、これはスティーム･イクスプロ
ージョン、ないしはフレアティック･イクスプロー
ジョン、マグマ水蒸気爆発。なぜかというと、高度
が低くなるので地下水にぶつかって水蒸気が爆発
する。実際に下から上がってくるマグマは高い所と
低い所で組成は同じなんですが、噴火の様式はこう
いうふうに違うというわけです。
最初の 2 時間の溶岩噴出率というのはとんでも
ない量で、毎秒 1700 トン。その最初の噴泉の下の
部分から横へ溶岩流が流れ下ってきたという感じ

三宅1983割れ目噴火003. bmp

です。僅か 2 時間 15 分の間にこの島の中で一番大
きな集落である阿古の部落に、ここから流れてきた。
島で一本しかない都道、東京都の道、都道を超えて
しまった。400 戸くらいある集落のうちの 80％、
85％を埋めてしまいました。このスライドはまだ全
部埋めないで前進中、これはまだ前に向かって進ん

でいる最中のものです。
遠くからだと分からないかもしれないんですが、白いものがありますが、これはよく分からない
ですが、多分家が燃えているとか、そういう煙だろうと思います。まだ水はこの時はかけてなかっ
たと思います。
これ方向が逆ですが、今お示しした図はこんな感じ。ここから溶岩流がこう流れてきて、段々遅
くなったわけですが、なんとか残っている家を救おうというので、この赤い矢印の側から敵前上陸
をして水をかけた。この経緯は次に鈴木さ
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んがお話します。その拡大図ですが、この斜線部分、斜めの部分に水をかけました。
こんな感じです。この橙色のユニフォームの
人達は、今度の新潟地震でも活躍された消防の
精鋭部隊、それが東京本庁から派遣されて、作
業に当たりました。3 年の後、1986 年伊豆大島。
噴出物の大部分というのはカルデラの中に溜ま
りました。しかし、噴火の最後の方になります
と、割れ目がこういうふうにカルデラの外、外
側の斜面を横切っていく。そこから 1 本の溶岩
流はずっとこっちへ向かって流れてきます。
ここにある元町というのが伊豆大島で一番大
きな町です。私はずっと始めから終わりまで付
き合っていたんで、実に手に取るように覚えて
いますが、夜中ですから、溶岩流がやってくる
のがよく見えるんです。今にも来るぞという感
じで、これは大変なことになるぞというわけで
す。

最初はこういう感じでゆっくり、これはカルデラ内部でのゆっくりした溶岩。この時点では
みんな慌てなかったんですが、次にこういうすごい溶岩噴泉ができて、これで物事がめちゃくちゃ
になって、急遽、全員、島の外に脱出ということになった。
先程の最後の溶岩流が画面の右側からずっと流れ下っていく様子です。ここが元町の家の始まり
で、こっちへ向かってきた。そこで水をかけたわけです。これも海側から見た元町の集落です。そ
れで、ここからこう流れてきて、実はこの辺に東京大学地震研究所の火山観測所があったんで、
「来
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た、来た」と言って、やられるかと思って手に汗を握っていたんですが、幸いなことに隣の沢に流
れて行ったので大丈夫でしたけども。私の話はこれまでです。
続いて鈴木先生のお話で消防の貢献の話とかもされると思いますので、では引き続きお願いしたい
と思います。鈴木正弘様で『三宅島と伊豆大島における溶岩流制御の試み』ということでご講演い
ただきます。
11：35− 11：55 鈴木正弘：三宅島と伊豆大島における溶岩流制御の試み
11：35− 11：55 M．Suzuki：Lava flow control at Miyakejima and Izu-Oshima
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三宅島と伊豆大島における溶岩流制御の試み
Lava flow control at Miyakejima and Izu-Oshima
鈴木正弘

東京消防庁

Masahiro SUZUKI, Fire department of Tokyo
・

三宅島噴火災害
１９８３．１０．３ １５：３０ごろ三宅島雄山の南西斜面で割れ目噴火が発生し、溶岩流は３

方向に流出した。この内、西方へ流出した溶岩は阿古集落のおおむね９割を埋め尽くし、更に残存
家屋に迫った。
・ 調査・支援隊の派遣
東京消防庁では、東京都災害対策本部の要請を受け、発災当日、調査・支援隊（１次）を派遣し、
支援内容の把握に関る偵察活動と情報収集を開始した。溶岩流によって壊滅的な被害を受けた阿古
地域は、溶岩の先端部に 40 数戸の家屋が残っており、ときおり黒煙をあげて延焼しているのが確認
された。支援隊は三宅島消防団と協力し、偵察を兼ね海路から阿古に入り、携行した可搬ポンプを
活用して、残存家屋を溶岩の輻射熱から守るため注水活動を行った。
・ ２次支援隊の派遣
東京都災害対策本部は、国土庁から１９７３．１．２３に発生したアイスランド・へイマエイ島
での噴火災害において海水を使用した冷却活動の事例の紹介を受け、東京消防庁に対し、阿古地域
の溶岩流の制御について打診した。東京消防庁では１次支援隊の活動報告も踏まえ、１０．５溶岩
冷却作戦の実施を決定した。
１０．６東京消防庁航空隊のヘリコプター（２機）と陸上自衛隊のヘリコプター（4 機）により、
可搬ポンプ等の資機（器）材と人員３０名を搬送し、東京大学地震研究所（荒牧重雄教授等）の指
導助言の下、我が国では初めてとなる溶岩の冷却作戦を展開した。 溶岩冷却は、幅員３５０ｍ、溶
岩の先端部４０㎥を固化させる方針の下、１０．６から１０．８の３日間行い、支援隊の延べ人員
は、２４４人であった。
溶岩流は、噴火翌日（１０．４）から活動終了の１０．８の間で、場所によって２〜５ｍ程度移
動していた。これは自然冷却と注水による冷却の相乗効果によるもので、結果的には３８棟の家屋
が守られた。
・

伊豆大島噴火災害
三宅島噴火災害から３年後の１９８６．１１．１５伊豆大島旧火口から噴火し、内輪山内での噴

火を繰り返していたが、１１．２１には、内輪山と外輪山の間のカルデラで噴火がはじまり、同日
１７：１５には外輪山の外側でも割れ目噴火が発生した。溶岩流は、島の西方に流下し、伊豆大島
で最も大きな集落である元町の住家に２００ｍと迫った。
・ 支援隊の派遣
東京消防庁では、東京都災害対策本部の要請を受け、元町に迫る溶岩流の冷却と林野火災の阻止
を主眼として、三宅島噴火災害での溶岩冷却活動の教訓を生かしながら、再度、東京大学地震研究
所の指導助言を受け、活動を展開した。
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主な搬送資機（器）材は、普通ポンプ車２台、可搬ポンプ１台、簡易水槽 10 基、毒劇物防護衣 2
着等で、人員は 30 名の派遣規模であった。
溶岩流は谷あいを流下しており、冷却活動は溶岩流の両側から実施した。活動期間は１１．２２
から１１．２６の５日間で、支援隊の延べ人員は、１５０人であった。
本溶岩冷却活動での特徴的な内容としては、初期の段階では水道水（消火栓）を使用したが、生
活用水の確保の観点から水源は海水とし、防波堤から簡易水槽設置場所までの約２ｋｍの間の充水
手段に現地調達のコンクリートミキサー車（６ｔ）5台を活用したことが上げられる。
溶岩流は、活動開始の１１．２２から１１．２６の間で５ｍ程度移動しており、三宅島噴火災害
と同じく、自然冷却と注水による冷却の相乗効果により、制御できたものと考えられる。
・

小括
両噴火災害における溶岩冷却作戦を実施した教訓として、
① 水による制御は、溶岩の流速が落ちた時がチャンス
② 注水により溶岩の輻射熱から家屋の延焼を阻止することは可能
③ 水源の確保、送水手段、長時間放水活動に配意
④ 地形地物活用が基本（基本計画作戦図）
⑤ 後方支援活動（食料、給水、資機（器）材整備等）の配意
⑥ 火山専門家の指導助言体制の確保

等が活動の重点となると考えられる。
皆さんこんにちは。東京消防庁の鈴木と言います。今、私は東京消防庁の中で、救急部門を担当
しているんですが、なぜ救急部門が溶岩流の制御かと疑問を持たれてる方もおられるんではないか
と思うんですが、荒牧先生に今、説明いただきましたように、過去の噴火災害等で支援活動に携わ
ったということで、今日のこの発表の機会を与えていただきました。荒牧先生を始め、関係の皆様
方に感謝申し上げます。
それでは早速ですが、この 2 つの噴火災害についてお話を進めていきたいと思います。
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83 年の 10 月 3 日に噴火したわけでありますが、この三宅島噴火で私どもの防災機関、あるいは
消防機関から見た特徴といいますのは、なんと言っても 400 棟近い建物が溶岩に巻き込まれたにも
関わらず、死者ゼロ、負傷者ゼロであったということであります。これはちょうど 10 月 3 日の噴火
前 40 日前の 8月 24 日に東京都と三宅村で合同の噴火災害の防災訓練を実施しておりまして、関係
防災機関がほとんどそれに参加したということもこういったことにつながった一要因ではないかと
思っております。
それから 2 点目が、東大地震研究所の荒牧先生を始めとした各先生の指導と助言をいただきなが
ら我が国では初の溶岩冷却活動を実施したということであります。三宅島の内容につきましては先
程、先生から話がございましたので、私どもが活動しましたのは西側の方に流れてきた溶岩、阿古
小学校、中学校というのがございますが、ここの部分の内容であります。
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これも先程のお話に少し出ておりましたが、流れてきた溶岩が都道を完全に分断いたしました。
そして阿古の大半の家屋を巻き込んだわけであります。この写真は発生した翌日 10 月 4 日の朝、ヘ
リで偵察活動をした時の内容でありまして、この溶岩の先端が残存家屋に近づくと同時に残存家屋
が燃え上がっていくという状況でございました。これは海側から見た阿古の残存家屋の印象状況で
あります。このような形で、次から次へと建物が燃えていくという状態でありました。
そうした中で、なかなか溶岩というものをよく理解してなかったんですが、なんとしてもこの溶
岩から残存家屋を守る方法はないかということで、三宅村の消防団と連係いたしまして、阿古の地
域にこの日は海の方から侵入いたしました。これは溶岩の先端部分でありますが、この溶岩が近づ
いてきますと、この輻射熱によりまして防風林
がこのように変色してまいります。この防風林
の奥に家屋があるわけですが、家屋に燃え移る
ということであります。この写真は正面に電柱
が見えると思うんですが、これにちょっと注目
していただきたいと思います。溶岩の表面は最
初 4 日に入った時には白いような形でありまし
て、年中カサカサカサカサという乾いた音がし
ております。中の方はこういう赤熱状態であり
ました。これが、時間が経ってきますと、先程
の電柱がこれでありますが、溶岩がこういう形
で移動して来るということであります。
私ども最初は溶岩に水をかけると水蒸気爆発が起こるんではないかと心配いたしまして、残存家
屋に注水することによって、なんとか守りたいということで、建物側に水をかけるということを中
心にやりました。しかしなかなかこの溶岩から発せられる輻射熱が強いものですから、溶岩に水を
かけてみましても全然爆発は起きないんです。激しく水蒸気が上がるだけで、これは溶岩に水をか
けるとかなり輻射熱が下がるんじゃないかと感じながら、この建物に水をかけたり、溶岩に水をか
けたりしたわけです。
今、水をかけた建物の反対側の溶岩に注水し
たのがこの建物ですが、これが 10 月 4 日の夕方
の写真です。夜、遅くなってきましたので、夜
間の作業は困難だというふうに判断し、一応引
き上げ体制をとりました。翌朝、同じ現場に入
った 5 日の朝ですが、建物とこの 2 台の車両は
完全に全焼しておりました。この時に、溶岩は
建物に接触してないんです。あくまでも輻射熱
で変色したということです。
そこで我々、一時派遣をされた部隊は残って
いる 350 から 400 メートルくらいの幅だと思い
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ますが、ここに注水することによって、残存家屋を守りうるのではないかということを現地で考え
たわけです。時を同じくして、東京都の災害対策本部に東大地震研究所の方から先程お話がありま
したヘイマイ島の溶岩冷却という話が入ってまいりました。そこで東京都災害対策本部から東京消
防庁に対して、溶岩冷却ができるかどうかという打診が入ってきたわけです。一時派遣とそちらの
話が一致いたしまして、第二次支援隊を派遣しようということで 5 日の日に決定し、6 日に派遣し、
活動を開始しました。その時に派遣隊は 30 名でありまして、特に特徴的なのは可搬ポンプ 10 台を
携行したというものであります。

これが 6 日から始まった時の放水している状況であります。水蒸気が非常に激しく立ち上がって
おります。これが三宅村地域福祉センターに現地至急本部を設置しての活動隊であります。荒牧先
生にもこちらの方においでいただき、直接現場で指導いただきながら活動したものであります。
溶岩を固めるというときにどれく
らいの水量が必要なのかと当時考え
た、おおよその考えはこの内容であ
ります。
溶岩の高さが 5 メートル、その先
端部分を 30 度くらいにしたらどう
かということで、ここを 40 平方メー
トルと見積もりました。この 40 平方
メートルに対して長さをかけまして、
900 度の溶岩を 300 度に落とすとい
うことになりますと、約 1 万 3000
トンの水量が必要というふうになり
ますが、既にこの日は 900 度ではな
くて多分、阿古の溶岩は 600 度くらいであろうということから 600 度を 300 度に落とすことを考え
ました。そうしますと、この水量というのは約 6000 トン、6000 立方メートルというふうに見積も
ったものであります。
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水をかける為の機材といたしましては可搬式のポンプを持ち込みました。可搬式といいますのは、
90 キロの重さがあるんですが、この阿古に進入するには船で入るか、都道の中心の所の山道を降り
るしかありません。6 日の日は海が荒れていまして、海側から入れないものですから、その中心の
ところにこの 90 キロの可搬ポンプを降ろすだけでもかなり苦労いたしました。ロープ等を立ち木に
経由しながらこれを徐々に降ろして、これを 10 機、現場に運び込んだものであります。放水量とい
うのは約 1 分間辺り 1000 リットルであります。吸水放水体系でありますが、海水を取りまして、

先程の可搬ポンプを使って中継用の貯水槽に送ります。この貯水槽に同じ可搬ポンプをつけまして、
ここから放水体系を取り込んだのであります。吸水で大変苦労しましたのは、これは吸缶ですが、
この先にストレーナーが付いていますけども、このストレーナーが波ですぐ打ち上げられちゃうん
です。重りをつけるんですが、すぐ打ち上げられてしまう。そうすると、その都度、真空ポンプを
回しながら吸水活動をするということです。吸水というのは非常に大変だということを実感いたし
ました。

これが夕景浜からの吸水状況であります。これが放水している時の状況であります。水蒸気が非
常に雲を作っているような状況であります。これは若かりし頃の写真であります。放水をいたしま
すと、ノズルから常に反動力で 3 キロくらいの力がかかっておりまして、これを長時間持っている
というのは極めて大変なことであります。かなり頑強な人でも 5 分、3 キロの反動力を持ちますと
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顔色が変わってくるくらいになりますので、こういった簡単な資機材でありますが、放水台座とい
うのを使いながら、角度を変えながら放水するということであります。条件さえ良ければ、ホース
ラインさえ良ければ人がいなくても時間的には放水できるということになります。
この時の天候を見てみますと、3 日の日に噴火いたしたわけですが、各日にちの気温が 9 時現在
で約 22 度から 24 度くらいでございました。特にこの中で注目されるのは 4 日から 5 日にかけまし
て雨が 13．5 ミリほど降ったというわけで、この雨がかなり溶岩を冷やしてくれたのではないかと
思っております。このボートは避難用のボートでありまして、再噴火があった場合に海側に避難し
ようと準備したものです。
その 3 年後、今度は伊豆大島で噴火災害が発生したわけですが、ここでも特徴とされるのは死者
ゼロ、負傷者ゼロでありました。しかも全島民 1 万人を越える島民が避難したことになります。そ
して先程と同じように 2 回目となります溶岩冷却活動が展開されたということです。

これは先程のスライドにもありましたが、カルデラで噴いている状況ですけども、噴火の次を見
てみますと、11 月の 15 日に最初、旧火口部分から噴火したわけですが、この時はまだ街の方に溶
岩が流れてくる心配は全くありませんでした。11 月 21 日、6 日後の 16 時 15 分頃になりまして、
内輪山と外輪山の間のカルデラで噴火が始まります。約 1 時間後に外輪山の外側でも割れ目噴火が
発生しまして、23 時ごろには溶岩流が元町に迫ってきた模様です。これは内輪山から流れているも
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のでありまして、これはまだ外輪山には至っておりません。
これが 21 日の内容でありまして、これが内輪山のカルデラで噴いている状況であります。これが
外輪山の外側でも割れ目噴火が発生いたしました。その下が元町であります。割れ目噴火が次第に
拡大しているのが分かると思います。この割れ目噴火によりまして溶岩流が元町に迫ってまいりま
した。一番近い所で 200 メートルくらいということであります。これで支援隊の派遣を決定いたし
まして、隊員 30 名、それから資機材としてポンプ車等を搬入いたしました。

放水体系といたしましては海上自衛隊の護衛艦から吸水を受けまして、これはコンクリートミキ
サー車を使ったわけですが、6 トンのコンクリートミキサー車を 5 台使いまして、簡易水槽に注水
いたしました。この簡易水槽からポンプ車を使いまして溶岩に放水するに至りました。
これが溶岩に放水している状態です。これは溶岩流の
先端部分での活動です。航空隊の活動も 15日の噴火後、
上空での偵察活動等を開始しまして、21 日からの噴火に
ついては支援隊本部の下で活動を展開いたしました。こ
の現状で使ったポンプというのは先程の可搬ポンプとは
違いまして、クラスも A でございまして、放水量も約 1
トンから 2 トン、1000 リットルから 2000 リットル放水
できる性能がございます。しかし、実際の吸水、送水、
放水ということになりますと、ハワイの話もございまし
たが、どうしても吸水がどう活きるのが、あるいは送水をどう対応したらいいのかというのはある
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わけでして、私どもはとてもこれでは対応できないということで、この災害あるいはその後に発生
しました阪神淡路大震災の教訓も受けまして、スーパーポンパーと特徴を呼んでおりますが、遠距
離大量送水装備という送水車とホース延長車 2 台を準備いたしました。このホース延長車は自走し
ながら 2 キロまでホースを延長することができます。送水車はポンプに油圧駆動水中ポンプを使っ
ておりまして、これが先程の可搬ポンプあるいは標準のポンプ車と違いますのは、1 分間当たり 3500
リットルの水を送ることが出来るということで、水による制御としてはこういった違いが重要なん
ではないかというふうに思います。

この 2 つの災害を通して私どもは教訓としていることは水による制御は流速が落ちた時がチャン
スではないかと。一般的には 1 時間当たり 1 メートル程度の動きの時にはかなり安全にサイドで活
動が出来るんではないかと思います。
2 点目ですが、注水によりまして、溶岩から発する輻射熱から家屋を守ることは十分可能である
ということであります。先程の写真の内容もこういったことが重要であるかと思います。
次になんと言いましても溶岩に注水する場合は水源の確保、送水手段、あるいは長時間放水とい
ったものに対する対応ができなければ困難であろうというふうに思います。
4 点目が溶岩はまさに地形に忠実に流れるわけですから、地形地物を十分把握いたしまして、基
本計画作戦図等を定礎の段階で作っておくことが必要だろうと思います。
5 点目が後方支援活動でありますが、先程の建物が翌日、夜の作業を中止して翌日に行ったら無
くなっていたという話しをしたわけですが、この時も後方支援体制を私どもがしっかり確保すれば、
あの建物は守れたと今でも思っております。如何せん、食料ですとかを私自身が確保してなかった
ということで、指揮官失格でありますが、後方支援活動の重要性を認知しておきたい。
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最後ですが、こういった火山噴火等での活動についてはなんといっても火山の専門家の指導助言
体制。今回は荒牧先生を始め、東大地震研の諸先生の指導の下に、実施できたわけですが、こうい
った体制の確保は重要であろうと思っております。以上で終わります。
―――――――――――――――――
Q: 三宅島と伊豆大島の溶岩のオペレーションで非常に貴重な体験を聞かせていただいて大変参考
になりました。お聞きしたいのは、放水を始められた時の溶岩の動き、さっき毎秒 1 メートル程度
なら有効に活動できるとお聞きしましたが、実際に始められた時の溶岩の速度は三宅島と大島はそ
れぞれどういう状態だったんでしょうか。
A: 三宅島の噴火で言いますと、噴火した翌日、4 日の日に現地に入ったんですが、この時がタイミ
ングとしては溶岩冷却の一番効果のある時だと思います。先程の内容にありましたように、5 日の
日にはもう雨がかなり降りましたので、6 日からの溶岩冷却というのは、ほとんど溶岩は止まって
いる状態だったというふうに思います。ですからタイミングとしては、三宅島の溶岩冷却は遅かっ
たということが言えると思います。そういう点では大島の方がタイミングは速くなってきたんです
が、さらにこのタイミングが速くなっていかなければ制御の効果というのはないんではないかなと
いうふうに思っています。
Q: 島で起こったわけですから水を使いやすかったんだと思います。しかし、もし非常に流速が速い
場合、同じシステムは使えるんでしょうか。例えば、ダムを作ったりとかしたほうがよろしいんで
しょうか。それとも同じシステムは流速が速い場合でも使えるんでしょうか。
A: 私は西洋火山の専門家ではございませんので、詳細は分かりませんが、この 2 つの災害の経験か
ら申し上げますと、流れている時に冷却活動をするというのは、予め放水のためのセットがあると
か、そういうことがないとかなり困難だろうと思います。しかも溶岩が流れてくる側でこういう放
水体系を整えてということはかなり活動に危険性がありまして、例えば三宅島の阿古地域のことを
申し上げますと、私ども最初は残存している 40 棟くらいの建物は時間と共に全部溶岩に埋没するだ
ろうというふうに判断しました。ですから、ある程度溶岩の流れというのが見定められた以降でな
ければ、この活動は極めて危険なんじゃないかと認識をしています。
追加ですが、今、ソニアさんが言ったとおりで、海に近かったから可能であったと思います。内陸
であったら水が間に合わないと私は素人ながらそう思います。これが 1 点。それからバリアを作る
可能性ですが、私の考えでは両方とも守りたい所、家屋が密集した一番重要な集落だったわけです
から、そこでブルドーザーを持ち込んで、ダムを作るなんていうのは論外です。ですから恐らくそ
ういう意味ではこういう密集地で水が可能ならば、一番かなり能率的な対応である可能性は確かだ
と思います。ただこれはオフレコ的な発言ですが、私自身はまさに鈴木さんがおっしゃったように、
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ほとんど止まりかけた所で少し食い止めて、財産を守るのはいいと思うんですが、全体をコントロ
ールするというのはこの場合、皆さん明らかにお分かりだと思うんです。ところが、非常に高度の
社会的な条件では一つのデモンストレーションとしてはかなり有効ではないかと思います。そんな
ところです。
Q: 三宅島で放水をされた際の総放水量はどこかに記録されてますでしょうか。それから最初に放水
をされてだんだん交代しながらかけられたと思うんですが、放水箇所の面積はどれくらいになった
でしょうか。
A: まず、放水量ですが、見積もりました約 6000 トン近い水は放水できたというふうに思っており
ます。これは６、7、8 に 10 台の可搬ポンプを使っておりますので、その放水量から見ましても 6000
トン近い水は使っていると思います。それから面積については必ずしも計算どおりの先端部分、幅 1
メートル当たり 40 立方と見たわけですが、そういうようなかかり方ではなくて、その奥の方にもか
なりかかっておりますし、面積については特にとってありません。
Q: 先程、荒牧先生にも説明していただいたんですが、海に近い所ではないとこういう活動は出来な
いということだったんですが、先程、車でホースを 2 キロまで引くことができるということだった
んですが、これ以上離れているところで、2 回ポンプをつなぐとかして 4 キロとか、そういうこと
は可能なんでしょうか。
A: 放水体系は基本的には中継を取ったほうがいいわけでして、中継用の水槽等を設置するというこ
とで、その内容は大丈夫なんです。例えば、どこかのプールを基地にしまして、プールから先の方
に水を送ったとします。そうすると大量送水装置等でそのプールに注水するというようなことはあ
るかもしれません。中間のそういったものを活用するということです。例えば、島の場合ですと、
各家庭が天水を、雨水を溜めて、その天水を貯水槽代わりにしたり、その天水を中継用の貯水槽に
するというような活動を展開しています。
Q: 一気には 2 キロくらいが限度ということですか。
A: はい。先程申し上げたスーパーポンパーは 2 キロが送る最大の距離です。ですからこれ中継をし
ない限り、できません。
Q: 火事を消す時とかには放水する時、一番効率よく消すポイントみたいなのがあるかと思うんです
が、溶岩の冷却をする時に意図的にあそこのポイントにかけると一番効果があるとか、ご経験の中
でそういうのはありましたでしょうか。
A: 溶岩の場合は建物の注水と全く違いまして、要は溶岩の先端部分をいかに早く冷却できるかとい
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うのが勝負どころだと思うんです。最初、水をかけましても注水した水はほとんど蒸気になってし
まいまして、下のほうから水が出てくるというのはほとんどありません。全部気化するといっても
いいと思います。下から水が出てくるようになったら、それはもう固化したんだというふうに見受
けられます。建物の場合は端の部分に始め注水をするとかいろいろな注水方法があるんですが、溶
岩についてはとにかく大量の水を先端部分にかけるとこの作業を踏んでいます。
Q: そうしますとある程度の時間を同じ場所にかけるというそれを断続的に続けるというイメージ
ですか。
A: そうです。先程の放水台座というのを当てましたね。台座を使って一定の所には一定の水をかけ
てしまう。それから時間的に少しずつ動かしていく、こういうやり方です。
Q: 荒牧先生がいらっしゃるので、ちょっと学術的な質問をします。例えば、地形的に何か関係はあ
るのでしょうか。冷えてきた岩と水で少し冷えた、あるいは自然に冷えた所との関係はあるでしょ
うか。
A: 大変難しい質問で、その辺はまだ確認をしておりません。今の質問についてこの 2 つの件につい
ては特に調べておりません。鈴木さんもおっしゃったとおり、消防活動などの専門家の方々もおっ
しゃっていることなんですが、水をかけると水蒸気爆発などが起こる可能性があると言われていま
した。しかし、アイスランドではそういうことはありませんでした。その辺を説得する必要があり
ました。また、溶岩は 50 度程度温度を下げればいいわけです。液状の状態からできるだけ固化させ
るということなんです。少しずつ粘度が高まっていきますので、1000 度くらいの溶岩を 500 度まで
引き下げる必要はなくて、少し 50 度くらい引き下げればいいと、となると水の量もそれ程は使いま
せん。そういうポイントをお話して、この作戦を展開いたしました。
一つ追加したいと思います。地形などに関して大きな違いがあると思います。分析のために溶岩の
サンプルを集めますと、水をかけまして結晶が広がるのを避けるためにそのようにやります。それ
から、水蒸気爆発が起こる可能性についてですが、91 年の噴火の際、少し調べてみました。溶岩流
が小さな湖に流れて行った時には水蒸気爆発が起こりました。でも、これが起こったのは溶岩流が
非常に高速で動いていて、その先端部がアア溶岩になってしまったからです。ですから水の量、水
と接する面の面積、それによって水蒸気爆発が起こるという風に思います。こうした涵養の時には
起こらないと思います。というのも溶岩にかけられる水の量というのは非常に小さいわけです。溶
岩の量に対して非常に小さいので、しかし一定の条件が加わりますと起こる可能性はあります。
予定では、この後笹本様のご講演でしたが、新潟地震の関係でお忙しいということで、本日はご講
演なしということです。午後、13 時 20 分から最初に輿水さんのご講演を先にしていただきまして、
その後プログラムに従って進行ということに変更させていただきたく思います。
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それではお時間になりましたので、午後の部を始めたいと思います。まず、最初のご講演なんです
が、
『富士山麓における溶岩流制御の実地訓練』ということで、輿水さんにお願い致します。
13：20− 13：50 輿水達司(笹本勝相 代理)：富士山麓における溶岩流制御の実地訓練
13：20− 13：50 S．Koshimizu ：Lava flow control drills at Fuji volcano
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富士山麓における溶岩流制御の実地訓練
Lava flow control drills at Fuji volcano
笹本

勝相

山梨県総務部主幹（防災・危機管理担当）

Katsusuke S AS AMOTO, The general affairs department of Yamanashi
１ 山梨県の火山防災対策の経緯
溶岩流制御の実地訓練について話す前に、まず本県の火山防災対策の経緯について述べさせて頂
きたい。
本県の火山防災対策は、20 年ほど前に出版された富士山の噴火に関するある一冊の著書により、
立ち後れてしまった経緯がある。当時としてはセンセーショナルな内容で、これにより観光客が減
少したとして訴訟の一歩手前まで発展する事態となり、これ以降、観光振興への配慮から富士山の
噴火という言葉はタブー視されるようになった。しかし、2000 年の有珠山に続く三宅島での噴火や
富士山の低周波地震が活発化したことを契機に、多くの県民は改めて富士山は活火山であると再認
識し、にわかに火山防災意識が高まってきたのである。その結果、2001 年 6 月、本県ではじめて富
士山の噴火を想定した「富士山火山総合防災訓練」が実施された。また、県の現地災害対策本部設
置運営訓練や実働訓練では有珠山の視察で得た様々な教訓を取り入れ、訓練は成功裡に終了するこ
とができた。この訓練は、翌月に国や関係自治体、科学者からなる富士山火山防災協議会や荒牧先
生を長とするハザードマップ検討委員会の開催を控え、過去の経緯を知る関係者から注視された訓
練であった。さらに、翌年 1 月には、静岡、神奈川県の協力を得て、従来の地震から火山噴火を想
定した「山静神合同防災訓練」を実施した。ここに紹介する溶岩流制御の実地訓練は、この時、陸
上自衛隊北富士駐屯地の演習場内で実施したものである。
２ 溶岩流制御の実地訓練
火山防災に対する意識が高まったとはいえ、溶岩流制御などは殆ど一般的には知られておらず、
実施にあたっては周囲の理解を得るために困難を極めた。国交省では土石流や溶岩流等の制御とし
て雲仙普賢岳や大島などに導流堤を設置している。しかし、この訓練は、小規模溶岩流が麓の市街
地を襲う危険性がある時、緊急的に溶岩流の向きを変えたり数カ所に堆積し制御しようとするもの
である。おそらく訓練としては国内で初めての試みであろう。将来、有事の際は、海外での実績の
とおり必ずや役立つと信じてのことだが、実際の施工には専門的知識や技術に加え決断する勇気も
必要である。そこで、荒牧、岡田（弘）両先生からハワイやイタリアでの情報を教授していただき、
また、私自身大型重機や岩盤掘削など採石法担当として培った微量な知識も幸いし訓練の実行を決
意した。知事の了解は勿論、施工場所や財源的な問題もあり、自衛隊や関係業界の協力も必要であ
る。事の次第を了解した駐屯地の山口司令から全面的な協力を得、また、関係業界からはボランテ
ィアで８台の大型重機を提供してくれた。施工名は、富士砂防事務所や山梨大学工学部とも協議（堤、
溝、工）し、本格的な導流堤ではなく、切り盛り可能な「導流工」とした。当日の訓練は、溶岩流
の本流から向きを変えるために、深さ 4m 幅 8m 長さ 50m の導流工と、進路変更した溶岩流を堆積
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するため、高さ 2m 長さ 50m の土留工の後方を 2t のコンクリートブロック積みで押さえた。溶岩
流を全て食い止めることは不可能だが、広大な富士山の裾野を考慮すれば複数の導流工や土留工を
設置することにより、勢力の分散が可能ではないかと考えたのである。終了後、マスコミからの取
材に「もし、本当に溶岩が流れて来たら、怖いことは怖いよ。だけど誰かが何とかしなけりゃなら
んだろう」そう答えたオペレーターの言葉に感激した。今回の訓練は実際の溶岩流の数値を計算し
たものではない。また、溶岩流の向きが変更したことにより他の住家に被害が生じたらどうするか、
今後の課題も多い。しかし、こうした訓練を地元自治体が実施することで、住民の生命、財産の安
全確保を図るという行政の最も重要な施策の推進に必ずや役立つことと信じている。結びに、この
貴重な訓練は、最後まで御指導、応援いただいた皆様をはじめ、関係部局、市町村、関係業界並び
に北富士駐屯地ほか防災関係機関の御理解御協力がなければ到底なし得なかったものであり、関係
者の皆様に改めて感謝を申し上げたい。
この発表はプログラムの午前中の最後の富士山における溶岩流制御の訓練で、笹本勝相さんの発
表になっています。笹本さんは山梨県の消防防災課の溶岩流制御のマネージメントの専門家という
ことでありまして、たまたま新潟でご存知の災害がありまして、山梨県の団長ということで、急遽
新潟の方に行くことになりました。その為、笹本さんのパワーポイントのデータを代わりに私が説
明させていただきます。
ここにありますように、山梨県の火山防災の対策と
しまして、2001 年の 6 月 3 日の意味は県と地元の市
町村で合切して実際にやったというようなこと。さら
にハザードマップは富士山の関係のもの。そしてさら
には山梨県以外の近隣の県と合同でやったと、こうい
うようなことが話しの主体になってきます。
山梨県における富士山を特に注目しますと、防災対
策が最初なかなか進まなかったという事情がありま
した。それについて簡単に説明しますと、あるベスト
セラーの本によって、富士山が 1983 年に大爆発！と
いうことがありまして、それに対して地元ではこの本に
よって大きな損害を受けたというようなことがありまし
た。とにかく富士山について噴火があるというようなこ
とは地元としてはこういう本も含めてタブーであると、
噴火する山であってはいけないという風潮がありました。
これがそのきっかけになった、著者はここでは隠してい
るということですが、それがこの本です。これに対して
実際にこの読み方は、著者及びその出版元を地元の観光
の人達が告訴したということで、観光客が減ることに対
して随分ダメージが出たということで、告訴騒ぎがあった。そういう富士山が爆発するという説に
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対して我慢ができないというような、それがその当時の新聞記事です。それに関連するものですが、
地元は富士山が噴火することに対しては猛反発があったというようなことです。
実際にはここに詳しく書いてあるとおりです。観測網自身に科学的な根拠として異常はないとい
うことであるから、ますますそういう説について反発が強まったという新聞記事であります。
実際にこれから後は前向きに火山に対して防災対策をしっかりしようというプロセスについて以
下に説明します。1999 年某局と書いてあるんですが、これは NHK で、火山防災が必要であるとい
うことがありました。その翌年 2000 年に有珠山が噴火し、実際に山梨県の議会でそれを受けて防災
の訓練を実施しようということになったんです。これだけでも大きな進歩だということであります。
その後同じ 2000 年の 7 月に三宅島で、そして 10 月には富士山で低周波の地震が多発したというよ
うなことから、山梨県としても地元としても火山に対する防災知識が高まってきたという経緯であ
ります。そしてその翌年の 2001 年 6 月 3 日に富士山の火山総合防災訓練というものを有珠山のイ
メージの基に現在の富士河口町の場所において訓練しました。そしてさらに山梨県だけではなくて、
山梨、静岡、神奈川によって合同の訓練を実施しようという運びになってきています。
要するにもっと広い範囲で火山に対して訓練を実施して合同でやろうと、実際のことに向けてと
いうことで、具体的に何をやるかということで、溶岩流制御の実地訓練というものを自衛隊の協力
を下に北富士の演習場で 1 月 18 日に、これにたいしてはイタリアであるとかハワイであるとか、今
日の発表にも関係するそういうもの、その他大島、三宅島、これも今日の発表で、こういうものを
イメージして富士山に何か適応できないかということで、溶岩流制御にあるターゲットを与えて訓
練をしたわけです。
今から 3200 年前のそれ以降、現在についてはほとんど小中規模であることが判明ということです
が、これは溶岩以外のことについては多少問題あるかもしれないんですが、溶岩についてはそうい
うことで、要は観光客とか別荘地とか外から来る人達の安全であるとか、地元の人達の生命、財産、
そういうものの安全を図るということで、基本的にはそういう精神でやろうと。具体的には日本の
精神的なものを同時にして対策
を練ってみようということです。
実際のイメージ図をここに模
式的に示しました。溶岩流が来
ると、それに対してそれをスト
ップするものをここに用意する
ということで、ここにあるよう
に 2トンのコンクリートブロッ
クを積み重ねるということ。こ
れは地面から上のほうですが、
もう一つは下に掘ると、そうい
うことによってここでストップ
しようと。
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導流工については高さ 4 メートル、幅 8 メートルで 50 メートルに渡ってそういうものを作った。
その 2001 年の 1 月 18 日の作業風景です。
作業が始まる前に、恐らくこの時間は、多分朝の早い時期じゃないかと思うんですが。こういう
感じで作業していると。段々作業が進んで、進行状況によってこういうものが用意されている。こ
んな感じである程度高く盛り上げられています。この場所は、説明が遅くなったんですが、北富士
の演習場で、富士山の北東側、この少しこちらにくると、山中湖がある。山中湖より富士山寄りと
いう所です。この一連の作業の写真です。
この説明は、前の日に雪が降って、それで次の日は割りと天気がいいということで、雪が上にあ
るということです。
実際のこの訓練の風景がマスコミで放送されたものをこれからビデオでご覧いただきます。
(ビデオ)さて、次は富士山がもし将来噴火したら、そういうときの為に備えた対策についてです。富
士山では一昨年、低周波地震というごく小さな地震が多くなりました。そこで富士山でも火山防災
が必要だという認識が広まったんです。観測データを見ますと、現在は噴火につながるようなもの
はないんですが、もしもに備えて観測体制が強化されています。
この赤い点、最近 2000 年間に噴火した噴火口を示しています。これ数えてみますと、70 回以上
も富士山って噴火しているんですね。いずれも山頂以外の場所から噴火しています。噴火によって
溶岩が流れ出た時はこのように流れました。現在、人が住んでいるところにも流れています。その

50

溶岩をコントロールして、その溶岩の流れを変えて被害を防ごうという日本でも始めての訓練が実
は今日、山梨県の富士吉田市で行われたんです。甲府放送局平茂記者の取材です。
訓練は富士山の北東側から噴火して富士吉田市の方向に溶岩が流れ出すという想定です。溶岩の
通り道と想定された場所に建設機械を使って深さ 4 メートル、幅 8 メートルの溝を掘ります。この
溝によって溶岩の流れる方向を変えようというものです。サイレンの音で参加者が呼び集められま
した。富士山の状況を逐次連絡し、作業員に伝達するためです。
「気象庁の情報によれば、今後火山
活動がさらに活発する恐れがあると、安全圏内で作業を中止する。
」訓練の開始から 1 時間余り、掘
った長さはおよそ 50 メートルでした。噴火の危険がさらに高まったとして、全員退避の命令が出さ
れ、参加者は自衛隊や警察の車両で避難し、訓練は終わりました。
小規模な溶岩流であれば、なんとかして食い止めたいなというのが、地元の自治体として、なん
とかならないかなと思ってこんな訓練をしたわけです。
溶岩を制御しようという試みは世界各地で行われています。噴火を繰り返しているイタリアのエ
トナ火山では、実際に溶岩の流れを変えて集落を守りました。三原山が噴火した伊豆大島では消防
隊が溶岩に立ち向かいました。3 日間で 2000 トンもの海水をかけて溶岩を冷やして固め、住宅まで
後 100 メートル余りの所で食い止めました。現在、伊豆大島では 500 億円をかけて溶岩を防ぐ堤防
などを建設しています。溶岩の流れる場所が予想できるからです。しかし富士山は巨大で、予め堤
防を作っておくわけにはいきません。そこで、噴火する場所が分かってから、建設機械で溶岩の流
れを変える訓練を行ったのです。訓練をしたかしないかで、いざ実際に噴火した時にどうするかっ
ていう関係者の対応っていうのは非常に能率が上がると思います。そう意味では訓練というのは非
常に望ましいことだと思います。富士山の周辺で噴火を想定した訓練というのは、これまで確か観
光産業への影響を心配して行われてきてないんですね。
今、放送した中にも結論が出ているかもしれないんですが、この発表の最後の結びとしまして、
山梨県だけじゃなくて、山梨、静岡、神奈川の合同でこのような訓練をしたということ、そういう
ことは今までになく、そこに来る観光客であるとか、地元の命を守るという、そういう訓練は恐ら
く全国で初めてであろうということを最後のまとめとして言ってほしいというふうに笹本さんから
メモ書きが来てます。ここには実施したことに対して、関係機関に感謝しますということでありま
す。以上で発表を終わらせていただきます。
―――――――――――――――――
Q: この時は予め重機はスタンバイしていたんですか？
A: そうですね。僕も実際現場にいたんですが、実際に噴火したぞというので、どこかから来たんじ
ゃなくて、予め来てると。
地震が起こった、震源が移動した、この辺が危なそうだ、それはある程度、情報が出せると思うの
で、それから参集してという形で、若干の集まる時間はあるのかなと、具体的なストラデジーはあ
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るのかなと、その辺はまた検討しなければならない所ではないかという感想です。
言われるとおりで、溶岩はある程度時間的な余裕があると思うので･･･。
Q: 質問というようなことではありませんが、今のような作業を、例えば、噴火口が分かってからで
あっても、そういう状態ですと、自治体によっては危険が迫っているからということで、立ち入り
禁止区域などに指定する可能性が高いと思うんです。実際にああいう作業が必要になった場合を考
えますと、例えば、既に使われているんですが、無人化で機械を動かすと、人が乗って動かすので
はなくて、リモートコントロールっていうんですか、そういった形で動かして、作業する人も危険
がないような形でのことが必要かなと。そういう意味では技術開発を進めていく必要があるかなと
思います。そういう点で私はぜひご出席いただいているイタリアのエトナ山ではそういう作業をさ
れる時にそういう面での技術開発というもの、無人化ということですね。危険な場所で作業しなけ
ればならない、それからハワイでもワイヤーを作ったと言う事例がありましたが、作業する人が危
険でないようどのような工夫をされているのか、また技術開発を進めていらっしゃるのか、ぜひ伺
いたいのと、そういう面で今後お互いに協力していける所があるかもしれないなという期待を持っ
たところです。ぜひハワイとイタリアでのその工夫を教えていただきたいと思います。
A: エトナ山の場合には特に技術に関する調査というのは行われていないと思います。後でビデオで
もご覧いただけると思いますが、かなり原始的な作業になっています。皆さん勇敢に活躍してくだ
さいまして、とにかく家まで迫っているということで、頑張って勇敢にベストを尽くして働いてく
ださいました。もう地面を動かしてでもバリアを建てるという感じで頑張ってくださいましたので、
今おっしゃったような形での技術開発の努力というのはないと思います。が、もちろんおっしゃっ
たとおり必要なことだと思います。私は後で発表があるんですが、エトナにおいてもいろいろ変化
がありまして、経験を活かして色々変えようとしています。ですので、私の発表の後にもう一度こ
の話をさせていただくのが適切かと思います。
A: ハワイにおいてはバリアを作った時には 3 メートルの厚さしかないような溶岩流でしたし、割と
ゆっくり流れている、せいぜい 1 分に何メートルというくらいの速さだったものですから、ブルド
ーザーに乗っていても割りと安全で、そんなに危険を感じずに作業が出来ました。ただ、マウナロ
アのような場合には流速が 10 倍くらい速いですし、ブルドーザーのオペレーターをやっている人も、
10 メートルもの厚みのある溶岩流がやってくるということになれば、多分距離を置いてやると思い
ます。私どもの方では、特にその技術の面での作業はしていません。後にもう一つ発表があります
ので、その時に少し触れたいと思います。
Q: 防災訓練の実際の動きについて教えていただきたいんですが、想定内容があって、恐らく本部で
それを把握した上で、現地の作業をしている方に、例えば避難指示とかが出たと思うんですが、訓
練で想定されている情報の収集の仕方、例えば地形上でどこまで溶岩流が来ているとういうような
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シナリオは、どこまで来ているというのを例えばヘリコプターで見て、本部が判断して現地に伝え
るというふうなやり方はどういう方法をとられたんでしょうか。
A: その時はそういうやり方ではなくて、溶岩が流れてきたというような、そういうやり方でやった
と思います。ヘリコプターから指示はなかったです。
Q: 実際の訓練の時というのではなく、シナリオとして、実際に噴火が起きたら上から見てないと分
からないですよね。そういう情報が本部に上がって、現地で作業している方に何キロ手前まで溶岩
が迫ったかという、そういうシステムというのはこの時にはシナリオとしては入ってなかったんで
しょうか。
A: ないと思います。そういう質問があったら、僕は消防防災センターに伝えることしか出来ないで
すから。
Q: ちょっと主題が外れるかもしれませんが、この機会にイタリアとハワイの方にお聞きしたい点は、
今、富士山を想定します。そしてどこかからか噴火が起こるだろうと、ところがご存知のように、
ものすごく広いエリアで山腹噴火でもどこで起こるか分からないとします。実際は例えば、小さな
群発地震がずっと地域的に集中してきて、どうやらマグマがこっちを目指しているっていうのが分
かるだろうという希望的な観測がある。一番大きなシナリオの一つは、天気が悪い所、ある雲底、
雲の高さが決まっていて、下の方に富士山の裾野が広がっているというのが多いんじゃないかと思
うんです。私の質問はどうやって噴火地点、噴火口がどこであるかっていうのを地図の上に落とす
か、もしくはそこから溶岩流がどれくらい流れてきたか、最初の 1 時間で何キロ何メートル来たか
っていうのが分かると、それだけで噴出量がすぐ分かるわけですから、非常に有効なんですが、私
のポイントは富士山の場合で言うと、非常に低い雲の底でヘリを飛ばしていくと、真下は GPS でよ
く分かるけど、斜めに見るやつのポジショニングが分からないと思うんです。一つでも沢が違えば、
下のほうで来るとかは全然別ですから、そういうような意味を含めて、イタリアとハワイでどうや
って場所を決めてますかという質問です。
A: イタリアの場合にはまず火山のどの部分が膨れているのかと、要するにマグマを作っている時に
膨れてくるので、それがどこにあるのかというのを事前に察知するようにします。またその地震な
どの情報からどの辺の所でマグマの圧力がかかっているのかということを特定するようにいたしま
す。そういう意味では、実際に噴火が起こる何ヶ月も前に、噴火するのであればどの辺かと、どの
辺が脹らんでいるかということが分かるようにしました。その後は状況によって変わってくるんで
すが、例えば亀裂が入るですとか、場合によっては噴火の何時間前、あるいは何週間前にそういう
亀裂が出てくることもあります。あるいはそういう所に火口が出てきたりします。そういうふうに
なりますと、その後はわりと、最初の火口が出てきた後というのはわりとトラックしやすいんです。
その亀裂、割れ目が出てきた所で。ヘリコプターに関してはやはり難しくて、先程示したように 2001
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年の時も問題だったんですが、雲だけではなく、その灰もあるということで、だからこそ私どもは
赤外線カメラを使うようにしています。そうしますと、かなりの斜めの角度に関しても溶岩流の情
報が得られます。しかも森林の方に進んでいって、森林火災も起こしていたということで、非常に
難しかったんですが、赤外線カメラを使うことによってなんとか情報を掴むことができました。雲
については良く分からないです。それはヘリコプターの問題だけではないですし、赤外線も問題が
あると思うんです。雲が厚いと赤外線カメラがあってもその下は見えませんので、場合によっては
地表から何かちょっと高さのあるところからやるとか、何か新しいものを発明するということも、
もしかして必要になるのかもしれません。
A: ハワイも似たような感じです。ただ、時間的なスケールが違うんです。火山が噴火していない時
に頂上部分で少し兆候が出てくるので、何か起こるなということは何ヶ月、あるいは何週間前に分
かります。どこというのはハワイの場合には逆に分からないです。マグマが頂上の所から出てきて、
リフトゾーンの流れがどこかから出てくるので、それはどこになるのかということになると、せい
ぜい数時間前にならないと分かりません。その地表を割って出てきますと、何か起こったというの
は分かってもどこかと決めるのはなかなか大変なので、結局ヘリを飛ばしてどこかを探すというこ
とになります。一人すごくベテランのパイロットがいまして、木のすぐ上とか雲の中とか、飛んで
見つけることができるという素晴らしい人がいて、それで GPS の座標を得ることができます。そう
しますと次にどこに溶岩流が行くのかも分かると、そういう仕組みになっています。
ソニアさん、ありがとうございます。その観測が必要だということをおっしゃってくださいまし
た。やはり市民を守るため、防災局といたしましては、この火山研究所というのは私どもにとって
一番大切なパートナーになっています。この科学研究所の観測データ、その観測結果とモニタリン
グした結果を私どもに連絡してくれるからです。また私どもの防災省の方でどういったことをする
べきかと、いうことについてのアドバイスも頂いています。私どもも新しい衛星技術などを調査し
ています。先程ソニアさんがおっしゃったような、例えば雲がある場合などの対策などを考えてい
るわけです。ただ、衛星技術を研究しているんですが、なかなか問題が色々あります。時間のかか
る作業でもありますが、なんとかそういった新しい技術のことも考慮しつつ、物事を進めていくこ
とが大事だと思います。
続きまして、ドクター･カルダチさんより『エトナ 1992 年作戦』ということでご講演いただきたい
と思います。
13：50− 14：15 C．Cardaci：エトナ１９９２作戦
13：50− 14：15 C．Cardaci：Operation Etna、1992 (video)
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ビデオ

上映

皆さん、こんにちは。ご覧いただきますこのビデオですが、91 年、92 年の私たちの経験を映し出
したものであります。この後で私がお話しますので、まずはビデオをご覧下さい。
(ビデオ)1992 年、エトナ作戦。これまで溶岩流を制御する介入としては最大規模のものでありま
す。そして、その狙いはエトナ山の麓にある村、ザッフェラーナの 7 千人の住民を守るというもの
でありました。
一連の地震活動の後、91 年 12 月 14 日に噴火が起きました。高度は 2200 メートル。ヴァレ・デ
ル･ボーヴェ西側の傾斜で噴火は起きました。デジタル化された火山の地形の計算により溶岩流の経
路をある程度推定することが出来ました。溶岩流は 1 秒当たり 30 立方米と推定され、ヴァレ・デル･
ボーヴェ、それからバルカランナの両方を横断し、最後はザッフェラーナそのものに到達するので
はないかと推定されました。そこで、私たちは防衛部隊が結成され、予防防止を図りました。そこ
で、土を含んだ壁を作るということになりました。バルカランナ、ザッフェラーナが 2 キロの所で
ボトルネックを作るというものであります。そこでもって堤防の作業、これは噴火 2 週間後に作業
をスタートしました。このボトルネックに溶岩が入る地点であります。陸軍、消防隊、そしてボラ
ンティアの人達が 10 日間ノンストップで作業を進めました。堤防の高さ 21 メートル、長さ 234 メ
ートルでありました。この建設のため、土と岩石 37 万立方米が投入されました。溶岩はバルカラン
ナを徐々に進む中、ここでトンネル効果が出てきました。そしてそこでもって溶岩流に沿って火口
ができてきました。これらの火口、まずヴァレ・デル･ボーヴェからスタートし、谷へと向かってい
きました。そこでサルドッデルブランダが起きました。そこで滝効果が発生し、そのままバルカラ
ンナへと向かって行きました。このトンネル効果があるということは溶岩の厚さが保たれ、そして
流動性も保たれ、比較的長い距離を短期間でもって進むということを意味しました。
この噴火 4 ヵ月後、この溶岩流が土で出来たバリアに到達しました。そこでもって数ヶ月に渡っ
て層が形成されました。大量の溶岩が伴われるということで、この壁がなければこのザッフェラー
ナまで 2 キロを簡単に進んで行ったのではないかと、壁でもって阻止できたことになりました。こ
の壁にぶつかって 1 ヵ月後、溶岩流は谷へと向かって行きました。その時点でもって非常事態が宣
伝され、そこでもってエトナ 92 の作戦がスタートしました。
ここでは防災部隊を始め、様々な人々が活動し、予め用意された計画に基づいて作業を始めまし
た。小さな土で出来たバリアをこの大きな堤防とザッフェラーナの隣の地域に作られました。3 つ
のバリアが 90 から 160 メートルの長さを持つものが作られました。高さは 6から 12 メートルであ
りました。数日間でもってそれぞれのバリアを作ることができました。この溶岩流が急速に差し迫
っていることを意識し、なんとかその流れを遅らせ、それでもって大本での対応を行うというのは
時間を稼ごうというのが狙いでした。その間、溶岩は前進を続けました。谷へと向かい、わずかザ
ッフェラーナから 600 メートルの所まで来ました。すでに何十エーカーもの耕作地が破壊され、建
物も壊されていました。そして、83 年のエトナでの経験、これがまずこの作業の大本となりました。
1983 年、当時はもっと高い高さの位置でもって溶岩流を阻止するというのが狙いでありました。
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この溶岩流を大本でもって阻止するということで溶岩流を冷却し、止まるだろうと、その間に予め
用意された流路に迂回させ、そして元々の流れと合流させるということで被害の面積を抑えるとい
うのが狙いでありました。これは理論上、何回も繰り返すことができます。危険が残る限り、そし
てこのような状況が続く限り、繰り返せるというものでありました。
1983 年の爆発では部分的な方向性を流れの変更のみをもたらしました。数日間しか効果が残りま
せんでした。しかし、今回予想しない効果がありました。まず、岩石が落下し、その後流れていき
ました。そしてこの人的に作られた流路へとこの溶岩流が流れていきました。結果的には流れが抑
えられることになりました。間もなく、ニコローシ、ベルパソに迫る勢いであった流れが阻止され
ました。
このような考え方から今回 92 年の作戦は作られました。つまりこの一部の一つの流路に対し、大
量の岩石を落とし込むというものであります。高い高度においては、私たちは特別な海軍によって
その為の作業が進められました。爆薬が設置され、固い地盤でもって実験が行われました。その結
果、大量の材料ができたものの、これでもって硬いものが破片となり、簡単にこの溶岩流によって
流されることが判明しました。同じこの堤防を作った陸軍部隊がもっと下のバリアのある高さでも
って爆薬を仕掛けることとなりました。同時にまた、そこで阻止する為、大量のセメントを落とす
ということになりました。これはアメリカの海軍から借りたヘリコプターを使って落下することに
なりました。この 3．5 トンの岩石が使われました。セメントは決して理想的な材料ではありません
でしたが、低い熱伝導性ゆえに持ちこたえられるのではないかと期待されました。イタリアの空軍
のヘリが導入され、大量の岩石を落としこむことになりました。残念ながら、この複雑な介入の後、
ほとんどのセメントブロック、これは流路の周辺へと落ちてしまいました。従ってその目的は達成
されませんでした。そこでまた、大量の岩石を落として、2200 メートルの高度の所のトンネルのと
ころへと落とし込む作戦がとられました。ザッフェラーナの住民はこの作戦が成功するという希望
を持つ一方で、もっと迫ってきたらどうしようといった懸念も持ちました。この段階で、爆薬は危
険ということで機械が導入されました。物流の問題があったものの、ようやく現地に着くことがで
きました。
高度 2000 メートルのところでもって人為的な流路を作ることになりました。
平行して自然の流路
があり、そこでもって岩石のところに爆薬を仕掛けることにしました。その爆薬のための溝が作ら
れました。そして、これは下流の部分でありまして、自然の流路の下流の方であります。溝の中に
はスチールプレートを入れ、そして爆薬の振動、これを本来壊すべき壁の方向へと導くのが狙いで
した。そこで、多くの爆薬が設置され、そして大量の溶岩がこれでもって粉砕されることが期待さ
れました。下手をするとこれは人為的に作られた方の流路を塞ぐことになりかねませんでした。自
然な流路の方の左側に鉄板を入れ、それでもってなんとか作戦を試みました。流れを容易にする、
そして壁をなくした後は流れを用意するためにある程度の人口流路の角度が必要でありました。そ
こでもって機械を使ってこの自然の流路へと岩石を穴から押し込んで、それでもってなんとか流れ
を変えようと考えました。
5 月 27 日 16 時 36 分爆発があり、大量の溶岩流、全体の 4 分の 3 ほどの量がこの自為的な流路へ
と流れ込むことになりました。誰しも有頂天になりました。ここにいた人は、誰しもこれは歴史的
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な出来事であると感じました。ここで、オールオアナッシングでありました。全ての溶岩流、自為
的な流路へと流し込むというのが狙いでありました。
24 時間の活動によって、エトナ作戦 92 は大成功を収めることとなりました。これはあたかも時
計が元に戻ったかのようでありました。噴火当時に戻ったようでありました。トンネルの中の溶岩
が冷却され、その先端はザッフェラーナからさらに 6 キロ下がったところまで戻りました。そして
新しい流れが古い流れをかぶせるような形でもってヴァレ･デル･ボーヴェまで後退しました。それ
から 10 ヶ月間噴火は続きました。しかし、ザッフェラーナは再びそのような脅威にさらされる事は
ありません。人間がこのようなエトナ山の脅威を前にして、このヨーロッパ最大の火山からの脅威
の前に我々は打つ手がないという事態がもはやないこと、これは誇りにすべきことであると考えま
す。
この後、カルダチさんのご講演は夕方、行政関係のところでございますので、そちらの方で質問
とかコメントとかという形でもよいかと思うんですが、もし何かコメント等ございましたらいかが
でしょう。それでは後ほどディスカッションの時にエトナの戦略、社会的なこととか、ご講演がご
ざいますのでその時に、またコメント、ディスカッションをお願いできればと思います。どうもあ
りがとうございました。それでは引き続きまして、海野さんに『富士山溶岩流の特性』ということ
でご講演いただきます。
14：15− 14：35 海野進：富士山溶岩流の特性
14：15− 14：35 S．Umino：Lava flow of Fuji volcano
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富士山溶岩流の特性
Lava flows of Fuji volcano
海野

進 静岡大学理学部

Susumu UMINO 、Department of Geological Sciences、 Shizuoka University
新富士火山の活動は、もっぱら山頂火口から噴火する時期と主に山腹の側火口から噴火する時期を
交互に繰り返してきた。これらのうち溶岩流出が活発であったのは、山頂および山腹から大量の溶
岩(39 km3 )を流し出した 11、000‑8、000 年前、山頂および側火口からテフラと溶岩を噴出した 4、
500‑3、200 年前、および側火口からストロンボリないし準プリニー式噴火と溶岩流出を繰り返した
2、200 年前以降の三期間である。
特に最初期の 11、000‑8、000 年前は新富士火山の総噴出量 48 km3 (DRE：溶岩相当密度に換算し
た体積)のうちの 81%を噴出し（旧期溶岩）
、平均噴出率も 13 km 3/1000 年と新富士火山史上最も高か
った。溶岩は主に北北西−南南東の火口列や割れ目火口から流出し、噴出中心は時代とともに南から
北へ移動したらしい。この時期の溶岩には流動性に富む大規模なものが知られている。南東麓の三
島から御殿場にかけて広く分布する三島溶岩（10、500 年前）は、南東斜面の標高 2300 m 以上から
噴出し、黄瀬川にそって 27 km 流下したパホイホイ溶岩流からなる 4km3 にも達する大規模溶岩流で
ある。北東斜面から流下した猿橋溶岩（8、500 年前）や桂溶岩（8、500‑8、000 年前）は桂川にそ
ってそれぞれ 29‑22 km 以上流れている。
一方、中期溶岩の大部分を流出した 4、500‑3、200 年前は、北西および南〜南東斜面に比較的規
模の大きな側火山を形成した。0．3 km3 (DRE)のテフラに対し、溶岩流出量は 3 km3 に及ぶ。
2200 年前の湯船第 2 スコリアを最後に山頂火口からの噴火は途絶え、その後の噴火は山腹の割れ
目火口（列）や側火口からの溶岩流出（新期溶岩）と宝永噴火をはじめとする降下テフラの噴火で
あった。テフラ噴出量は 1．3 km3 (DRE)、総溶岩流出量は 1．2 km3 に達した。とくに延暦以降（西
暦 800 年〜）の約 200 年間には比較的規模の大きな溶岩流の噴火が集中した。とりわけ西暦 864‑866
年の貞観噴火は約 1 年半の間に 0．7‑1．2? km3 の青木ヶ原溶岩を流出した最大規模の溶岩流噴火で
あった。
富士山は急峻な山頂からゆるやかに広がる裾野にかけて美しい弧を描く対照的な山容で知られる
が、傾斜の急遷点が２カ所あり、急傾斜の山頂部、中傾斜の山腹、緩傾斜の山麓部に分けられる。
急遷点は北側では1300mと2200‑2400m、南側では1500mと2100‑2600mにある。北側よりも南側が急で、
とくに山頂部南西側では30度を越える。2200年前以降の溶岩流の多くは山頂部の側火口から噴出し、
急斜面を直線的に刻む谷に沿って流下するアア溶岩となっている。これに対して西山麓に分布する
中期溶岩や北西山腹から噴火した青木ヶ原溶岩など、緩傾斜の山腹から山麓にかけて流出した溶岩
流は面的に広がり、パホイホイ溶岩またはアア溶岩の表面構造をとる。最近行われたレーザー測量
によって表面の微地形が描き出された青木ヶ原溶岩は、両者が入り混じった複雑な様相を示す。こ
のような産状の違いは溶岩の噴出率と噴火時間、流路の傾斜、溶岩物性（揮発成分の量と種類、メ
ルトの化学組成、斑晶量、噴出温度等で決まる強度や粘性率など）の経時変化によって決まる。火

58

口の位置と溶岩構造の関係は、流路の傾斜が支配的であることを示唆するが、富士山の溶岩の噴出
率や物性に関する情報はほとんどなく今後の研究が待たれる。山麓に流下した溶岩では末端が河川
や湖水に流れ込み、枕状溶岩、ハイアロクラスタイト、スパイラクルなど高温の溶岩と水の反応に
よって生じるさまざまな岩相の変化を示す。
2000 年から 2001 年の例の低周波地震以降、富士山の色んなプロジェクトが立ち上がってだいぶ
研究が進んで、色々新しいことも分かってきたんですが、与えられたお題が、実は溶岩流に関して
はそれほど進展がないというか、ある程度までは分かったんですが、本質的なことというのがあん
まりよく分かっていません。その理由はこれから後で出てくると思うんですが、ご存知のように今
見えてる富士山の下に非常に古い火山帯、小御岳とかプレ小御岳と言っているような、火山が埋ま
ってます。こういったものは新しい噴出物で覆い隠されてしまっていて、溶岩流に関していえば、
ほんの断片的に露出しているだけで、全体を見ることは出来ませんから、今日の話はこの一番新し
い最新機のヤンガー富士という新しい噴出物のことをもっぱらお話いたします。

こういう溶岩がどんな特性を持っ
ているかということをちょっと考え
てみたんですが、化学組成で言うと
富士山の噴出物というのは非常に限
られた組成をしています。それを
SiO2 wtでいうと 50から 52％程度。
みんなこの辺りに入ってしまいます。
この原因は富士山が比較的深いとこ
ろ、クラストの地殻のチューブくら
いの深さで分解している為だと説明
されています。こういうふうに化学
組成が限られておりますから、それ
に起因する色んな物理的な性質、特に SiO2 は粘性に大きな影響を与えます。こういったものが非
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常に限られたものになることが期待
されます。
ところが、富士山はここに顕微鏡
の写真を出したんですが、こういう
ふうに結晶がたくさん入っています。
こういう大きな結晶がたくさん入っ
ていると粘性係数、粘性率というの
は非常に高くなって流れにくくなる
んです。それからこういったものは
降伏強度と言って、流れに対する抵
抗、流れまいとする力が働くように
なります。
こういったところから富士山の溶岩の挙動というのは恐らくハワイの流れやすいああいった溶岩
とかなり違ったものになっていっただろうと予想されます。ちなみにこういう結晶がいっぱい入っ
ているということを考慮に入れた溶岩全体の粘性率というのを火口が出た時点でどれくらいであろ
うかとちょっと計算してみると、これくらいです。10 の 3 乗から４乗パスカルセコンドと言います
けれども、ポアズで言うと４乗から５乗ポアズです。恐らくこれはハワイの溶岩よりも１桁２桁大
きい値ではないかと思います。富士山の溶岩流というのは主に大きく３つの時期に流れ出していま
す。大部分の溶岩、39 立方キロメートルという膨大の量の溶岩が最初の時期に流れ出しています。
ここに 1 万 7 千年という古い時代
を書いたんですが、これは従来 1 万
年とか 1 万 1 千年というふうにこの
地質を作った、基本的にはこれを作
った津屋先生の頃はその程度に考え
ていたんですが、最近、地質調査所
がやった研究に従うとこの程度の年
代まで遡るらしい。
次に溶岩流を大量に出したのがこ
の時期で、3 立方キロメートルくら
い出しています。それから暫く溶岩
を出さずにもっぱら降下火災物を出
す時期があって、2200 年前以降現在
に至るまで、山頂火口ではなくて、富士山の山腹に空いた火口から溶岩流と降下火災物とを同量ず
つ出すような変化を続けています。
一番古い時期に流れた大量の溶岩というのは現在見られている富士山の一番基底の部分、土台を
作ったような時期です。

60

この膨大の量の溶岩は、これは宮
地さんの復元図に基づいた絵ですが、
主に北北西から南南東にかけてこう
いう方向に走っている、割れ目から
大量の溶岩を噴出したという風に考
えられています。
断片的な露頭とか論文の記載を見
ますと、こういった溶岩は主にパホ
イホイと呼ばれている種類の溶岩か
ら出来ているというふうに考えられ
ますが、この時期の富士山の山陽と
いうのはなぜこの時期にこういうパ
ホイホイ溶岩が一番たくさん流れるかを考えてみると、恐らく山陽、山の形が現在とだいぶ違って
いてなだらかだったんじゃないかと思われます。こういう流動性に富んだ溶岩を流すような山態と
いうのはちょうど今エトナ山と同じように山頂部分が緩やかな形をしていて、今の富士山のような
上に竜になったこんな形とだいぶ異なっていたというふうに考えられます。とりわけこの中でも三
島溶岩という 1万 500 年程前に流れた溶岩流が非常に巨大で 4 立方キロメートルも出している。こ
の溶岩は限られた露頭を見ると、板状の溶岩の表面が覆われたスラッビー･パホイホイと言っている
ような溶岩であるとか、チューブ･フェド･パホイホイと言っているような小さな溶岩ローブがパホ
イホイの溶岩ローブというのはたくさん積み重なったような構造をしているコンパウンド･フロー
と呼ばれている種類のもの。恐らくは長期間かけて流れたのではないかと考えられるんですが、非
常に露頭が断片的で表面には時々こういう斜め上の構造とか溶岩チューブシステムも見られるんで
すが、全体像というか、
実態についてはほとん
ど露頭がなくてよく分
かっていません。
もっと様子が分かっ
ているのはやはり新し
い時代、2200 年前以降
の特に歴史時代の噴出
物です。ただ、歴史時
代といっても残念なが
ら、紀元前の記録が残
っているイタリアとは
だいぶ違って日本の場
合にはかろうじて噴火
の様子が分かるという、
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西暦 864 年から 66 年の青木ヶ原溶岩の記録程度で、その他の溶岩流についてはどうもこの時期に
噴火があったらしいという記述があるくらいで、溶岩流がどういう風にしてどのくらい時間をかけ
て流れたなんていうことに関しては一切の記録がありませんから、ほとんど歴史記録からはどうい
う噴火だったかを読み取ることはできません。
これらの溶岩流は大きく 3 つのグループに分けることが出来ると思うんです。一つはこの山頂部、
こういった急な斜面に残っている溶岩路、それから少し下ったスロープが 10 度から 20 度くらいか
けてのこういう溶岩、それからもっと下にある青木ヶ原溶岩のように非常になだらかな裾野に溜ま
っている溶岩です。山頂部の急な斜面を作っている溶岩というのは 5 合目から上へ行って近づいて
みると分かるんですが、斜面と平行にこういうふうに一見灰色の板状の溶岩のようなものが見られ
ます。こういったものが近づいてよくよく観察してみると、この灰色の塊状の岩態、溶岩の中にス
コリアとか火山帯のようなものがたくさん取り込まれていて、この灰色の部分を横へ追っかけてい
くといつの間にかスコリアであるとか火山断、あるいはスパターと言っているような火口から噴出
してきたもの、空から降ってきたものに変化していってしまうという様子が観察されます。
こういった種類
の溶岩は根無し溶
岩、ルートレスラ
バとかクラストジ
ェニックの溶岩と
いう言い方をされ
ています。つまり
火口から噴出して
きたものが高温の
状態で急な斜面に
降り積もる。そう
するとお互い自身
の熱でもって溶け
合って一見して一
つの一塊の液体の
ような状態になっ
て斜面をズルズル
と流れ下っていく、
そういうものです。
こういったものは
一回空に出て、宙
を舞っていますか
らその間に冷えて
しまっていて液体
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として流れ出た溶岩に比べると、冷えた分、流動性に乏しい。高い降伏強度を持っていますので、
こういった急な斜面に引っかかって途中で止まる。
一方、こういう火口あるいは中腹の火口から液体として流れ出た本当の溶岩はこういう急な斜面
には留まってなくて、そのまま下に流れていってしまう。そういったものが、富士山が急な斜面か
ら裾野へ流れ下っているこういう溶岩流です。
こういったものには例えば剣丸尾
(けんまるび)Ⅱといった大きな溶岩
流や鷹丸尾(たかまるび)という溶岩
流があります。ただこういった溶岩
流を見ているとどうも溶岩の形を見
るとシンプルフローと言っている種
類の溶岩のように見えます。シンプ
ルフローという言葉の意味は上から
ただずっと一筋の溶岩が流れ下って
きた、単一の溶岩ローブからできて
いるような溶岩という意味です。こ
ういった溶岩というのはだいたい短
い噴火によってできた、そういう溶岩が多いんです。
この鷹丸尾なんかをみると二筋の溶岩がこことここにあるんですが、よくよくこの出口の辺りの
割れ目火口を見ると、片方は割れ目火口の上の方から出ていて、もう片方は割れ目火口の下の端か
ら出てます。だからこういったものは独立に流れ出たか、あるいは同時に別々の出口から流れ出た
それぞれが単一の溶岩流で、一つの溶岩流が複雑に分岐していったようなものではありません。そ
ういうものが短期間の噴火でできるというのは、例えばハワイやエトナの火山でよく観察されてい
て、こちらにいらしているカルヴァリさんなんかも非常に詳しい研究をされているんですが、この
場合、エトナの 83 年の例です。
溶岩流というのは噴火の時間が長くなってくると、その一つの溶岩が延々とどこまでも流れてい
けるわけではなくて、どうも流れていける限界があ
るように見えます。これは噴火が開始後 10 日後、
この溶岩がずっとここまで来た画なんですが、噴火
はまだずっと続いています。まだ続いているんです
が、この辺りからこの溶岩はこれ以上成長するのを
止めてこの辺りから別の溶岩流がこれに沿って流
れ出してここまで行ってます。それも 23 日後には
流れを止めてしまって、また上流の方から別の流れ
を新たにしようと。こういうふうにして噴火の時間
が長くなっていくと、溶岩流は距離を伸ばすんでは
なくて、横に溶岩流のフィールドを、横幅を広げて
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いくというようなことが起こります。
正確にこういった現象を再現できるような溶岩流のシミュレーションコード、プログラムという
のはまだ開発されていないんですが、我々なんとかそういうものを作りたいと思っているんですけ
れども、そういった既存のシミュレーションコードでこれとよく似たような現象をみることはでき
ます。つまり噴出率をどんどん上げていっても決して溶岩流は先まで伸びていかないで、あるとこ
ろの限界で止まってしまう。その代わりに横幅をどんどん広げていくというようなことは再現でき
ます。
こういったことの理由についてキルバーン先生はこんな理由を挙げています。溶岩流の流れてい
く長さというのは何が支配しているかというと、一つ、これは非常に重要なことですが、溶岩流の
噴火が終わってしまう。当たり前ですね。噴火が終わればそれ以上溶岩は流れなくなる。これは短
期間の噴火に当てはまります。こういったケースでできる溶岩流というのは先程言った剣丸尾であ
るとか鷹丸尾のようなシンプルフローと呼ばれるタイプ、ああいった溶岩流を作っている場合に多
いんです。それ以上噴火の時間がずっと長期間継続するようになると、一つの溶岩流の流れを限界
まで行くとそれ以上流れなくなってしまうように見えるんですが、その理由は例えば流れに対する
抵抗がこういったことで増加する。
一つは例えば溶岩流というのは表面から冷えて固まってきます。冷えた部分をクラストという言
い方をしているんですが、その冷えたクラストの中に液体の溶けた溶岩が流れていて、それが冷え
たそのクラストを打ち壊すように、あるいは変形させて無理やり押し流して行くというふうにして
溶岩は段々流れていきます。そのクラストの部分があんまり強くなると、冷えて固まりすぎちゃう
と、溶岩流はそれ以上先へ行けなくなるということです。
もう一つは液体の部分自体の結晶化が進んで、要するに溶岩流全体が冷えてきて止まってしまう
という場合、これには例えば、溶岩流というのは非常に熱伝導の悪い物質ですから、一回クラスト
といったもので回りがすっぽりと覆われてしまうと液状部というのは表面から段々熱伝導によって
冷えていくしかなくなります。熱伝導っていうのは非常に遅い現象ですから、それによって内部が
冷えてそれ結晶化するというのはちょっと考えにくい。そこでどうしたかというと、こういう人達
は例えば溶岩流が流れている最中に冷えてもう固まっているクラストの部分が溶岩流の熱い内部に
取り込まれる。そうすると、冷たいものが中に入って行きますから、それによって中心の部分の液
体部分が冷やされる。それで結晶化が進む。
あるいはもう一つ非常に重要なのは恐らくこういう脱ガスの効果です。噴火してきた溶岩の中に
は水がたくさん溶け込んでいます。そういった溶岩中の水というのは地表のこの大気圧下では溶岩
流の中に溶け込める水の量というのはほとんどゼロです。だから元々入っていた水というのは全部
気泡となってガスとなって抜けていくわけです。そういうことが起こると溶岩の結晶化が始まる温
度、リキダスと言っていますけど、その温度が急に高くなります。だから溶岩は冷えないんですが、
脱ガスが起こることによって勝手に内部に結晶化がどんどん進行するということが起こります。そ
うすると中からどんどん固まっていってしまう。
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先程の三島溶岩のような古いステー
ジの溶岩はなだらかな斜面を流れ下っ
てパホイホイを作っているようなもの
が多い。それに対して急なスロープを
流れ下ってきた剣丸尾や鷹丸尾のよう
なああいう溶岩はほとんどがアア溶岩
です。どうしてそういったことが起こ
るかというと、例えば最近だいぶ理論
的な研究と溶岩の物性に関する実験的
なデータというのが揃ってきて、定量
的な議論ができるようになりました。
これもまたキルバーン先生のモデル
なんですが、彼はどういうふうに考え
たかというと、溶岩が流れているうちに、表面が冷えて固まってクラストができます。クラストが
壊れないで流れていったものが、パホイホイ溶岩と言っているものです。滑らかなクラストで表面
が覆われています。ところが、流れている最中にクラストが壊れてしまうということが起こるとど
うなるか、例えばクラストには溶岩が中の液体が流れることによってクラストを引っ張る力が働い
たり、あるいは場所によって流れの速いところ遅いところというのがありますから、クラストに対
してはせん断という種類の力が働きます。そういった力が溶岩のクラストの破壊強度を超えるとク
ラストは壊れてしまうわけです。そういうふうにして壊れてできた欠片をクリンカーと考える。た
だ、クラストを引っ張って二つに割った時に中には液体の溶岩がありますから、それが表面に上が
ってきます。それがまた表面で冷やされて次のクラストを作っちゃうわけです。だからそういう状
態でクラストがどんどん修復されていっちゃうと、これはやはりパホイホイ溶岩なんです。だけど、
その修復の速度よりもクラストを壊していく速さの方が速ければ、破片上の欠片で溶岩の表面が全
部すっぽり覆われてしまうということになります。そういう考え方から理論的に導き出した値、そ
れに対して物性値をハワイとかエトナの実際の溶岩からとってきたものを入れてやってこういうグ
ラフを書くと、これはクラストに加えた力、それから溶岩が流れていってクラストが変形していく
速度ですが、その関係をこういうふうにグラフに表すことができます。
ある程度、同じ力で見た時に、クラストの変形速度が非常に速いと、クラストが連続的にどんど
ん壊れていってアア溶岩ができます、という画です。この手のグラフは非常に昔、ペーター･スワン
ダヒリングという人達が論文で示した縦軸に溶岩の面性、横軸に変形速度、という定性的なグラフ
と非常に形がよく似ています。その理由は応力と粘性率がこういう関係式で結び付けられていると
いうことを考えれば、当たり前なわけです。このモデルを基にキルバーン先生が示してくれた画が
これなんですが、これは溶岩が流れているところの斜面です。
縦軸は溶岩の流れる平均速度、ある一定の傾斜がもっとある斜面を溶岩がずっと流れていく時に非
常に速く流れれば、当然それだけクラストにかかる力、変形速度というのも大きくなりますから、
ある閾値を越えるとクラストが壊れてアア溶岩に変化するだろうと。そういうふうに理論的に予想
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された線がこれです。
そこにエトナとかハワ
イのパホイホイ溶岩と
アア溶岩をプロットし
たものがこれで、こう
いうふうに非常によく
再現できています。
そこで、今我々が立
っているところ、実は
さっきお話した剣丸尾
という溶岩、剣丸尾Ⅰ
ですね。1937 年に噴火
した 溶岩の上に 今、
我々は立っています。
ちょうどこの辺りです。
この辺での平均傾斜は 2 度ですから、そのデータをここにプロットすると、この辺り。その時の速
度という、剣丸尾がアア溶岩になるための最低の速度というのが、秒速 0．01 メートルです。非常
にゆっくりしています。でも、時速 36 メートル。大きなアア溶岩を考えれば、まあこんなもんでし
ょうと。これに対してここの辺りでは大体幅が一定していて 900 メートルくらいの幅があります。
溶岩流の厚さというのはこのすぐ近くの橋の袂で見ることができるんですが、3 メートルくらいあ
ります。計算してみると、体積ボルメトリックフラックスというのが計算できます。1 秒当たり 2700
立方メートルくらい、これくらいの流量で流さないとこの剣丸尾溶岩はアア溶岩にはなれないとい
うことです。これは最低値の推定値ですが、それを体積でもってこれを割ってみれば、噴火に擁し
た時間 7 時間というのが出てきます。
こういった推定というのはもちろん我々には歴史記録がない以上はこういったものを使って次に
シミュレーションするときにこういったものを試してみるといったことが必要になるので、こうい
う試みというのが必要になってきます。
それからもっと裾野に流れ下ってしまった
溶岩、青木ヶ原溶岩のようなものはなだらか
な斜面を流れて横に大きく広がっています。
これはつい最近まで実態がよく分からなかっ
た。私も 10 年位前に散々この青木ヶ原溶岩の
中を、現在青木ヶ原樹海と呼ばれている森林
になっています。その中を随分徘徊したんで
すが、どうもさっぱり分からない。
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その理由はこれを見れば明らかなんですが、
富士山というのはこの山頂部のこの大体２千数
百メートル以上のところを除いては森林ですっ
ぽりと覆われています。特に青木ヶ原溶岩なん
ていうのはこういう場所です。青木ヶ原溶岩の
北西の端の精進湖という湖に流れ込んだ辺りで
すが、ここを見ても空中写真を見ても溶岩の構
造はさっぱり分かりません。ここでかろうじて
アア溶岩の大きな斜め上のしわのようなものが
見えています。その程度です。ところが、最近
のこの技術の進歩は目覚ましいというか、飛行
機にレーザーで測量する機械を積ん
で１秒あたり 60 回測定を繰り返す
ということをやってこの上を飛び回
っております。そうしたらこんな画
が描けた。ものすごく細かい非常に
細かい溶岩の表面の構造まで見えて
います。
この解像度は水平解像度が 1 メー
トルくらいありますが、縦の解像度
の数十センチ程度。これを見るとさ
っきうっすらと見えていたしわがは
っきりと分かります。この先端のと
ころではなんとこのアア溶岩のフロントは 50 メートルほどの高さで盛り上がっています。現部版の
アア溶岩でこんなにフロントが厚くなるっていうのも、非常に厚いほうではないかと思います。こ
の辺りの溶岩を見ると、溶岩流のフロントの先端部が細かく、たくさんの細かい丸みを帯びたロー
ブのようなものにどんどん枝分かれしていっています。同じような構造はこのスケールダウンした
状態でここにも見えています。ちょうどフラクタルのような関係になっていてアア溶岩のフロント
の構造というのはみんなよく似ているんですね。それに対して、ここ、溶岩が精進湖に流れ込んだ
部分ですが、ここでは扇型に広がった溶岩デルタを作っていますが、その表面の部分に細長いくね
くねと折れ曲がった骨のようなものがたくさん見えています。これがたくさん細かく分岐していま
すが、これはテュムラスの一種で、フロー･ローブ･テュムラスと専門用語で言っているんですが、
この手のものもパホイホイ溶岩でできたものです。ここでは他にも溶岩デルタの先端を突き破って
水の中を流れた水中のシートフローという種類の溶岩が見えています。
またこっちで同じようにフロー･ローブ･テュムラスなんですが、デルタの根元から出て、不思議
なことに湖の湖岸に沿って溶岩が流れていった様子がここによく見えています。一番深いところは
実は真ん中あたりにあったはずなんですが、そっちにダイレクトに流れ下らずになぜか湖岸に沿っ
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て溶岩がずっと流れていくっていう構造が見られます。テュムラスというのはパホイホイ溶岩によ
く出てくる構造なんですが、普通は下に溶岩チューブが発達していてその中のチューブがどっかで
詰まったりすると上流からチューブの中をずっと伝わってきた溶岩がつかえてしまってチューブの
中の溶岩の圧力が高くなって上をずっと盛り上げて膨れていくという構造です。
時々は地表に流れ出たパホイ
ホイ溶岩が溶岩ローブというも
のを作って、その中に詰まって
きた溶岩が、ゴム風船の中にち
ょうど水を流し込んだような状
態で、ブーっと膨れていくって
いう構造を作ることがあります。
だから特にフロー･ローブが膨
れて作るテュムラスのことをフ
ロー･ローブ･テュムラスという
言い方をしているんですが、こ
れは富士山によく見られるフロ
ー･ローブ･テュムラスの一つで
すけれども、先端から流れてい
った溶岩、ここの細くくびれた辺りからフロー･ローブが流れ出して、円形にずっと横に広がってい
ます。それが縦に上に盛り上がってこういう大きな割れ目を作っています。溶岩の表面にはたくさ
ん細かい収縮によってできた冷却設備、割れ目がいっぱいあるんですが、特徴的にローブの伸びた
方向と平行にローブの真ん中に深い亀裂が発達します。
この理由はローブの断面を撮
ってみたときにこういう格好
になりますけれども、外側にク
ラストができています。中は溶
けた溶岩が詰まっていて、これ
がどんどん上流から流れ込ん
できて、風船玉が膨れるみたい
にぶーっと上を押し上げて膨
れてるわけです。そうするとど
ういうことが起こるかという
と、当然クラストにはテンショ
ン、張力がかかります。それに
対して重力が鉛直方向に働い
ていますから、クラストに関わ
るテンションの合力の方向、重力と溶岩の中に詰まった圧力によるテンションといったものの合力
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を考えてみると、ちょうど真ん中のこの一番上の辺り、天井の辺りでテンションが最大になるわけ
です。だから当然ここの部分の亀裂が大きく発達する。こういう割れ目と言うのは単に冷却によっ
てできる割れ目じゃなくて、そういうクラストに働いている溶岩の圧力によるテンションというの
が強く効いていると考えられます。こんな状態の大きく深い割れ目ができたりするわけです。こう
いうテュムラスというのはハワイに行くといっぱい見られるんですが、どうも一見するとハワイの
テュムラスと違うところがあります。それはこういうやつです。
ここではちょうどパホイホイ溶岩が流れてきてそれを膨れていく様子を見ていたんですが、この
溶岩ローブの下のところに割れ目ができてそこから中の溶けた溶岩が染み出してきちゃったんです。
それが周りを固めています。それから縦に割れた大きな亀裂のところからこのように漏れ出した溶
岩が少しあります。こういう溶岩の漏れ出しというのはハワイでは非常に頻繁に普通に見られるん
ですが、富士山の溶岩のテュムラスを探してみてもこういう漏れ出し、染み出しというのがほとん
どありません。これは
クラストの強度、さっ
きクラストの強さがハ
ワイと富士山とではだ
いぶ性質が違うように
富士山の方がずっと強
いように見えます。
先程の青木ヶ原溶岩
ですが、これは実はこ
こにあった、せのうみ
という大きな湖に流れ
込んで、こういうふう
に分断して現在の西湖
と精進湖を生じていま
す。この辺りでちょう
どボーリングが行われていて、そのコアを見ると、陸上の層と水の中に流れ込んでどんなものがで
きたかというのを見ることができます。そうすると、ボーリングを始めて地表から 70 メートルくら
いの深さまでは普通の陸上のパホイホイ溶岩です。それよりも下、70 から 135 メートルくらいまで
はどうも水によって急冷されたらしい細粒の断片と少量の枕上溶岩を得ることができました。そう
いったことからここの湖の深さが非常に深いということが分かって、これは地表の調査ではそれま
では青木ヶ原溶岩というのは体積がたかだか 0．16 立方キロメートルと考えられていたんですが、
このボーリングの結果、ここに非常に深い溶岩の塊があって、実は 1 立方キロメートルにも及ぶ非
常に大きな噴火だったということが分かりました。
また溶岩が水と接触すると、時々こういう爆発的な現象が起こったりします。青木ヶ原溶岩のス
パイラクルと呼ばれているもので、溶岩が多分湿地化、沼地に流れ込んで下にトラップされた水が
溶岩の熱によって熱せられて高圧のガスに、水蒸気になって、それが半ば固結した溶岩の中をボー
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ンと吹きぬけた。周りにその吹き飛ばした破片を飛び散らすというよう
な現象。こういったことが起こることがあります。
余り時間がないので、ちょっと細部を飛ばしますが、溶岩が流れてい
く最中に一体どれくらい結晶化が起こるか、それは先程の溶岩流が停止
する条件の一つとして非常に重要なことだと考えられるんですが、実際
に溶岩が火口から流れてきて止まるまでにどの程度結晶化するかなん
ていうことを調べた例というのはほとんどハワイとエトナ山くらいし
かないんです。
それはあの地では溶岩流が流れ出す火口の所に行って溶
岩をつまみ上げてサンプリングして、
ずっと流れていったところを追っ
ていって、10 キロ先の海で流れ込む所でまた溶岩をサンプリングする。
両方を比較すればどれくらい結晶化してその間に温度がどれくらい下がったかというデータを取る
ことができるんですが、それは日本の火山でやられた例というのはありません。それは日本の火山
で溶岩流の噴火というのは滅多に起きないということ。何しろこと富士山に至ってはこの世の中で
生きている人で富士山の噴火を目撃した人というのは誰もいないわけですから、やろうと思っても
できないわけです。すでにそこ
にある噴出物でなんとか推定
しないといけない。そんなこと
をちょっとやってみたんです
が、これは先程の本栖湖の場合、
水の中に青木ヶ原溶岩が流れ
込みましたので、そこで急冷さ
れて溶岩の液体の部分がガラ
スとして凍結されてます。その
ガラスを取ってきて分析して
みると、液体の組成が分かる。
それから周りにあるこういう
細かい結晶、石器の鉱物といい
ますが、こういったものが火口を流れてから本栖湖に至るまでの間に結晶化したと仮定してみると、
火口から急冷されて流れてくるまでの間にどれくらい結晶化が起こって、温度降下が起こるかとい
うことをある程度推定できるかと思います。
この中の鉱物で特にピジオンナイトなんていう鉱物を使うと地質温度計というもので溶岩の温度
を推定することができます。そうすると大体 1132 度で、一方メルトの液体のガラスの化学組成から
ドライでのリキダス、つまり結晶化が始まる温度というのをメルツという有名な熱力学のシミュレ
ーターがあるんですが、これで計算してみると、1129 度。驚くほどこれは一致しています。ピジオ
ンナイト温度計の精度を考えると、偶然の一致と言った方がいいんですが、このことが示している
ことはこの溶岩は恐らく火口から流れてここに来るまでの間にほとんど脱ガスを終了してしまって
いる。ドライの状態になっている。無水の状態になっていた、そういうふうに考えられます。
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溶岩流防災の政策、戦略
Policy and strategy of lava flow disaster prevention
藤田英輔（独）防災科学技術研究所
Eisuke FUJITA, NIED
We propose the strategy for lava flow hazard mitigation using “the new-generation hazard
map．” This map bases on the numerical simulation and visualization of lava flow and promotes
the recognition of lava flow phenomena for public officials and residents． Real time simulation
will be also available and we can evaluate the effects of some artificial control like the
installation of bank, cooling the lava surface and so on．
火山災害を発生する代表的な現象である溶岩流は、高温のマグマが火山体を流下して周辺地域の火
災や埋没といった被害をもたらす。このような溶岩流による災害を軽減するために、時間軸に沿っ
て二つの視点から防災戦略を検討する。まず事前（平常時）の対策として、溶岩流の特性・特徴を
把握しておくことが重要であることはいうまでもない。過去の溶岩流発生の履歴、その火山特有の
マグマの性質などをもとに、噴火口の発生する領域の推定、流れる範囲、到達時間、温度などの性
質を把握しておく。次に、いざ、火山噴火が発生し、溶岩流が発生した場合、時々刻々と変化する
状況を的確に把握し、推移予測を行うことである。このような溶岩流防災の政策には、ソフトとハ
ードの両面を整備し、その連携により戦略を練ることが最も効果的である。ソフト面として広く用
いられているのが溶岩流ハザードマップである。従来のハザードマップは事前の危険度予測として
用いられ、避難対策などに利用されてきた。そこでさらにこのハザードマップを発展させ、行政担
当者や地域住民が平易に理解し、防災対策を練ることができるように目的とした「次世代型ハザー
ドマップ」に移行していく。これはたとえば、溶岩流がどのように流れるか、温度が変化していく
かなどの情報について、計算機を駆使したシミュレーションを行い、その結果をアニメーションな
どで可視化を行い、バーチャルな体験として感じられる情報として整備する。このシミュレーショ
ンでは、ハード的対策、たとえば、溶岩流堤防の整備による効果の算定などにも用いることができ
る。また「次世代型」では、噴火発生時においても観測データを適宜インプットしながらシミュレ
ーションによるリアルタイム推移予測を行い、緊急の対策（たとえば避難経路の決定や物資の輸送
など）の策定・判断へ情報提供が可能となる。このような技術をもとに、より積極的な溶岩流防災
対策の策定を提案する。
お待たせいたしました。溶岩流の防災と戦略ということで、荒牧先生につけて頂いたタイトルで、
ちょっと立派なタイトルなんですが、中身につきましては私の発表とこの次の日高さんの発表と合
わせまして、溶岩流のシミュレーションの話をさせていただきたいと思います。
これまで色々なご報告がありましたけれども、溶岩流というのはそもそもどうやって、何が決め
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るのか、何が溶岩流をコントロールしているのかっていうのを非常に簡略化した形で幾つか整理し
てみようと。我々そのシミュレーションの方からとりあえずその溶岩流の特性を押さえていきたい
ということで、何がコントロールするかというのを簡単にまとめてみると、１つはその溶岩の流動
性。それは今、海野先生の方でご説明頂きましたその粘性とかそういうことです。それから２つ目
は溶岩の温度。これはもちろん粘性にも絡んできます。それから 3 つ目として溶岩の噴出量。イタ
リアのカルヴァリさんのお話にもありましたけれども、フラックス･レートというのは非常に効いて
くるというところ。それから溶岩の噴出場所。どこから出てくるか。それから後は溶岩の総量とい
う、こういった 5 項目がまず押さえなければいけないバロメーターだなというふうに考えています。

そこで非常に簡便化して、今の海野先生のお話
は非常に詳細なご説明だったんですが、ヴィスコ
シティをまず押さえる。これは基本的にはそれぞ
れの火山の特有ということで、溶岩の物性という
のを押さえる。それから温度依存性というのはモ
デル化、その理論的なモデル化で押さえることが
できるということ。それから溶岩の温度というの
も色んな先程赤外線の観測ですとか、過去の実績
とかそういったことで押さえることができる。そ
れから溶岩の噴出レート、これも午前の荒牧先生
のお話にもありましたけれども、シミュレーションを行うに当たってどれくらいのレートで出てく
るかということが一番効いてくるということです。これは後でコメントします。それから溶岩の噴
出場所。非常に単純に考えてどこから出てくるか、一番プリミティブには山頂から出てくるか、山
腹から出てくるのか、こういった攻撃的な応力場で、例えば富士山ですと、北西南東の方向に割れ
目ができやすいとか、そういったこととか、過去の実績とかから大体の場所を押さえられる。
それから先程荒牧先生のご紹介にもありましたように、火山性地震の震源の位置ですとか、火山
の方の地殻変動の観測などから大体観測網が地球物理学的観測網の方から大体どの辺でいよいよマ
グマが出てきそうだなというある程度、迅速に抑えられるというような自信をつけつつあるという
ところです。
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あと、溶岩の総量に関してはいずれにしてもその根っこが分からないので、はっきり言ってよく
分かりませんけれども、大体そのマグマたまりの位置ですとか、そういったものを地震波トモグラ
フィーにより予め推定しておくというようなことが、溶岩流を決めるバロメーターとして挙げられ
ると思います。それで、どのように対策を練るか。基本的に事前に対策を練れること、その噴火時、
迅速な噴火が起こっていよいよ溶岩流が出てくるかという時の対応と、2 つの切り口に分けられる
と思いますけれども、これも皆さんもご存知の通り、溶岩流のハザードマップということがいろい
ろな所で整備されてきてこれを作るに当たって、今挙げさせていただいたａからｅの 5 項目を十分
学問的に検討して、例えば富士山ではこの溶岩流ではなかったかもしれないんですが･･･。

溶岩流のハザードマップというようなものが作られて、溶岩流の到達範囲とか、どれくらい時間
が経ってここまで行くとか、それを踏まえた上で避難場所の明示というようなことを示していると
いうようなことです。
我々の所で溶岩流のシミュレーションをするに当たって、より溶岩の性質とかをなるべく正確に
把握したいというようなことで、平成 13 年から一つプロジェクトをやっていまして、来月 11 月ま
でなんですが、ここ 3 年間で火山熱流体シミュレーションと環境影響予測手法の開発というのをや
っておりました。我々その色々地震ですとか、地殻変動とか、熱とか、そういう観測データを持っ
ていますけれども、それをシミュレーターによって解釈して、何が起こっているのかというのを特
に防災対策ですね、そういったことに使えないかというような、こちらの左側のツールを作ってい
きたいというふうに考えまして進めてきました。
その一つに溶岩流シミュレーションがあって、あ
と地下の動き、噴火に至る過程をシミュレーショ
ンするようなもの、というようなことをやってい
まして、今回特に関係してくるのは溶岩流シミュ
レーションの部分に当たるということです。
そこで我々の所で開発しました溶岩シミュレ
ーションコード、LavaSIM と、先程から何回か
お話に出ていたかもしれませ んけれども 、
LavaSIM という溶岩流シミュレーションコード
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を作っております。このコードの特徴としては溶融凝固連成、メルティング･ソリディフィケーショ
ン。溶岩が流れながら冷えていって固まる、そして止まるとかそういったようなこと。それから 2
番目として溶岩流の中の 3 次元的なコンベクションを計算している。それから 3 つ目として物性の
温度依存性をモデル化して、東北大の後藤さんのモデル、それから海野さんの理論を含めた形で開
発しているということです。
今作りましたのがフルスペックのバージョン、スーパーコンピューターで動かすようなフルスペ
ックバージョンと簡易版の PC バージョンというのがありまして、この PC バージョンの方は後で
詳しくご紹介いたします。

シミュレーションの例なんですが、これも荒牧先生の委員会で提案されている富士山の溶岩流シ
ミュレーション、こういったものをベースとして想定される規模、噴出の溶岩流が出そうな場所と
いうものと、色々なケースを使わせていただいて、シミュレーションを行っています。
特にそのマップとして表現しているものをこういったものの啓蒙活動とかより深いより理解して
いただくというようなことを目的として、なるべくアニメーション化して見せたいというのがあり
まして、これは一つの例です。溶岩が冷えて固まっていくような様子を色分けして、可視化してこ
ういったものをお見せするというようなものを作っています。
例えばこのシミュレーションの結果について
は御殿場市さんの方で、ちょうど一昨年、全戸に
富士山火山防災マップというものを作って配布
するというようなことをちょうどご検討されて
いて、そこの中で使っていただくような形で、配
布されています。将来的に我々が何を目的として
いるかというようなことなんですが、やはりリア
ルタイム、事前にシミュレーションの方からいき
ますと、事前になるべく想定される溶岩流という
ものをなるべくたくさん計算しておいて、実際に
はリアルタイムのシミュレーションを行う。
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例えば、噴出データですとか
温度とか、そういうものを観測
の方から取ってきて、現在イン
フラとして高速のネットワーク
とかありますので、そういった
ものをどんどんつぎ込みながら
時々刻々と入ってくる観測デー
タというものを使いながら、ど
んどんシミュレーションを行っ
て、どんどんリアルタイムでシ
ミュレーションを行いながら大
体どういった溶岩流の制御をし
ていくとか、いうようなことを
目的にしております。溶岩流シミュレーションに
加えて例えば地下の動きですとか、火災のシミュ
レーションというものも加えていければなと思
っています。
例えばネットワークを使った上で、自治体と実
際の現場で役立つようなインターフェイスを作
るようなことを想定して進めているところです。
事前にそういった形でその準備をしていくこと
でハザードマップの作成とか啓蒙、それからリア
ルタイムシミュレーションと予測ということを
考えています。
ここで一つ、今回溶岩流の制御というのがテーマですので、後でシミュレーションの詳しいこと
は次の日高さんの発表でご説明いただけると思います。このシミュレーターを使って、ちょっと見
にくいんですが、これ伊豆大島の LC 推移の溶岩流なんですが、これが何もない実際の場合ですが、
例えば堤防をおいた時、それから水をかけた時にどういうふうに変わるかというようなことをシミ
ュレーションできるように作っているところです。それから先程の簡易版の PC 版のシミュレータ
ーを整備していると申し上げましたが、LavaSIM4PC というのを簡易版のものを今準備していまし
て、例えば、実行と押して、今、岩手山、浅間山、伊豆大島、富士山というような 4 ケース想定し
ていますけれども、富士山の噴火口を適当に指定して、設定して、物性はそれぞれの溶岩、火山の
特性に合うように設定したままで、簡易的に計算を行うと。で、こういうものを計算結果として、
例えば計算結果の一例として、この例ですと液状のものとクラストのものとが 1 万 2 千秒後、こう
いった形で分布していくといったものを簡易版として提供できるような準備を進めていて。これは
大体年内くらいに皆さんにお使い頂けるような形で準備をしているところで、こういったものをベ
ースに溶岩流の防災用に役立てればというふうに考えているところです。以上です。
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―――――――――――――
Q: この簡易バージョンの方とこちらでない方と二通りお示し頂きましたけども、こちらの方の、実
践的に使うとすると計算時間がモニタリングをどうするかというのは、先程荒牧先生の方が噴火地
点のモニタリングをどうするんですか、と言えるリアルタイム的に即対応する時にできるだけ時間
を短くしたい。そうすると、モニタリングにどれだけ時間がかかるのかというのも大問題ですが、
計算時間間隔もできれば短くしたいと思います。その時に、メッシュサイズにもよると思いますが、
例えば一例でこういう規模のこういう計算だとこれくらいかかります、みたいなそういうものと、
それからさっきの簡易バージョンのものと時間間隔がだいぶ違うのかどうか、ちょっとご紹介いた
だければ。
A: フルスペックの方はほとんど今、もちろんメッシュサイズにもよるんですけども、ほとんど 5 日
分計算するのに今 5 日くらいかかるようなものになってます。ただ、計算機の性能向上とターゲッ
トを絞っていけば何倍にもなりますので、それは現実的に可能です。それから実際の噴火口という
のはある程度、谷筋に流れるものなので、実際には幾つか想定したものを準備しておいて、地震の
メカニズムなんかっていうのはそういうのをある程度準備しているんですが、ある程度想定してい
たものから一番近いものを選んでくるのをまず最初の評価として使うというのがリアルタイムの場
合は効くかなというふうに思います。
Q: 追加してもう一つですが、今リアルタイムとおっしゃいましたのはご説明いただいたように予め
谷地形とかを想定しておいて計算して持っておく、というタイプのものをお考えか。それとこうや
ってその都度計算していくという二通りをお考えですか。
A: はい。その通りです。やっぱり一番効くのは実際の観測が一番大事だと思います。そこをどうさ
れるかというところだと思います。

この後、日高さんの方からシミュレーションコード自体とそれを使った応用についての説明をして
頂いて、合わせてお二方へのご質問があれば改めてお聞きするというふうにしたいと思います。で
は、日高さん、お願いします。
14：55− 15：15 日高政隆：溶岩流の数値シミュレーション
14：55− 15：15 M．Hidaka：Numerical simulation of lava flows
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溶岩流の数値シミュレーション
Numerical Simulation for Lava Flows
日高政隆 (株)日立製作所
Masataka HIDAKA, Hitachi, Ltd.
The lava flow simulation code LavaSIM has been developed in the VTFS project to give
accurate predictions of volcanic disasters and support evacuation plans．The code is applicable
to various types of lava flows, the behaviors and the controllability such as flood basalt,
subaqueous lava flow, lava lobe and levee formation since it introduces three-dimensional
analysis and modeling of boundary transportation between the crust, the structure and the melt
in addition to free surface analysis．The heat transfer between the lava and the ground, air, and
water, and the melt and crust inside the lava flow are calculated by using appropriate
correlations． The code was verified by applying it to actual lava flows．The calculated results
were compared with observations of the Izu-Osima lava flows of 1986．The comparisons showed
the code capability for predictions of areas experiencing lava flow and the flow profile, and the
simulation capability for the controllability of the protection structure and water spray was
shown from preliminary results． The present code is expected to be useful for real time
prediction during eruption, in addition to assessing volcanic hazards and designing protection
structures for previous installation or construction against lava flow disasters．This research is
supported by ACT-JST*．
*: ”Research and Development for Applying Ad vanced Computational Science and Technology” of
Japan Science and Technology Agency．

火山災害の正確な予測と避難計画策定を目的として、VTFS(Simulations for Volcanic Thermal
Fluid-dynamics)プロジェクトにおいて３次元溶岩流シミュレーションコード LavaSIMを開発した。
本コードは、自由液面解析、および液状溶岩と凝固溶岩（クラスト）、構造物間の境界移動モデルを
導入することにより、洪水玄武岩、水中溶岩流、ローブや溶岩堤防形成などの多様な種類の溶岩流
の挙動と制御性の評価に適用できる。また、溶岩と地表面、空気、水の間、および液状溶岩とクラ
スト間の熱伝達が、適切な相関式により計算される。本コードを実在溶岩流に適用することによっ
て検証し、計算結果を伊豆大島 1986 年噴火時の溶岩流の観察結果と比較した。その結果、本コード
が溶岩流到達面と流れ経路に関して、十分な予測性能を有することが示された。また、予備解析結
果から、防護構造物と注水による溶岩流制御性能のシミュレーション機能が示された。本コードは、
火山被害の評価と事前の溶岩流防護構造物の設置に加えて、噴火中のリアルタイム推移予測にも有
用であると期待される。
本研究は、JST 計算科学技術活用型特定研究開発事業(ACT‑JST)により実施したものです。

77

日立の日高でございます。本日は溶岩流の数値シミュレーションについてご説明いたします。特
に今回は溶岩流の制御という面での応用をご説明したいと思います。
先程、お話がありました事前の防災行政と実際に噴火が起きた場合に関しまして、事前の防災行
政ではハザードマップを準備したり、あるいは防護構造物を設置したりという事がございます。ま
た、実際に噴火が起きました場合には観測データと計算結果を可視化してこの後どのような挙動が
起きるのかを予測することが必要になります。このような目的の為に 3 次元の精細なシミュレーシ
ョンコードを開発することにいたしました。特に溶岩流の場合には広がりながら固まる、またそれ
を乗り越えたりするような 3 次元的な挙動がございますので、そのようなモデリングに特に注力を
いたしました。
本日のテーマといたしましては、我々のプロジェクトで開発しました 3 次元のシミュレーション
コード LavaSIM の検証結果と、それを溶岩流の制御に適用した例を示します。はじめに、溶岩流
シミュレーションコードのモデルについて説明いたします。

ここに実在溶岩流と解析コード上の溶岩流の
差異を示しております。実在する溶岩流は液と固
体、それから部分的には気体を巻き込んだような
固気液三相の流れであり、その形態は液状の溶岩
と固体のクラスト、そして固体の溶岩が砕けたク
リンカーから構成されています。流れの特徴とし
ては、セミ･ビンガム流体的な振る舞いを示すと
言われております。これに対して、解析コードで
は単相流のコードに凝固挙動解析を取り入れ、溶
岩の状態としては液状溶岩とクラストに分け、そ
して流れは液状溶岩の所についてはニュートン流体として扱います。
ここに解析モデルを示しております。流れの基礎式はナビエ･ストークス方程式で 3 次元の質量と
運動量、エネルギーを解きます。これに SMAC 法を用いまして、ICCG のマトリックス･ソルバー
で解くという手法を採っています。運動量の項につきましては、慣性、粘性、圧力、また温度差に
より生じる浮力、そして溶岩の液の高さや地面の標高と傾斜角による重力項を入れております。特

78

に液体と固体の取り扱い上の特徴は境界の移動で、これは広がりの先端と固液の境界に対して、圧
力計算のマトリックスを計算ステップごとに再配置するという、マトリックス･リアレンジメント･
メソッドを用いております。
ここにその解析モデルの概念図を示しています。
このように、クラストに覆われて流れる溶岩流、
そして内部は液状の状態となっておりまして、そ
の様な溶岩が例えば固まった部分を乗り越えて
進む状態や、周りがクラストに囲まれても内部の
溶岩が流れ続けるという状態を再現できるよう
にしております。また、構造物のメッシュを置き
ますと、これで実際に防護構造物をおいた時の効
果を解析で知ることができます。
モデルの取り扱いとしましては、このような液
状の溶岩につきましては対流メッシュという属
性を与え、一方、溶岩の表面や広がりの先端、それからクラストの中に存在する液状の溶岩の上面
に自由液面メッシュの属性を与えております。
解析上の問題としましては、流れながらクラストが形成されてそれが移動すると、しかもそれが
開空間、オープンスペースで発生するところをどう解くかというところにあります。そこで、この
モデルでは溶岩流が重力で地面の方向に拘束されるという仮定を一つ置いております。これは溶岩
の空中への飛散や空気の巻き込みなどは考慮しないということになります。第 2 の仮定としまして、
クラストが形成されましたら、それは縦方向のみ移動を行います。縦方向のみ移動というのは、内
部に液状の溶岩がありますと、その液面の揺動に合わせてクラストが浮いた状態で上下移動すると
いうことを模擬することができるわけです。
先程説明しました対流メッシュではナビエ･ストークス方程式を SMAC 法により解きまして、自
由液面メッシュにつきましては高さ関数法というモデルを用いて解いております。これを組み合わ
せて解くようにしております。そして、広がりや凝固で状態が変わりますと、メッシュのこの 2 つ
の属性を変えまして、そして境界が移動するとい
うことを圧力の計算に反映する方法をとってお
ります。これを計算ステップごとに行うことによ
って、広がりながら固まるという現象を解くこと
ができます。
そして流れが停止する条件ですが、これにつき
ましては冷却されて凝固したと判定しましたら、
そこで流れがストップ。また、流れを生じる最小
の厚さ、これは降伏応力を用いて評価しまして、
その厚さよりも薄くなりましたら、流れは止まる
という 2 つの条件を入れております。降伏応力に
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つきましては仮定としまして、流れを生じる最小
の厚さが降伏応力に比例するというモデルを用
いています。このモデルの基礎となりますのは
Hulme の式です。降伏応力と流れの厚さと傾斜
角、あと物性が入っておりますが、これを関係付
けた式でございます。これに対して降伏応力と粘
性についてのデータベースがございまして、これ
を利用して粘性と降伏応力の関係から(3)式の相
関式を作ります。この作った相関式を(1 式に入
れることによりまして、流れの厚さが出てくるわ
けです。2 次元の体系で見た時のメッシュごとの厚さがこの厚さより小さくなりましたら流れは停
止、という条件を与えます。

次は熱伝達のモデルです。熱伝達に関しましては、液状溶岩とクラスト、構造物、地表面、それ
から雰囲気流体として大気あるいは水との熱伝達を計算いたします。このうち、液と液、クラスト
とクラスト、という部分、この値につきましてはエネルギー式の中で自動的に計算されますので、
それ以外につきまして、液状の溶岩とクラスト、液状の溶岩と構造物、液状の溶岩と地表面など、
既存の一般的な自然対流の相関式を用いて計算します。大気につきましては、周りが空気の時には
自然対流伝達に加えて、輻射を計算しております。
それでは只今ご説明いたしました解析コード
を検証した結果についてご説明をいたします。検
証の対象としましたのは伊豆大島 1986年噴火の
時に発生しました LB-Ⅲ溶岩流。これはカルデラ
内で比較的傾斜が緩い所に出た溶岩流です。それ
と LC-Ⅰ溶岩流。これはカルデラの外側で急傾斜
の所で噴出した溶岩流。この 2 つを検証対象とし
ました。ここに、LB-Ⅲ溶岩流の地質調査所の火
山地質図を示しております。この部分が LB-Ⅲ溶
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岩流で、これを取り出しまして解析領域を組みました。1．7 キロ四方で解析し、B7 クレーターと
B8 クレーターの 2 箇所から溶岩を噴出させます。そしてこの 2 つの噴火口はそれぞれの噴火口から
出たスコリアで覆われております。これはあとでご説明いたします。
解析条件として密度や粘性係数につきましては、この計算では文献値を参考に設定しました。そ
して溶岩流が流れを停止する条件として、1050 度という温度を与えています。凝固点は 1000 度、
融点は 1100 度ですから、そのちょうど 0．5、真ん中の所で流動性を失うという仮定でございます。
そして流出量については B7、B8 クレーターからそれぞれ均等に溶岩が出てくるという計算条件に
しております。ここで流出した時の溶岩流の比エンタルピ、いわゆる温度ですが、これについては
解析パラメータとしまして、一種のチューニングパラメータとして与えております。

こちらが LB-Ⅲ溶岩流が流れた後、上空から見た航空写真でございます。この辺に主に B7 クレータ
ーから溶岩流がスコリアに突入して脹らんだ分厚い部分が出来ているというところに注目していた
だきたいと思います。こちらが解析結果ですが、赤い所が液状溶岩部分を表し、青い所が凝固して
固まってしまったクラストの部分を表します。これは最下層の地面に接している所の溶岩の状態で
す。広がりまして、このような形状で止まって、これを実際の溶岩の写真から起こしました縁と重
ねてみますと、このようになります。そして、この部分が実際のスコリアの所の領域になります。
同じものを縦の断面で切った、縦方向の解析結果を示します。この部分が噴火口です。カルデラ
の内部に流れて溜まり、それからこの辺りでもう
流出は止まりまして、徐々に凝固していくという
結果です。
只今の結果を実際の溶岩流とどのくらいの予
測精度があるのかというのを評価したのがこの
図です。
実際の溶岩流はこの黄色と緑で示した部分に
なります。計算結果は黄色とこのピンクで示した
部分、すなわち緑の部分が過小評価だった部分で
あり、ピンクの所が過大評価になります。この過
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大評価と過小評価の部分のパーセンテージを予測精度とする石原先生のモデルを用いて評価したと
ころ、溶岩流の到達面積でマイナス 10．5％からプラス 19％くらいの精度で予測できるということ
が分かりました。
次が溶岩流の厚さ分布を表しています。こちらが実際の溶岩流の厚さ分布になります。この中央
部の比較的厚い部分、あるいはこちらの方にこの厚い部分がつながっている状態などほぼ定性的に
は再現できたと考えております。
ここで重要なのはスコリアの中に突
入した B7 火口からの溶岩で、実際の溶
岩には分厚い部分が出来ております。こ
れはスコリアとの混合によって冷却さ
れて固まった部分だと考えられます。こ
れに対して解析ではこの部分にはそう
いうモデルを入れておりませんので、溶
岩はそのまま流れて下の方に行ってし
まうという結果になっています。という
ことはこのスコリアとの混合モデルを
入れると溶岩の流れは、実際は左の方に
より多く流れて、右の方へ流れる量が減
るということで、そういうモデルを入れれば今後更に解析精度を上げられるという余地がございま
す。
次にこれが LC-Ⅰ溶岩流、谷筋に沿って流れたものですが、その検証結果を示します。C6 火口か
ら流れて谷筋に沿って流れて、この辺りが人家の一番境界ということになります。これは航空写真
で実際の溶岩流のものです。流れ出た溶岩流はほぼ谷筋に沿って流れまして、この辺りで曲がり、
それから更に曲がって先端がそれを乗り越え先へ進みます。この乗り越えを繰り返しながら先へ行
って最後は止まる。実際、3600 秒で流失は止まっておりますので、一つは前面が凝固してとまると
いう効果と、それから流れ自体の流量がゼロになって止まるという二つの効果で止まっております。
これを実際のスコリアと合わせますとこういう形になりますが、実は上の方に伸びた細い流れはス
コリアの中に突入しておりますので、実際の溶岩
流でもそこは見えておりません。
厚さの分布を比較したものがこれで、上が実際
の溶岩流で、下が解析結果です。ほぼ定性的に先
端部分が厚くなるというような結果が得られて
おります。それでは以上のような解析の検証から
溶岩流の流れをある程度予測できるであろうと
いうことを前提に、これを溶岩流の制御
に適用した例を説明いたします。
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解析の例は只今見ていただきました LC-Ⅰ溶岩流です。この結果を利用して流れがどう変わるの
かを見ます。一つは溶岩流の防護構造物の効果、それから二つ目が水をかけた場合どうなるかとい
うことです。防護構造物につきましては、幅が 100 メートル、高さが 5 メートルで、奥行が 10 メ
ートルの構造物を、入力データを用いまして、解析体系内にセットいたしました。場所が上の方か
ら A、B、C、D と 4 箇所ございます。この構造物は、実際は地面の標高上に載っておりまして、計
算体系上に載せたイメージはこういう形になります。
一方、注水の方につきましては上面からの注水を仮定しております。そして、最大の注水面積は
ここに示しました四角で囲われた領域 1 万平米、そして流体が水で 17 度という条件を与えました。
計算コードの中では先程見ていただきました熱伝達のモデルで、上面に水を浸したという条件を与
えて注水を模擬しております。
流れてきました溶岩流は第 1 の構造物(Ａ)、第２(Ｂ)、第３(Ｃ)と突破されますが、このように実
際の計算結果と比べると、ここで第４の構造物(Ｄ)で流れをまっすぐに保つということで制御が出来
たという結果が得られています。
それを拡大したものがこちらの図です。第 1
の構造物で溶岩流が到達しまして、少し池状のポ
ンドができます。そして上を乗り越える溶岩流と
北側を回り込む溶岩流の二つが生じて、結局これ
は先で合流して元の谷筋に戻ってしまいます。一
方、この最後の 4 番目のところは流れてきた溶岩
流が本来この方向に進んでいきますが、それがこ
の構造物で止められて、暫くここで液位が上がっ
て滞留した後に前の方に進んでいくという、こう
いう結果が得られています。
これを縦断面で切ったものが、この図になります。
最初の A地点の構造物ではかなり傾斜が急で、
溜まってきた溶岩流が構造物の上を越えていく状態が見られます。次に傾斜が緩いＤ地点です。向
こう側から流れてきた溶岩流がこちらへ本来はこの右の方へ流れていきますが、流れに正対するよ
うに構造物が設けられています。流れてきた溶岩流がこの構造物に引っかかって液位が形成され、
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それが結果的になんとか持ちこたえるということで、今度は手前の方に流れて、液位はこのまま維
持されています。
只今の結果をまとめますとこのようになって
おり、上が本来流れていたであろうと計算された
溶岩流、下が防護構造物の解析結果。傾斜が急な
A、B、C につきましてはどれも突破されてしま
いました。一方、比較的傾斜が緩い D の構造物
では溶岩流を制御することに成功する可能性が
あるということが分かります。その結果がどうい
う影響を与えるかと言いますと、このあと谷筋を
読みますと、溶岩流はそのまま流れていれば、こ
の方向に進みます。実際の溶岩流は谷筋を読みま
すと、そのまま流れていればこの方向に進みます。
一方、防護構造物を設けることによりまして、その流れはこの谷筋に入っていくということで、谷
筋一つ変えるというような可能性をこの解析結果から見ることができます。ただ、ここにも書いて
ありますが、今回、初めてこのようなアプローチを行いました。今後色々なケースで解析をやって
解析経験を、解析のデータベースを拡充して、どういう状態で防護構造物を設ければ効果があるの
かというところを評価していきたいと考えています。
これは一つの提案ですが、先程輿水先生からご
説明がありました実地訓練。ここにこういうシミ
ュレーションを適応した場合の例でございます。
対策本部がありまして、そこの画面で全体の状態
を把握しています。そして、こちらで計算を行い
まして、計算結果は現地の方にもデータとして行
きます。そうしますと、情報を共有して、現在の
溶岩流というものをビジュアルに見ながら、ここ
で避難、あるいは防護構造物を設置というような
ことをリアルタイムで訓練が出来るということ
でございます。画像のイメージとしてはこういう
形です。ちょっと速いんですが、実際はこれを実時間、リアルタイムで流して徐々に進めながら、
それを現場に伝えて、その結果として防護構造物の設置を、ここで止めて避難するというようなこ
とを連絡するというような手順になるかと思います。
次が水を注水した場合の結果でございます。注水箇所はこの部分、先程、防護構造物が効果を表
した所に今度は注水をしてみました。そうすると、これは LC-Ⅰの解析結果ですから同じように流
れますが、この部分でクラストの壁が出来て、結果としてクラスト自身が防護構造物となって流れ
がこちらに進むという結果が得られました。これを拡大してみたものがこの図でございます。
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まず、水平断面、赤い部分が液状の溶岩、青が
クラストです。流れてきまして、これから時間を
ちょっとゆっくり流します。注水箇所に入ってく
ると溶岩が冷やされてクラスト化し、更にそれを
乗り越えてもまた冷えて固まりということが続
きまして、その代わり、こちらの液位が上がるの
で少し広がった脹らみの状態になります。冷やさ
れて固まるということで、ここに壁ができて、そ
の結果として流れはこのように進みます。
次に縦断面を見てみます。流れは向こう側から
来て、本来こっちへ流れます。ここにスプレーをしますので、出来たクラストが壁になり、また壁
になりということで、この液位が形成されて、結果的にこの画面手前の方に流れていきます。只今
の結果をまとめますと、このようになります。このコードでは溶岩の上面から大気への熱伝達を計
算できますので、それを全部集めて大体 46 ギガジュールくらいです。面積が 2000 平米。これに対
して、本当に理想的なケースですが、水の潜熱とけん熱が溶岩の凝固に要する熱量と全く等しいと、
つまり 100％効率よく、水の熱量が溶岩の冷却に使われたと仮定すると、この 2000 平米の溶岩量に
対して必要な水量は実は 18 トンとなります。実際は水の冷却効率が例えば 10％でしたらこの 10 倍
の水が必要ですし、100 倍でしたら 100 倍の水が必要とこういうところで、その辺は今後評価を進
めていく必要があります。先程と同じですが、結果として溶岩流が谷筋一つ、やはり隣に流れたと
いうことで、制御の可能性を探ることが出来ました。こちらは同じようなバーチャルな動的な訓練
の概念図でございます。
このような 3 次元のコードの可能性としては、一つは防護構造物を設けたり、あるいは水をスプ
レーした場合の溶岩の挙動を可視化できるということがあります。それから防護構造物などを設け
た時に、流れを果たして変えるかどうかという可能性を知ることが出来る。3 番目にそうすると防
護構造物や注水する箇所はどこが一番効率的かということを知ることができます。結果として水の
注水流量なども求めることが出来ました。それはポテンシャルではありますが、求めることができ
ます。
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将来はこのようなものを訓練に活かして、日頃の防災に対する啓蒙活動に使っていただくという
ことを考えています。
長くなりましたが、以上の結論をここにまとめさせて頂きます。ありがとうございました。
――――――――――――――――――――
Q: シミュレーションの成功、本当におめでとうございます。とっても有効なものだと思います。特
に恐らくこれは初めてシミュレーションが使われている例ではないかと思います。単なる溶岩の流
れを見ただけではなく、バリアを設けた結果どうなるか、シミュレーションしたのは初めてだった
と思います。そこで提案ですが、ジェイムスさんのプレゼンテーションの例に倣いまして、溶岩流
制御を様々な角度で障害物を設けた場合どういうふうになるかというのを見ていただけたらと思い
ます。また、バリアを垂直方向に設けた場合、エトナではこれが成功したというふうに思いますの
で、違う形のものを使ったらどうなるかとか、角度を変えたりしたらどうなるのか、また傾斜も大
きな影響があるのかどうかシミュレーションしていただければ興味深い結果が出ると思います。
A: エトナ山の解析も今、準備しております。一つの例として、現在準備しているのはイタリアの研
究機関との情報交換で、2001 年の溶岩流、F4 溶岩流の解析を準備しておりまして、そういうとこ
ろで防護構造物の効果を見ることなどもできます。
Q: 大変興味深く聞かせていただいたんですが、モデルのことで理解が足りなくて、ちょっと教えて
いただきたいんですが、溶岩流の温度依存性を取り扱われているということで、その依存の取り扱
いの仕方ですが、普通に考えると例えばヴィスコシティであるとか、温度関数を取り込むような形
かと思いますが、その辺をちょっと詳しくお聞かせいただきたいのと、もう 1 点、藤田さんのご講
演とかぶるのかもしれませんが、ご紹介いただいたモデルを使っていく時に、実際噴火をした時に
データをどんどん更新したり、取り入れたりするということで、現地でどういったデータを取って
いけばいいのかっていうのをご意見があればよろしくお願い致します。
A: まず始めに物性値のモデルですが、このプロジェクトでは東北大の後藤先生の物性値モデル、今
おっしゃいましたその温度依存性と組成の依存性も入れた物性値モデルを開発しておりまして、そ
れはオプションで選択することができます。本来、それを使って解析すべきでしたが、この結果を
石原先生の伊豆大島解析の結果と比較するために同じ物性値、固定値ということで計算を行いまし
た。本来は後藤先生のモデルで計算を行います。2 番目のご質問ですが、実際に溶岩が出たときに
必要なものとしましては、溶岩の速度、温度、火口の位置、そういうものを観測データとして欲し
いところでございます。更に解析モデルとしましては、このような色々なデータで、観測値に基づ
くデータを、一つは検証の為に、もう一つは解析条件として。このコードで必要な物性値や境界条
件を図に示しています。これは多岐の条件が必要です。例えば、歴史的な噴火で過去の溶岩の組成
を入れて計算することも必要ですし、観測データからより現実的な最近の噴火の情報を入れて計算
するということも重要かと考えています。
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補足ですが、多分一番欲しいのはフラックスレート(噴出率)だと思ってます。出口でどれくらい。そ
こをどう図るべきか、というところが技術開発も含めて最大のポイントだと考えています。
Q: 再び、この注水の事に関してお聞きしたいんですが、この水で速度を落とすことが出来るという
ことですが、また同時に注水によってこの傾斜の安定性に影響が出てくるのではないかと、いわゆ
る溶岩の凝固の後、このような注水をやったことによって傾斜そのものの安定性に問題は出てこな
いんでしょうか。そういったことに関して、何かご見解ございますか。
A: この解析コードでは液体の状態の溶岩から固体の状態の溶岩に変わったときにメッシュの属性
を液から固体に変えます。そうすると、その瞬間に解析の境界を切り替えます。その瞬間にはやは
り今まで液体だった所が壁になるので、速度ゼロの条件を与えると次の瞬間、一瞬圧力のバランス
が、場合によっては厳しくなる。計算条件としては厳しくなるんですが、それは計算をやっていく
上で、安定化できるものでございます。
Q: 今の質問に関係しまして、多分彼の言いたい事は、多少違っているかもしれないんですが、水を
負荷することによって土石流のような効果を負荷させると、そういうものをどう考えるかというこ
とも別の要素として大事ではないかと思うんですが。
A: この構造自体には土石流、使った水のその後の挙動についてのモデルは入っておりません。実際
に水がかかったことによる冷却で、凝固して止まるものです。ただ止まったクラストが溶岩の流れ
によって機械的に、つまり動圧で岩石として流れるとか、そういうモデルは今のところは入ってお
りません。もし、そういうところが重要であれば、今後モデルに取り込んでいく必要があるのでは
ないかと思います。特に機械的な部分は先程のアア溶岩でも固まっても後ろから押されるというの
がありますので、非常に興味深いところではございます。
Q: 日高さんのコードは元々水をシミュレートする為のコードですから、ひょっとするとその部分ま
で含めてシミュレートできるかもしれませんね。
A: 水といいますか、溶融物を解くためのコードですので、水ですと凍るという、氷と水の関係にな
るのですが。
Q: かけた後の水までシミュレートできますよね。だから水をかけた後に溶岩の熱で蒸発する部分と
逃げてしまって下へ流れ下る水っていったものまで再現できるのではないかと。
A: 同時に解くとすると、固体液体、溶岩の液状のものと、溶岩の固体のもの、水の挙動を 3 層で解
く必要がありまして、例えば混相流のコードでは、やればできないことはないと考えます。もう一
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つの方法は水の状態を解くコードとこのコードを組み合わせて、インターフェイスで情報を交換し
て、別々の構造なんですが、統合して走らせるということで、水の挙動を解くというもの。この 2
つの方法があると思います。
Q: 2 点質問があります。1 点は停止条件をもう少し復習させていただきたいですが、最初 2 つ条件
を示されていまして、多分、力の平衡状態を考えられている条件と、もう一つ温度というふうにお
聞きしたのですが、それは温度も入れられてる、ないしは温度は別の項目で判断基準を停止条件と
して入れられてるかどうかという確認が一つです。2 番目の質問は、さっき構造物を入れられたと
いうことですが、構造物の側の強さ、先程のハワイのようなかなり粘性の高い流れやすい溶岩です
と、そんなに力がかからないのかもしれないですが、角度にもよりますが、もう少し粘り気のある
溶岩、しかも構造物を流れに対して直角側に作ったとしますと、構造物側の力も評価しなければい
けませんが、とりあえずこれでは構造物は壊れないという条件でやられているように思います。そ
の辺のご確認を･･･。
A: 最初の質問ですが、まずここでエネルギー式を解いております。質量、運動量を解いた後にエネ
ルギー式を解くわけですが、その時に出てきた結果としての各メッシュの比エンタルピを、いわゆ
る内部エネルギーです、冷却で奪われた熱と流入で出て行った熱のバランスでその比エンタルピを
計算します。これが凝固点より下りましたら、あるいは先程定義しておりました流動限界の温度を
下りましたら、固まったということで、固体扱いのメッシュに属性を切り替えます。
Q: もっと具体的に、凝固点というのは仮置きというか、ある値で設定されているのか、実物を計ら
れた結果、ないしキャリブレーションされて現象と合うので、それくらいが妥当ではないかという
ことで設定されているのかどうかというのを･･･。
A: 物性関数を後藤先生のモデルで作っていまして、そこではその凝固点と融点を定義いたします。
ただ、その温度は 1000 度が凝固点で融点が 1100 度というような与え方をしています。比熱があり
ますから、比熱と温度の積でそれを積算して、内部エネルギーを関数として作っていくやり方です。
1000 度と 1100 度の間では潜熱をその区間で消化するというような関数を作って対応しています。
最初の質問の 2 つ目で、2 番目の停止条件としてのこのモデルですね。温度とは全く違いまして、
物性としての粘性と傾斜角を利用した簡易モデル。そのベースになるのは降伏応力と粘性のデータ
ベースから線を引いて、ある粘性だったらこれだけの降伏応力であるから、流れるのに最低の厚さ
はこれですというような関数を作ります。その厚さよりも薄くなりましたら、コードは 3 次元です
が、上から見て全てのメッシュを止めます。例えば 1 メートルメッシュで 6 メートルの高さの溶岩
が流れてきたとして、ここの降伏応力モデルで評価した最小厚さが 7 メートルだったとします。つ
まり、6 メートルでは流れないということになった時には、そのメッシュの溶岩に止まるという条
件を入れて、液体であっても前に進まないというやり方をとっています。降伏応力モデルは 2 次元
的で、温度の方は 3 次元的に止めています。構造物は、今は熱的な作用しか見ていません。熱的な
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作用というのは溶岩に取り込まれて温度が上がって、最終的に溶かされるということですが、結局
流れてきた液状の溶岩と、構造物が例えば溶岩と同じ組成で作ってあれば、構造物は温度が上がっ
ても溶けないという可能性はあります。逆にその動圧とか傾斜によって崩れ落ちるというところは、
先程もご質問があったようにメカニズムとして非常に興味深いところですが、現在はまだ入ってお
りません。
Q: ちょっと確認の為に伺います。退勢の話をされていましたが、退勢だけで止まると、エントニア
バリアということを考えられていたので、ちょっとお聞きしたいと思います。
A: 降伏応力で止まるというモデルが一つ、それから冷えて凝固して止まるというモデルがあります。
その 2 つはＯＲ条件です。どちらかの条件が発生したら止まるようになっています。例えば、溶岩
が流れて流量が減って薄くなったら止まりますし、分厚くなっても冷えたら固まって止まります。
そういう扱いをしています。このモデルでは液体の部分はニュートン流体として扱い、固体の部分
は塊として扱っています。その時にニュートン流体ですが、実際の溶岩流はセミ･ビンガム流体とさ
れていますので、それをニュートン流体の解析コードに反映するやり方として、降伏応力を用いた
モデルを使ったものです。どういうことかと言いますと、例えば水を床にこぼしますと非常に薄い 1
ミリくらいで広がってしまいます。溶岩自体の粘性係数は高いのは高いですが、実験室系でやった
らさーっと広がってしまうはずです。実在溶岩流は温度による粘性が場所によって変わり、ある厚
みを持って流れていく。それを降伏応力でモデル化したというのが、このコードの特徴でございま
す。
それではお時間になりましたので、最後のセッションに入りたいと思います。ドクター･カウアヒカ
ウアさんで『ハワイにおける溶岩流災害の社会的、法律的、政治的諸問題』という講演です。よろ
しくお願いします。
15：45− 16：25 J．Kauahikaua：ハワイにおける溶岩流災害の社会的・法律的・政治的
諸問題
15：45− 17：25 J．Kauahikaua：Social, legal, and political views of lava flow control
in Hawaii
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Social，legal，and political views of lava flow control in Hawaii
James P．Kauahikaua
USGS Hawaiian Volcano Observatory
Our history of lava flow mitigation plans for the island of Hawaii displays changing social and
political views over the last 70 years．Most plans were formed within a few years after a
threatening or damaging eruption． Interest and awareness then wanes within another few
years．
Questions regarding effectiveness of lava control measures and cultural concerns have
reduced the viability of bombing and advance barrier construction as lava control techniques
except when critical structures are threatened．Many native Hawaiians view the volcanoes,
eruptions, and lava flows as manifestations of the goddess Pele and her family．Many Hawaiians
claim Pele as part of their own family．Explosives used on active lava flows are viewed as
violence against Pele who will therefore exact revenge．
Fewer are opposed to deflecting barriers．
The latest plan emphasizes mitigation using improved prediction of
flow paths, zoning including transferable property rights, evacuation, and
finally barriers only for critical structures．
皆さん、再びこんにちは。イタリアの仲間たちも含めまして、まず荒牧先生、本日はこの会議に
お招きありがとうございました。非常に面白い内容のもので楽しませていただいております。
先程とは経路を変えまして、今度はもう少し曖昧な、社会的な側面について、溶岩流制御と絡め
てお話したいと思います。
まず、ヒロの街に迫ってきた溶岩流は、過去
150 年間で 6 回ありました。その歴史、溶岩流の
防災活動について見ていきたいと思います。大き
な噴火があるたびに、反応として色々な関心が高
まり、どういった形で防災あるいは減災を図れる
かという話が出まして、ただそのあと暫く空いて
しまうとまた関心が低くなって、また次の噴火が
あるとまた関心が上がってと、そういう繰り返し
になります。
全てが同じだというわけではないんですが、
1852 年、何百年ぶりかにヒロに迫る溶岩流が発
生しました。1881 年に現在のヒロに当たるところにきました。この時の人達はどうしたか、キリス
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ト教徒はお祈りをしました。ハワイの先住民は女神ペレに祈りを捧げました。1935 年には今朝お話
しましたように爆薬を使用しました。その時に、かなり爆薬を使ったということに関して怒りを表
明した住民たちがいました。ペレという女神は自分たちの家族だとハワイの住民は考えています。
ですから自分たちの土地に溶岩流が来るということは、信仰に関わる問題だと考えているので、溶
岩流の流路を変えるということ自体は必ずしも問題ではないんですが、例えば非常に力強い長老の
ような存在がいると、その人が何かをやろうとしていると、自分は本当は嫌だけれどもなかなか止
めるまでにはいかないと、ちょっと変えて自分にとって耐えられる状態にするということは OK だ
けれどというのがありますよね。それがまさにハワイの住民の状況だったわけです。やはり爆薬を
使うとなると怒りますよね。自分の親戚の長老にそういうものを使われたとなると。そういう感覚
なんです。
その結果として、トーマス･ジャガー氏が最初の常設的な形でのバリアというものを考えました。
今朝も話しましたが、アドバンスという常設な形で前もって作っておくバリアとその時に作る仮設
的なものとがあります。1940 年にはマップという形でまとまりましたが、予算も取られたんですが、
これは十分な根拠がないということになってしまって中止になりました。1942 年にまた溶岩流が発
生して、爆薬が使われました。その時には戦争が迫っていたということで、特にそのほかのことは
言われませんでした。55 年、60 年になるとまた考えるようになってきまして、66 年に新しいバリ
ア、その常設的なバリアが提案されました。ですが溶岩流の予測できないという性格がありますの
で、何年先になるか分からないものの為にできないという考え方になってしまいました。そして、
より最近になって 1975 年にマウナロアで噴火がありました。今朝も話がありましたが、まず最初に
山頂部でありまして、それから山腹でというのがパターンだったんですが、その時は山腹ですぐに
起こらなかった。でもいつかなるだろうと言われました。
実際に 1977 年になりまして、新しい減災、あるいは防災の対策が打ち上げられました。非常に曖
昧なもので、幾つか制御の可能性があると、全部ダメだったらヒロの住民を避難させるというよう
な内容でした。この文言が環境影響評価の方に反映されました。日本でこういうことを行うか分か
りませんが、何か行動を提案された時に環境的な、法的な、あるいは社会的な影響を事前に評価す
るというやり方です。アメリカの工兵隊の方が 5 つの大体策を提案しました。そのうちの 3 つは常
設型のバリアの建設でした。1 つは防護構造物と放水を組み合わせるというもの、もう 1 つは実際
に起こってからもう少し仮設的に作るというものでした。この時に初めて環境の評価というものが
言われました。例えば、そのバリアを作った時にその影響はあるのか。例えばそれによってヒロが
どこか助かるかもしれないが、それによって環境の影響はないのかということでした。結果として
ほとんどの人が常設型のバリアではなくて、経済的にも環境にも影響があるということなので、そ
ういうことではなくて、もう少しイマージェンシーという形での、実際に事が起こってから、ある
いは本当に来ると分かってから作ろうということになりました。
こちらにご覧いただけますが、非常に大きなバリアが提案されていますが、年と共にどんどん場
所が下がっていきます。それはヒロの人口が増えていくことにも対応しています。衛星写真を使っ
ているんですが、1977 年に提唱されたバリアは細かい部分から幾つかなっていますが、ここの部分
が実はマグマの所に溝を掘りまして、そこでマグマを流そうという考え方でした。
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また暫く関心が下がってしまいまして、83 年
にまたキラウエアが噴火しました。84 年にはよ
うやく前に不測されていた山腹の噴火が起こり
ました。84 年の時には溶岩流制御の話が出まし
たが、被害が出る前に溶岩流が止まりました。で
すが、キラウエアの方の噴火は続きまして、1990
年にはカラパナの街が破壊されまして、100 件ほ
どの住宅が被害を受けました。また 90 年には連
邦危機管理長が幾つかの勧告を出しまして、こう
した被害が将来的に出ないようにしなければな
らないと言う方針を打ち出しました。
その勧告の内容ですが、危険とされる所であまり宅地開発などを行わないようにということです。
ハワイの火山観測所のほうでどこが危険地域かなどを指定するということになりました。また不動
産業者に対しても販売する時に買い手に対してこの情報を開示するようにと、それから将来に向け
て溶岩流の危険について啓蒙活動を行うということでした。
それに対する一般の反応ですが、上院議員はそれはやりすぎだと言った。そんなものすごい手を
とっていいのかと。あるいは不動産業界は、これは犯罪だと言いました。それから物事が良く分か
っていない住民はリフトゾーンを動かせばいいじゃないかと言った。要するに全然人気がない勧告
になってしまった。とはいえ、観測所のほうは、私が働いている所ですが、あくまでも諮問機関と
しての役割しかありません。なので、法的にバリアを作りましょうとか、作らなければいけないと
かいう権利はないんです。ですので、私どもは当局の方がバリアとか放水の効果はどうですかと聞
いてきた時に答えることは出来るんですが、こうしろということは言えないんです。
こうした冊子を一般に配りまして、このような
定量的なハザードゾーンマップというのを作り
ました。1 の所は、活火山の上のほうです。9 ま
での段階に分けていきます。そしてこれを見てい
ただければ区分けは分かると思います。ここ何年
間においてどのくらい溶岩が到達しているかと
いうことがあります。キラウエア、そしてマウナ
ロア、これは非常に活動が盛んな火山であります。
それから私たち驚いたんですが、特に理由はな
かったと思いますが、ハワイの知事が 2000 年 11
月にまた新たなハザードプランが必要であると
言ったんです。しかし 2002 年 5 月、マウナロアが暫くは落ち着いていたんですが、またまた脹ら
み始めたと、84 年以来の活動でありました。数ヵ月後、私たち溶岩防災プランがようやく承認され
ました。2002 年のこの計画ですが、例えば予測、実際に噴火した時の流路の予測をコード化すると
いうことが、先程ご紹介いただいたシミュレーションツールは本当に素晴らしい道具になるんでは
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ないかと思います。
ということで、定性的なものをベースに私たちはどのくらいの面積をカバーするかということを
考えていきたいと思います。また、できるだけ損害を減らすための土地を読み直すということです。
また、現在考えられているのは、例えば土地を買うと、色んな開発の権利を得ると、その土地が例
えばハザードが高いということでありますと、開発の権利を別の所、ハザードの少ない所に対して
移すことができるというようなそういった方法もあるという戦略が考えられております。
それから、この溶岩流の制御ですが、ここでは唯一バリアについて触れている部分なんですが、
その他の方法について言われていない。いわゆる常設型のバリアだけが言われていると。それから
その避難の計画をリスクの高い所で作ると、啓蒙活動をもっと増やすという内容となっています。

さて、私たちは確率論のアプローチをとっていますが、2 つのハザードの予測をしております。
まず１つは、ハワイの知事が提案した刑務所に関するものです。もう 1 つは地熱の指定区域ですが、
これは州がしているわけでして、ここでは地熱を開発するのはある指定された不動産業者のみであ
るということです。1840 年以降、溶岩流が見られていると。まずその 50 年ごとに私たちは確率を
出していきました。アア溶岩流のこの確率を想定しました。それからもう 1 つ、いわゆる流動速度
に基づくものでありますが、恐らく噴出率が一番大きいという、傾斜よりも噴出率が大きいという
ことですので、これは非常に速いものであります。数時間で数キロ進んでしまう程のスピードとな
っています。これをひっくり返しまして、刑務所の方ですが、現在ある土地ですが、私たちはこの
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傾斜の部分を使って、前進速度を使って、万が一ここで噴火が起きた場合どうするかと、これは 9
時間の警告時間、こちらは 24 時間の警告時間が必要であるということであります。それから新しい
刑務所、この２つの候補地があったんですが、ここですと 24 時間、ここは 48 時間、72 時間という
ことになっております。84 年のマウナロアのものでありますが、これは今現在の刑務所の状況を示
しております。
また、私たち当局側に対して流れがどういった
方向に行くかという予測する上で、例えば火口の
位置が分かった場合には、デジタルのコードモデ
ルを使って、溶岩流域を設定するということで、
どういった経路をとりうるかということを考え
るということです。
このオレンジ色の部分にはマウナロアの色ん
な構造物が入っている所です。こういった所がな
んとか最初の溶岩流を避けられると助かるんで
はないかと想定している部分です。この溶岩流域
ですが、80 年のデジタルコードをベースにやっ
ていますが、恐らく予測としてはかなりいいもの
ではないかと思います。
84 年の流れであります。ヒロまでずっと追跡
が出来ます。当時こういったものがあったならば、
私たちはある程度予測できたと思います。ヒロま
で進んだ場合にはどこから入るかと予測できた
と思います。
それからこれは非常に面白いアプローチだと
思います。日高さんのおっしゃるようなものが私
たちにはないので、そういったシミュレーション
ができないということで、私たちはこの流路を見
るしかないんですが、これは均一の流出量で進ん
だ場合どうなるかを見ております。ただ、デジタ
ルのコードモデルを見ますと、例えばこの流路に
おいては不確実性がある、特に長さに関しては不
確実性があります。ですから丸で示した部分、こ
れが数ピクセルの間隔です。ですからデジタルの
モデルにおいて不確実性があった場合には少な
くともこの 2 つは別々であると。溶岩流はある有
限の幅がありますので、例えばこちらの方に入っ
てきた場合にはどの流路をとるかはっきりしないという状態です。この黄色い円は溶岩流がどちら
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の方向をとるかによって、最後の到達地が変わるということで、要するに溶岩流域が変わるという
ことです。
さて、これは 84 年の流れを示したもので、細
かいものですが、80％くらいの流路がダウンスロ
ープの計算によって正確に計算されています。こ
れは最初の溶岩流です。これがそれに続くもので
あります。これはそのチャンネルを打ち破って、
例えばここで爆薬を使って流れが変わって最後
は合流するということですが、単に時間稼ぎをし
ているにすぎない。最後の目的地に到達する所は
同一であります。
それからこれは私たちがハザードマップ、フロ
ーバイフローマップ。私たちがこの 5 つのビック
アイランドの火山に対して、私たちが出せるもの
ですが、このマウナロアの 600 の裾野を特定で
きる流れがあると。そしてこの Cの 14 は予測と
いうことで見ていただきたいと思います。私たち
は防災計画、90 年勧告によって出されておりま
すが、2004 年の状況であるのが、成績表であり
ます。
まず、ゾーン 1 と 2 における、ここは人口が集
中している所ですが、開発を遅らせると、これに
関してはこれといった動きはありません。それか
らゾーン１は保護区域にすると言う事でありますが、これといったことはありません。農地以外に、
指定されている所以外、これといった行動はとられていないということであります。恐らく、既に
多くの土地が溶岩の被害に遭っているということで、使い物にならない土地は郡に戻そうと、寄付
しようとしたら郡の方が断わっているというのが、これまでの動きです。
先程の開発の権利、移転可能にする、これは今年ハワイ大学の法学部で検討中です。これは有望
視されています。
ハワイ州は４つの郡から形成されています。私たちは郡でこういった詳細の計画が出されており
ます。州ではありません。しかし、州の方が防災計画を出している、ということで両者の間で摩擦
が多少なりともあります。さて、法律面ですが、これも余り明確ではありません。ここで、２つの
例えを出してあります。ハワイの法律で２つのアプローチを示しています。まず１つ目ですが、私
たちは英語でドクトリン･オブ･パブリック･ネセシティ、公共の必要性に基づくドクトリンと言って
いますが、例えば幾つかの家を燃やしたとしても他が助かるといった場合には責任は問われないと、
しかし堤防を建設した人達に対して、氾濫した場合、これは免責にはならないと、いわゆる堤防と
いうのは非常時に作られるものではないということですから、事前に分かっているにも関わらず、
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そういったことになるということは責任を問われるということです。ですから水の氾濫から分かる
と思いますが、例えば洪水で家が流されてしまったと想定した場合には責任が問われるということ
で、これが溶岩流に当てはめられると思います。
さて、1971 年以来、私たち住宅開発所、ここは HUD ですが、ハザードゾーン１と２におけるプ
ログラムを作ると言っておりますがやっておりません。そして危険の高い所には新たな保険の契約
はしないということですが、もう少し保険料を高めて認めようという政府の動きがあります。それ
は 91 年の話です。92 年にハリケーン･イニキはかなり被害があったということですので、そこでハ
リケーンに対しての被害者に対してもこの保険料が適応されるということで、98 年現在、2 万 7 千
の保険契約があります。しかしこの中には具体的に溶岩流の保険ではなくて、火災保険でカバーさ
れております。従って結論として言えるのは、社会的な影響、色んな技術にどういった影響をもた
らすかということに関してですが、常設型のバリアに関してはかなり環境への影響があると、それ
からその効果、合法性については不確実性が多いということであります。
また、一つ言われているのはこういったバリア
を作った場合にはもっとバリアの裏側であれば
心配ということで、どんどん密集してくるのでは
ないかと、逆効果ではないかと言われております。
それから爆薬を使うことに関してはいろいろな
問題があると、特に先住民の人達は政府に対する
働きかけが非常に強くなってきています。最近の
計画においては爆薬のことは触れられておりま
せん。この注水は、沿岸地域以外は使いません。
非常時におけるバリア、即興で作るもの、これが
好まれているということです。そして、実際の溶
岩流による被害と比べて、この被害は少ないということです。かつて当局の責任者はいかなる流れ
を変更する方法であったとしても、この非常時におけるバリア以外認めないと、例えば学校とか病
院とか重要な施設を守る時にこの種のバリアを作ること以外認めないと言っています。午前中に申
し上げたとおり、どんな方法をとったとしても、たくさんの複数の溶岩流が来た場合にはそれほど
長持ちはしない。せいぜい数週間であると思います。ありがとうございました。ご質問お願いしま
す。
――――――――――――――――――
Q: 仮に住宅が溶岩で燃えてしまった時、保険が出るんでしょうか。火災保険の適用ということで、
保険料が払われるんでしょうか。
A: はい。火災保険の手続きがされます。本当は溶岩流の放射熱によるものだったとしても火災だと
言います。1990 年には幾つか怪しいものがありました。燃えやすい液体を家の近くに置いていた人
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達がいたというような怪しいことが見られました。
ちなみにご参考までにイタリアにおいては 1 ヶ月も経たないんですが、政府が自然災害に関する保
険を承認しましたので、私どもとしてはその経過を見守っております。保険会社が実際に具体的に
保険の引き受けをするのかどうかという所がちょっと微妙な所です。
Q: 政府が承認したというのは、政府が経済的に保険会社側に対して予算的なバックアップをすると
かということなんでしょうか。
A: 政府が承認したのは方法、そのメソッドです。政府の狙いですが、要するに危険なエリアで家な
り建物なりを持っている人、火山のリスクですとか、例えば水害などのリスクがあるような所でも、
そこがまず危険であるということを知るべきであると言う点が 1 点。問題があるのはベスビオ火山
の場合です。あそこでは 60 万人、かなりの人口がいるんですが、新しい村、あるいは新しい地域で
新しい村を建てるということを阻止したかったということがあります。
私は政府部門ではないのでちょっと違う立場で物を申し上げたいと思います。問題は例えば家を買
った時に、家を危ない所に建てているかどうか分からないんです。例えば溶岩で破壊されると、今
までは政府が負担をしていたんです。損害賠償みたいな形で。でも、政府としてはそんなお金は払
いたくない、だから政府としては新しい法律を入れて、それは自分でやりなさいと民間に投げてい
る。それが現実です。
Q: 個人的な印象としては特にアメリカ側なんかはリスクマネージメントとか保険関係が非常に発
展しているような印象を持っているんですが、ハワイではそうではないんでしょうか。
A: つまり保険は上手く管理が出来ていないということですね。いい質問でいいコメントであると思
います。既に申し上げましたが、ハザードゾーン、危険地帯が指定された時に民間企業はそれを口
実に保険はかけないと、そういったことに対し保険は適用しないと言うことを言い出したんです。
残念ながら政府が保険を提供するということになるので、個人が責任を取るというのではなくて、
納税者全員がその問題を抱え込むということになってしまいました。政府が提供する保険というの
は当然税金ですから、そこで保険料を払うのは納税者ということになります。ですからこの結果、
人々はもっと危険な所に家を建てられることになってしまいました。政府が例えば開発を阻止する
と、特に危険地帯では建てるなということであればよかったんですが。そういったことでよろしい
ですか？
Q: まだ完全に今の議論は両方で了解してないんではないかと思って、私も良く分からないんですが、
というのは先程のご説明で火災保険をかければ火災保険が適用されるとおっしゃいましたよね。で
も日本ではそうではないです。というのは地震保険というのが別にあります。これは一番、この保
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険の仕組みは全然魅力的ではない。質の悪い保険商品なんですが、少し政府の補助があると言う意
味で、要するに保険は得られるんですが、火山性のそういう被害が出てもそんなにいい保険金は支
払われないと、例えば火災保険だったらリーズナブルな保険料率で契約がとれるんですが、非常に
消費者にとって不利であると、だから日本の場合にはちょっと違うんです。ということで、アメリ
カと状況が違うという理解でよろしいですよね。
A: ハワイの場合には地震保険というのは全く出来ないんですよ。
Q: 地震保険ダメなんですか？
A: 別途で、特約といった形でつけられます。ただ、普通の住宅保険と言うものですと、地震保険は
入っていない。溶岩流も入ってはいない。追加の保険料を払って、特約とした形で、しかも非常に
保険料が高いです。あとハリケーン･イニキが来た後、もうほとんどハリケーン用の保険がかけられ
なくなってしまいました。だからこそ政府が例の保険の制度でハリケーンとか全部をかけるように
したんです。そもそも事業を廃業にしてしまった保険会社も、ハワイから撤退してしまった所があ
りましたので。
Q: では、地震保険が噴火の損害をカバーするわけですが、あまりアトラクティブではないと。とこ
ろが、ハワイではある程度金を出して火災保険を買えば自動的に溶岩の損失がカバーされると聞い
たんで、だいぶ違うね、と言う質問をしたわけです。一般の人達はこれに対してどう考えているん
でしょうか。なんとなく安心感を持ってくださるんでしょうか。火災保険を買えば、まあ安心とい
う感じなんでしょうか。少なくとも溶岩流に関しては。
A: 安心感があるかは分からないんですが、そもそも保険がかけられるということが多いんですね。
住宅ローンを組むにしても何にしてもやっぱり保険に入れないと住宅ローンも組めないので、保険
がないとやっていけない。入ったから安心感が増すかどうかというのは別の話になります。
Q: もう一つお聞きします。繰り返していただきたいんですが、開発権の譲渡をされたんですが、あ
の辺の話が良く分からなかったんですが･･･。
A: 私もよく理解しているわけではないんですが、要するにそういう手段をとって、例えばあまりリ
スクの高い所での開発を制限する為に、政府のとれる手として幾つかあって、一つとしてはそもそ
も開発を禁止してしまう。ハイリスクな所は開発を禁止というのが一つの手。別の手としては、こ
れは保護地域だと言ってしまう。そうすると開発はもうできない。結果は同じですね。ただ、いず
れにしても今土地を所有している人が損をしてしまうことになりますよね。例えばホテルを開発し
ようと思って買ったのに、突然政府が来てできませんと言ったら大損害となってしまう。それを避
ける為に開発権を譲渡できるようにして、ある種保障をすると、何か開発しようと思っている土地
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所有者がいた時に、土地の価格と開発部分を切り離すことができると、本当はホテルとかマンショ
ンを建てる予定だった所が、それができないというのであれば、開発権の所だけを誰かに転売する
ことが出来ると。もう何百軒か出来る所がある時の開発権だけを売ってしまうと。買った人が別の
ところで 100の家を建てようとしたのに例えば 200軒を建てるという権利を有するような形でその
開発権だけ譲渡できるようにすると、そうすると元々開発しようと思っていた人がそんなに損をし
ないで済むという仕組みです。
Q: 日本語では上手く伝わっているんだったら教えていただきたいんですが、不動産会社の開発の権
利みたいなものが金になってるわけね。売り買いができる。日本でもそうですか。土地そのものの
値段じゃないんですね。開発権みたいなものを売ったり買ったりするっていうこと。私そういうの
が全然分からないものだから。実際にはこれは火山地域で日本でも非常に重要なんですよね。ただ、
法律的に全然違うみたいな気がしたので、どなたかお分かりの方いますか？
A: 私の知識では 10 年前の知識になってしまうんですが、当時、神戸で兵庫県南部地震がありまし
た時に、土地の売買の話があったのは、開発は許可が必要ですよね。その許可をとると土地の代金
が上がると、なので土地の売買のお金にはなるんですが、開発権という形と土地代というのは別々
に算定されるというのはちょっと聞いたことないです。ただ、別に土地の所有者は別の人がいて、
そこを開発する権利を持っている人がいるっていう話は聞いたことあるんです。それは今で言うと
ころの地域権とか地上権とかそういったものが設定されているのではなかったかなと思います。最
新の法律はちょっと分かりません。
火山地域ではそういうことは多分すごく重要だろうと思います。日本でも。私たちの理解は正しい
んでしょうか。ハワイの状況は把握できたと思います。
Q: ハワイは火山活動で非常に重要な場所であります。そして、こういった火山の現象について皆さ
んよく理解されていると思います。そこでお聞きしたいのは予測、こういった噴火に関する予測は
どのくらいの成功率になってますでしょうか。
A: 恐らく、それに対するお答えは、どの時代かによって違ってくると思います。今ここにたってお
りまして、いつマウナロア噴火するかとは予測できません。噴火することは確かだと思うんですが、
私たちにはその為の前提がきちんと把握できていないんです。予兆が分かっていないと。予兆が分
かればあと数ヶ月ということが言えると思います。ですからその時になればもちろんイエスという
ふうに申し上げられるんですが、まだ予兆が確認できていません。21 年以上噴火しているというケ
ースがあります。活動の変化、現在進行中の噴火について予測するというのは非常に難しいんです。
そういった意味では時間軸によって違うと思います。場合によっては数時間、数週間くらいでしょ
うか。そのくらいの程度だと思います。1 ヶ月前となるとどこで噴火するかというのは予測できな
いと言った方が正しいと思います。ですから決して成績はよくありません。
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Q: 質問がありすぎですね。避難命令を出す権利を持っているのは誰でしょうか。そしてそれを施行
するに当たってもし従わなかった場合、どういったペナルティがあるんでしょうか。どうやってペ
ナルティを施行するんでしょうか。
A: この権利を持っているのは軍の防災担当官ですが、この人に対する権限、これは州の知事が与え
ているということです。知事がその権限を与えているわけです。さて、その避難命令に応じなかっ
たらどうなるかというご質問ですよね。それはカルパナの経験から申し上げた方がいいと思います。
その時溶岩流が到達するといった 24 時間以内に避難命令を出しました。家に残りたい人達がかなり
いるということで、観測所としてはどの住宅が 24 時間以内に被害に遭うかということを予測しなく
てはなりませんでした。なぜそういうことをしたかというと、もし全員を同時に避難させた場合、
恐らく皆従わないだろうと思ったので、もう少し部分的にやると、そうすれば全員が従うだろうと
いう想定があったんです。全員ではなく、ある特定の人達にそれを適応すると言うやり方をとりま
した。さて、そこでペナルティはなかったんですが、もしヒロで避難させるといった場合、当局側
は避難命令を出すことは出来ると思いますが、恐らく州兵がこれを実施すると、ないしは警察が実
施するしかないと思います。ペナルティがどうなっているかは正直分かりません。
Q: 次の質問は溶岩流のコントロールは行政側から見ると、行政側は溶岩流のコントロールをやらな
いことに決めたのかやるのか、やるとその為に被害が絡むわけですよね。下流でどっち側がやられ
てどっち側がやられないか。それに対してのコミットメントはどうだったっていうのを私が完全に
理解をしてなかったんで、まとめてもう一回お聞きしたい。
A: 努力するしかありません。私は部外者ですから当局側ではありません。州政府の問題です。州の
防災省は前の知事が最新の溶岩流のハザードプランを出したと、それが仕上がったということで、
今現在出来ているわけですが。例えば土地利用の区割りを変えたとか、その辺幾つか変更点があり
ます。郡が実際の区割りをするんです。土地利用の計画を出すと。郡の方は州政府のやり方には賛
成していません。ですから州の方ですが、今積極的に郡に対し協力を求めています。しかし、まだ
協力はもらっていないと、現状はそういったところなんです。ですから当事者同士で色々もめてい
ると。
Q: ハワイの行政は人工的な溶岩流の制御はやらないと決めたのかやると決めたのか、その時のそれ
に伴う責任問題をどういう態度で臨むかと決めているかというのが第 1 の質問です。
A: 溶岩流制御に関してですが、私の理解では緊急事態で非常に重要なインフラ、例えば学校とか病
院とかそういった物を守るためであれば例外ですが、個人の住宅に関してそれは認めないと。責任
の所在ははっきりしません。恐らく、これはこの公共の必然性のドクトリンに基づいていると思い
ます。バリアに関しては対象になっていません。ただ、この幾つかの溶岩流に関してはもう既に試
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験を行っているということでありますので、あくまでもこのドクトリンと言うのは示唆しているの
に過ぎないと、つまりこれを確実にする為にはまずはテストをしろといったニュアンスが書かれて
います。
Q: 私の理解では破壊消防っていうんですか。何か大火事があると消防の方が見ていて、この家を壊
すと他がたくさん助かるというときに壊すような法律的にどうとか、その辺をお話いただけますか。
A: 只今の質問の中では火災現場において例えば延焼の拡大を阻止する為に破壊消防を行うという
ことは現地の消防署長の権限に認められています。その場合、日本では当然、公的な機関が壊した
わけですから、損失補償はするということになります。この場合、火山災害と考えた時には消防法
の想定している以外の問題だと思うんですが、日本には国家賠償法というのがございまして、この
国家賠償法は過失の有無を問わずに損害を与えた場合は賠償するということになってますので、多
分火山災害等で取り壊しをしたり、あるいは溶岩流を制御することによって損害を与えた場合はそ
れは国賠法によって損害賠償をするということになるんではないかというふうに思ってます。
Q: 多分重要なポイントだと思うんで申し上げますが、雲仙普賢岳の時に警戒区域の設定というのが
なされました。警戒区域というのは強制的に排除される。自分の位置が警戒区域の中に設定されて、
火砕流が来て家が燃えちゃったと、今の話だと国家賠償法か何かに当たりそうだけど、払われなか
ったというので大騒ぎになって、僕の記憶では色々法律がおかしいから変えろという話まで出たと
理解しているんですが、その辺いかがでしょう。
A: 私が申し上げたのは、行政側が判断して、例えば溶岩流を違う方向に流したということによって
被害が生じた場合には国賠法の適用になるという説明をしたわけです。今、先生がおっしゃってい
ることは火砕流が発生したということは自然災害ですから、まさに自然災害の中でそれなりの保険
がどうなっているかということに帰着するわけで、それは行政側の判断とは全く違うことだろうと
思います。
Q: 一応、議論の為の議論ですが、警戒区域が設定されたというのは私の意志じゃない、行政が判断
したと理解しますね。ですから自分自身の家が焼かれるかもしれないので嫌だと、実際は拒否した
いんだけど、強制的に警戒区域に設定されると。結果的に焼けちゃったと、その時に弁償しろと言
ったらしなかったというふうに言っている議論を聞いたものだから･･･。
A: 多分今の所はさっきの原因だと思います。その警戒区域を設定するというのは行政側の責任でや
ったんだと思いますが、その火災が発生したこと自体が自然災害なのか行政側の判断にあったかと
いう所の捉え方に因るんじゃないでしょうか。
おっしゃるとおりだと思います。行政側がアクションを起こして、建物なりを壊したということに
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なると、国賠法で補うということになりますが、荒牧先生がおっしゃっているのは、そのエリア設
定によりまして、手当てをしたくても出来なくなった人に対してのスタンスはどうかというお問い
かけですけども、それは荒牧先生のご認識のようにそういう議論がありました。これは国が行政と
してなんらかの補填をすべきだということで、新しい法律を作るという、海部総理の時ですが、そ
ういう話までなったわけですね。なりましたが、当時の日本の国土庁を中心とした判断基準として
はエリア設定をしたのはあなたを守るために設定したのであるから、あなたの命を守るためにした
ことであるので、国が補償すべきものではないというスタンスで、結局国としては保障しなかった
んです。その代わり、当時の高田県知事さんがとられた方策は結局もっと現実的な処理で、新しく
法律を作るとすごく時間がかかりますよね。まず法律を考えなければならない、それを国会に承認
して施行しなければならない。時間がかかりますので、その間とられた手段は現実論としては基金
を国から持ってこられたんです。要はベースのお金を持っておいて、それで利子を実際実害が遭っ
た方に補填をしたと。それと義援金です。皆様方からの義援金で一生懸命補填をされたと。高田知
事さんの率直なご意見を聞きますと、それが今でも私は正解だと思っていますと確信を持って言わ
れます。その理由は法律を作るとなると時間がかかるというのと、利子で運用できるので弾力的に
県の判断でかなりできる。それが法律でそういうものを作られちゃうと国の言うとおりに使いなさ
いよと縛られちゃうので、そういう自由度と時間の問題で今の基金の解決は絶対に正しかったとい
う処理になっております。
Q: 段々細かい話になっちゃって、なかなか難しいらしいということはよく分かりましたので、あん
まり時間とってもなんだから･･･。最後に一つお聞きしたいんですが、ハワイの方々の気持ち、感情、
特にマダムペレとかそういう、あんまり自然をマニュピュレートしてはいかんという意味での反対
論があると思うんですが、もう少しご説明いただけますか？
A: もちろんです。おっしゃるとおり、特に先住民の人達はペレがおっしゃることは何でもありとい
うことです。色んな物語があるんですが。先住民の人達は例えば新しいものを買ってそこに溶岩流
が来たとしたら、喜んでそういったものを諦めるということ、いわゆる女神のご意志であれば何で
も受け入れると、捧げ物であるという発想があるんです。これは本当に文化的に根付いている考え
方があります。ペレは家族の一員であって、決して敵ではないという見方をしています。しかし、
世論調査をしますと、彼らは必ずしもこういった溶岩流制御に関しては、反対はしていないと、他
の方向に変えることについては特に反対はしていない。ただ、爆薬を使うことに対しては猛烈に反
対をしております。ですから同じような気持ちが例えば注水においてもあると思うんです。ですか
ら彼らが反対しているのは特に爆薬の使用です。
A: 先程の荒牧先生からの質問で、その土地代と開発権を別々に売買出来るのかとお話があったとき
に、私の話をもう一度整理したいんですが、日本では地上権とか地域権という形で、その土地の所
有者のままで、その土地の利用の仕方を制限をする代わりに、その地上権、地域権を設定した人が
その権利に対する代金を支払うという形で土地所有者の土地利用を制限するというのはあります。
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地上権、地域権というのはそういうものです。なので、土地の所有者は土地の売買までしなくても
地上権、地域権の設定によって、先程の危険区域の場合には地上権、地域権の設定によって土地利
用を制限するというのは日本でも考えられる方法です。
Q: 今、三宅島で全島避難していますよね。実際の噴火の直接の被害や、例えば 2 次的に発生した土
石流なんかには全然関係ない所もいっぱいあるわけですよね。そういう家の人は全島避難という状
態になってしまった為に空き巣がだいぶ横行して被害に遭っているなんていうのがありますが、そ
ういった場合の保障とか責任問題というのはどうなっているんでしょうか。その人はそこに住んで
いなければそういう被害に遭わなくてすんだわけですよね。
A: ハワイの場合もちょっとはっきりしません。どんな避難であったとしても特に洪水が多いんです
が、常にそういった空き巣、ないしは略奪があるということがありまして、これは当局側はどうに
もコントロールできない問題であります。ハワイではそういったことはなかったと理解しておりま
すが、しかし政府はそれに関して責任は問われないというのが私の理解です。政府は非常事態を宣
言する場合、これは連邦政府であっても州政府であっても非常事態を宣言することはできます。で
すから例えば州ができないということになれば、連邦政府の支援を得るわけですが、こういった非
常事態の場合、そこでは免責があるんです。起きたことに関する免責が認められると、ケースバイ
ケースではあるので、直接的にお答えできないんですが、私が知る限りでは恐らく政府の責任は問
われないと思います。よろしいでしょうか。
続きまして、カルダチさんで『エトナ火山における溶岩流制御、イタリア防災局による実績、技術
上の観点と社会的法律的問題』のご講演、よろしくお願い致します。
17：15− 17：55 C．Cardaci：エトナ火山における溶岩流制御：イタリア防災局による実績
− 技術上の観点と社会的・法律的問題
17：15− 17：55 C．Cardaci：Lava flow diversions at Etna, the experiences of department
of Italian Civil Protection – technical aspects and socio-legal problems
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Lava flow diversions at Etna, the experiences of department of
Italian Civil Protection– technical aspects and socio - regal
problems
Chiara Cardaci
Dipartimento della Protezione Civile
Ufficio Pianificazione, Valutazione e Prevenzion e Rischi
Servizio Rischio Vulcanico
Mt．Etna is the most active volcano of Europe．The major Mt． Etna volcanic hazard is related
to the emission of lava flows．Because of the high frequency of flank effusive eruptions and the
dense urbanization on the middle-lower slopes and at the base of the volcano, cities, villages and
lifelines repeatedly suffered destruction or relevant damages by lava flows．
For these reasons a significant effort has been made at Mt．Etna in the last twenty years to
conceive, test and apply techniques for the control of advancing lava flows, aimed at reducing
the related damage．Important interventions have been carried out by Italian Civil Protection
during the flank eruptions of 1983, 1991-1993 and 2001．The fear of legal consequences for
centuries has prevented any intervention on lava flows to reduce damage until 1983, when a
lava flow was dangerously approaching a village and authorization was given． In 1983, for the
first time in the world, an attempt was made to stop the flow front by diverting the lava out of
its natural channel, through a breach opened by blasting the levee．The same technique was
improved in 1992 also obtaining best results．
The construction of oblique earthen barriers to divert the flows towards less damaging paths
was successfully employed in 2001 and 2002, but they were been used in 1983 and 1992 too．
Most of the barriers were oriented diagonally (110° – 135°) to the direction of the flow．They
were made of loose material excavated nearby and worked very nicely, resisting the thrust of the
lava without any difficulty．After the interventions carried out on Mt．Etna in 1983 and in
1991-92, those of 2001 and 2002 confirm that earthen barriers can be very effective in
controlling lava flows, but some legal questions have not been yet fully solved．
The aim of this paper is to describe and summarize these experiences from the Civil Protection
viewpoint．
皆さん。こんにちは。最初に荒牧先生にお礼申し上げたいと思います。本日はお招きいただきま
して本当にありがとうございました。お陰さまで、本日私どもの防災省についてお話をさせて頂く
ことを非常に光栄に存じます。
この写真を見るだけで、いかにエトナ山の近くに人が住んでいるか分かると思います。エトナ山
は山腹噴火が起こることで大変有名です。その為に私たちは研究を続け、新しい技術をこの溶岩の
流れを阻止する為に適応しようとずっと続けております。
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では、私の所属するこの防災局というのはどうい
うものかということから説明したいと思います。
実はこれはイタリアの政府機関の一つなんですが、
首相の直属の部門となっています。防災局が市民の
保護を司る局となっております。そしてあらゆるリ
スクを防ぐ為の計画、防止、管理をすることになっ
ております。これは火山噴火も含めてです。その為
にはイタリア本土で機能しているあらゆるソースは
扱うことは出来るということになっております。こ
のことは私たちの仕事の上で大変重要ですし、特に溶岩流制御の為には重要であります。その為に
は軍にも関わってもらうということになります。
ちょっと覚えておいていただきたいんですが、ソニアさんが今朝話したことをちょっと思い起こ
してください。彼女のプレゼンテーションも私のプレゼンテーションもつながっているというふう
に考えていただければと思います。
1600 年代、エトナ山は非常に強力な噴火をしました。割れ目が非常に低い所に発生しまして、800
メートルくらいの所でした。ニコローシという村の近くだったんですが、カターニアへと溶岩は迫
ろうとしていました。今朝聞いたとおり、ここにカターニアとまた別の集落があります所の間に断
層があります。
こういう局を設ける理由ですが、なぜ防災局が出来たかですが、1669 年と 1983 年の間に何をイ
タリアでしてきたかですが、全く何もされなかったんです。この間、1971 年にも噴火があったんで
すが、その時に初めて介入が行われたんですが、特に政府がこれを承認したわけではありません。
ケーブルカーを運行していた会社がその施設を守るために土でバリアを作ることで、なんとか守ろ
うとしていました。その後、それまでは流れに任せるという状態だったんですが、1983 年までに実
は大きな変化がありました。1980 年にイルピニアの地震がありました。
その時にイタリア当局は全く何の手も出せなかった。特に防災の観点
からは何もできないということが分かったので、そこで防災局が出来
上がったわけです。ハイリスク委員会というものができまして、その
委員会が防災局のトップの人にアドバイスをすることになりました。
この委員会には火山のリスクを請け負う部分があります。この委員会
は現在も活動しております。
さて、1983 年のエトナ山の噴火はこの時初めて、具体的な介入をす
ることができるという、そのアイデアが試されることとなりました。
実は科学者の世界でも大きな変化がありました。皆初めてこれまでの
経験に基づき、例えばハワイの業績だとか、日本での業績など、それ
を上手く利用するという考え方に変わりました。ということで、イタ
リアは政府の消極的な態度を変えるという機は熟していた訳です。
こちらは 1983 年の噴火の時の地図です。シミュレーションが行わ
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れまして、ニコローシ、ベルパッソ、ラガルナ村のそれぞれが溶岩流に襲われる可能性があるとい
うふうに分かりました。そういうことで政府も承認した上で介入が行われることとなりました。防
災局はそれから軍隊が一緒になりまして、具体的な措置をとりました。
基本的な考え方は溶岩流を本来の流れる流路から逸らそうということでありました。その為には
人工的な流路を掘って作ろうということでした。それによって村に流れるのを避けようということ
でした。活動していた火口の近くにその装置を設けようということになりました。実はこの土地は
公共の土地でもあったので、全く良い状態でありました。
どういう技術が使われたかと言いますと、爆発物を使い、その後土手などを築いてバリアを作り
ました。なぜ爆薬を使うかですが、この土地が非常に狭くて、ジェイムスさんが言ったようなやり
方ですと非常に難しいということで、別の方法を考えることになりました。
さて、実際に取られた措置をお見せし
たいと思います。こちらが人工的に作っ
た流路、チャンネルに当たります。本来
の流れからこちらに持ってきたい訳で
す。ということで、ここにある土手、堤
防の部分を爆破で破壊して、こちらに流
れてくるようにするわけです。その為に
はまず壁に穴を開けることになりまし
た。この穴に爆薬を仕掛けることになり
ます。このような形で穴が開けられまし
た。この爆破プロジェクトですが、55 の
穴が水平方向につけられまして、4 列穴
が並んでおります。
温度も重要な要素となりました。
その自然な流路の方に流れる溶岩はおよそ 1000 度以上の温度が
ありました。そして、土手がおよそ 900 度、そしてこの穴の温度は 20 度くらいを保たなければな
らないというのが非常に大きな問題でした。ということで、この穴の中には水を循環させることで
この穴を常に冷却すると、そうすることでこの爆薬が熱で発火してしまわないようにした訳です。
さて、全て準備が整いました。5 月 12 日、実は予期しなかった問題が起こりました。実は冷却を
した為に堤防の厚さが高まってしまいました。ということで、溶岩の流れる経路が狭くなってしま
った為に溢れ出てしまったわけです。で、溢れ出た溶岩が下の方に流れてきている様子が分かると
思います。これを止める為に放水などをしまして、重機などを使って物理的に止めることになりま
した。
ということで、今度は溢れ出た分を更に納めるためにもう一つ人口の経路を作りました。しかし、
エトナ山は実は海に近いので、5月 13 日、この時に新しく溶岩が流れ出てきたんですが、もう水で
冷やすということは出来なくなってしまいました。こういうことが起こっている間に幾つか穴が塞
がれてしまいまして、55 あった穴が 33 に減ってしまいました。しかしもう危機的な状況になって
いた為に、当局はとにかく計画を進めるということで決定いたしました。ということで、爆破翌日
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の 5 月 14 日に行われました。その結果です。
堤防にあけた穴は十分の大きさがあり
ました。というよりもあまり大きくはな
りませんでした。ということで、作って
おいた経路の方には溶岩の 30％程しか
流れませんでした。
しかし幸いなことに、
結果的にこの爆破によって自然に流路が
変わるということになりました。この爆
破した大きな部分が塞がれたため、自然
の流路の両側に新しい流れが出来ました。
結果として、その流れ自体の勢いが失
われて、前衛の所では溶岩流が止まりま
した。新しい 2 本の流れが出来たんです
が、そちらも大して長くは伸びずにすみ
ました。
ここでご覧いただけると思いますが、
ちょっと茶色っぽくなっている所ですね。
この辺のバリアは徐々に作られたもので
す。これは土で作ったものです。非常に
大切な観光拠点があったものですから、
サピエンツァについて何回も触れていま
すが、この部分では非常に大切なマウン
ト･ベトラの観測所があったからです。こ
の土による土手がその溶岩流の両側に作
られまして、お陰さまで上手くいきまし
た。
ここからは 91 年から来る 3 年の噴火
についてです。今朝ソニアの方から溶岩
チューブについて話がありましたがここ
は最初のシミュレーションの結果です。
噴火が始まって数日後に行われました。
こちらの方でもザッフェラーナの村は明
らかに火口から 9 キロの所にあるんです
が、恐らく溶岩の道筋に立っているだろ
うということが見えていました。こちら
の写真でよく分かると思うんですが、こ
の溶岩流が非常に速く進んだ。12 月 23 にはサルト・デラ・グメンタという急斜面を通りましてバ
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ルカランナという谷に入りました。まず最初の介入が行われることになりました。このカランナと
いう谷の先端の所は非常に狭くなってい
て、ここの所にダムを作ろうということ
になりました。これは流れに直角に立つ
形で、作ることにしました。この狙いと
しては流れの進みを遅くしようと、時間
を稼ごうということでした。
ここに書いてある数字がダムの大きさ
です。10 日間で作りました。そしてこの
谷を溶岩流が埋めまして、2 ヶ月経った
所で、ここでご覧いただけますように、
ついに溶岩がダムを越えて流れ出る状態
になりました。谷は全部埋まってしまい
ました。たくさんの溶岩が供給されてい
て、かなりダムを越えていきました。そ
してザッフェラーナに向けた一本の流
れができました。ザッフェラーナまでは
後 2 キロという所でした。
そうしますと、4 月 10 日に非常事態
宣言が出されました。そしてザッフェラ
ーナ地域の避難計画もしっかり立てら
れていて、また同時に溶岩流の流路変更
計画が承認されました。今度は前回の 83
年の経験がありましたので、それを踏ま
えて 92 年の戦略が立てられました。そしてどこでやるかですが、標高 2000 メートルの所が選ばれ
ました。これは人が普通に入らない所ですので、その代わりアクセスも悪く、ヘリコプターで行く
必要がありました。そして、メインの溶岩の流路がそのまま守られていると影響が大きいというこ
とが分かりましたので、メインのチャンネルを塞ぐといい結果があるという経験を踏まえまして、
何か固形の大きいものを、例えばスカイライトからトンネルに入れるといったことなどが試みられ
ました。先程ビデオでご覧頂きましたように、ヘリコプターを使いまして、海軍、陸軍、防災省の
ものも使いました。一時的ですが、アメリカの海軍のものも貸していただきました。4 回に渡って
こうした介入が行われて、それぞれが部分的な形でその流れを止める効果はあったんですが、その
効果は残念ながら短期的なものでして、2 週間経ちますと、新しい溶岩の先端がザッフェラーナに
近づいていました。
今回の介入ですが、前にもご覧頂いたかと思いますが、ビデオで出ていた通りですが、もう一度
ご説明したいと思います。前回の問題の失敗を繰り返したくなかったので、戦略的には同じで人工
的な流路を作っておいて、下のほうですね。こっちの方から迂回させるということを考えたわけで
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すが、そのつなぎ方、爆破する前に作業しました。そのやり方を変えまして、今回は土手にドリル
することは止めました。また水を使って温度を下げるということも止めました。爆薬は左の書いて
ある所に置きました。これがこのような形でやったという詳しい図です。
元々の流れがこちらで、ここに爆薬が
仕掛けられています。爆薬は金属の箱の
中に入れられまして、壁の間、2 つのス
チールプレートの影に置かれました。こ
の爆薬の力を最大限に反映できるように
ということにしました。ここにもほんの
少しずつですが、チャージすることにな
りました。これによってチューブの天井
が崩れるように仕掛けられました。そし
て、ここのチャンネルが塞がれることが
ないように小さな流れをこちらに作るよ
うにしました。そして、ヘリコプターで
重機材などを使いましてこうしたブロックですとか、色々な物体をここに置いておきます。特別な
シート、ロックウールで作ったものですが、これで爆薬を守っていました。

この作戦はイタリア陸軍が支援することでエトナのガイドの支援を得ながらやりました。5 月 27
日、溶岩流はもう既にザッフェラーナから 850 メートルの所に迫っていました。この時に堤防の壁
が崩され、大部分の溶岩が作っておいた流路の方に流れ込みました。そして、様々なブロックなど
を元々の流れの中に入れることで完全に流路を変更
することが出来ました。ということで、ザッフェラ
ーナのすぐ近くで自然の流れは止まりました。
新しい流れ、このように迂回しているのが良く分
かると思いますが、こちらはザッフェラーナから 7
キロ離れた所に流れるようになりました。そして 6
月になりますと、噴出率が減りまして、この 10 ヶ月
間、噴火が続いたわけですが、ヴァレ・デル･ボーヴ
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ェの上の方では噴火活動が続きました。しかしヴァレ・デル･ボーヴェだけに留められるようになり
ました。そして 92 年のこの作戦は、もし天候が悪くなければ 10 日から 12 日などで出来ただろう
と思います。しかし悪天候などの条件があった為にヘリコプターを使えずに中には全く作業が出来
なかった日もありました。
さて、最後に 2つの噴火について見ていきたいんですが、1 つは 2001 年のもの、そして 2002 年
から 2003 年にかけての噴火です。
まず 2001 年の噴火ですが、これは 7 月 7 日から 8 月 9 日まで続いたものです。2 ヶ月に渡り、溶
岩流がストロンボリ噴火によって噴出しました。そして、火山灰もかなり降りました。しかし、こ
うした状態の中で作業するのは大変難しかったんです。さて、最も低い所にあった火口から流れて
きた溶岩流は観光施設などに迫っておりました。この時はカターニアのイアンジヴーさんがシミュ
レーションを行いまして、ニコローシ、ベルパッソの村がもしかしたら溶岩で覆われてしまうかも
しれないと言う結果が出ました。そして、サピエンツァゾーンですが、これは重要な観光施設がた
くさんある所です。この地域の小さな村の経済にとっては重要な施設でありました。このサピエン
ツァゾーンは火口に非常に近い所にありました。3 キロから 2．5 キロメートルの場所にあったわけ
です。
ということで、溶岩流を制御しようという計画が立てられましたが、流れに沿ったもの、それに
直行するようなバリアを作ることも考えられました。そしてニコローシの街にも迫らないように作
戦が立てられました。
あまりいい写真ではありませんが、ここに溶
岩流の先端部分が映っています。こちらの方に
はニコローシの村が見えています。ここに仕切
り場があります。当局はここに溶岩を流し込ん
だらどうかと考えました。これは実はここの観
光地で使われていたケーブルカーの駅です。残
っているものがこれだけだったわけです。
では、どういう作戦を行ったかですが、13
の土手を築くことにしました。こちらについて
あまり時間をかけないで説明したいと思いま
す。とにかく、小さいものを作りまして、一
部施設を守ろうということでした。こちらに
は道路があります。
さて、これがサピエンツァの地域の写真で
す。まず、最初にサピエンツァに溶岩が迫っ
てきておりました。火口は 2700 メートルの所
から流れてくる溶岩流が迫ってきていました。
ということで、こちら上の方に B 群のバリア
が作られました。これで見て分かるように、
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こうしたバリアですが、ほぼ流れに直行するような形をとっております。そして、窪みを持ったよ
うな形になっています。しかし、少し作戦を変えることになりました。というのも、新たな火口が
活動を始めたからです。こちらのバリアは全く埋まってしまいました。
ということで、新たに C 群のバリアを設けることにしました。小さいものが上の方にもありまし
て、これはこちらにあるシェルターを守るためのものでした。この C 群のバリアですが、こちらに
も見えておりますが、これは非常に上手く機能しました。前のものとの違いは、流れに対する角度
が B 群とは違うということがこの画を見れば分かると思います。C 群は上手くいきました。
C の２、これが溶岩の流れを変えております。
ここでは全く溢れて流れるということはありま
せんでした。C の３では溢れてしまったんですが、
それ以外の機械的な方法によって、これを取り除
きまして、そして C３というのを新たに築きまし
た。そして C4 が最後の砦となりました。サピエ
ンツァ地域の最後の守りが Cの 4 でした。
ここで覚えておいていただきたいのは、この建
物です。これは公的な建物でした。ジェントル･
セル･ビーチェと呼ばれるサービスセンターです。
2001 年にこれは守られたんですが、2002 年に溶
岩に覆われてしまいました。
今度は 2002 年から 2003 年の噴火を見ていき
たいと思います。こちらはもう少し複雑な様相を
呈しています。というのも、割れ目噴火の形でこ
の辺りで始まりまして、南北のスロープの方にも
溶岩流が出てきました。この時もやはりサピエン
ツァの方に溶岩流が近づいてきました。2 つの火
口からの溶岩が流れてきたんです。この時もやは
り防災局は科学者たち、火山研究所の方々のご協
力をいただきまして、土手を作るということにし
ました。この時の戦略と構造物の寸法に関しては
2001 年とほとんど同じです。
2002 年の噴火の時には北側でもやはり割れ目噴火が起きたということで、リンガグロッサという
村も危ないということになりまして、この時も谷が狭くなったところにダムを作りました。幸い、
溶岩流はダムの所までは来ませんでした。何週間か経った所で、ダムをもう一度除去しました。先
程も申し上げましたが、サービスセンターが 2001 年の時には助かったとお話しましたが、溶岩流の
方はしつこく覚えていたようで 2002 年には完璧にやられてしまいました。
最後のところにいきますが、エトナのケースですが、当初早い時期にはせき止めるか流路を変更
する時には土手がいいと思います。というのは溶岩流が土手、ダムの所まで来ますと、少し止まり
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ますので、そこで冷却することもできるし、流動性が落ちて粘性が上がるということで、溶岩自体
がバリアの役割を果たします。土手に関して 2種類試しました。流れの方向に対して直交するもの、
もう一つはわずかに角度をつけたケースと。直交する場合には、ダムになりますので、2002 年の時
のように、カランナ･バレーでやった時のように進行を遅らせたいと、そうでない時は方向性を変え
るという時は角度をつけた形で使います。これは 2001 年の時に使った手法です。
いずれにしても、それなりの形態をとることが求められます。そして、作るタイミングですが、
守りたいものに近すぎては良くないわけです。場合によっては土を動かしたり重機を動かしたりと
いうことが難しいということもあるからです。形状についてですが、下のほうはかなり大きく、一
番上のところの幅もそれなりに大きくないと重機が動けません。一方、傾斜はそれ程重要度が高く
ないようです。
使う材料ですが、エトナの経験からは粗い低密度の素材、例えばスコリアとか角礫や砂を使うこ
とでエトナの玄武岩質の溶岩はきちんと対処することが出来ました。それから流路変更に関してで
すが、これを行う時にはすでに溶岩流がかなり長い距離を進んでいて、そして溶岩が村などに入り
こんでくるというのが条件になると思います。インターベンジョンが行う時に経済的にお金がかか
りますので、それなりの理由付けが必要です。また、実際に流路の変更を行う場所に関してはでき
るだけ火口に近い方がいいです。その時には流路がまだ一つに絞られているからです。その人工的
な流路は元々の自然の流路よりも高さが低い所でなくてはいけませんし、ずらす角度は僅かなもの
がいいです。爆薬を土手のすぐ横ではなく、後のやったようなやり方で開くというのが非常に有効
でした。92 年のケースです。それからコンクリートや塊といったものを自然の流路の方に入れると
いうことも効果はそれなりにありますが、短期的なものに留まってしまいます。その流路変更はい
つも可能なのかと言うと、残念ながらノーです。やはり条件として火口の位置、それから火口と村
などへの距離、形態、地形、溶岩流の流れの速度、粘性だとか化学組成で変わってきます。
こうした流路変更などの活動ができたのも、色々な関係者のご協力を頂いたことでこういったこ
とができました。科学者たちや自治体のご協力も頂いて、防災局の方でまとめさせていただいた訳
ですが、ただ、次の噴火があった場合にどうなるのかはまだ分かりません。例えば、火口がかなり
標高の低い所でできてしまった場合には難しいと思います。そういう形になりますと、都市化が進
んだ人口密集地がありますのでかなり難しいと思いますし、その時に流路変更ができるかというの
はなかなか分かりません。ご清聴どうもありがとうございました。
―――――――――――――――――――――
Q: 1991 年の噴火でコンクリートの塊を落としたというお話をお聞きしまして、そのコンクリート
は流れの障害物として機能したんでしょうか。それとも冷却効果といいますか、コンクリートによ
って溶岩が冷却されてくっついたというような形の効果を狙われたんでしょうか。その辺を教えて
いただきたいんですが。
A: 92 年の時には主な流れを塞ぐダムを作るようにしました。コンクリートのブロックを入れてダム
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のような役割をさせようと考えました。これはほんの部分的な効果しかなかったし、また短期間の
ものでした。というのも、こうしたブロックが溶岩の流れを一部阻止するような格好になりました
ので、その時ほんの少しですが、溶岩がこの主な流れから溢れ出て流れてしまいました。また別の
ケースでは別な火口が上のほうでできるというような反応が出てきたこともありました。
Q: 先程お話がありました防護構造物をスコリアや低密度の砂のようなもので作るのが、効果がある
というお話があったんですが、それについてコンクリートの塊ではなくて、土手を作って効果があ
ったそのスコリアを流れに投入するというようなことは流れを止める上で効果はないでしょうか。
と言いますのは、伊豆大島の LB-Ⅲの溶岩流で噴火口のすぐ傍にあったスコリアに突入した溶岩は
最初大きな脹らみを作りました。それは冷却効果があったと思うんですが、そうするとコンクリー
トの大きな塊よりは例えばコンクリートの粒、コンクリートのボールのようなものを入れて、溶岩
の先端の温度をできるだけ下げるというのが効果があるような気がするんですが、いかがでしょう
か。
A: 先程、飛ばしてしまったスライドを出したいと思います。コンクリートブロックを使ったんです
が、こちらの方が抵抗性が高いからですし、またヘリコプターで動かしやすいからです。金属製の
ネットでブロックをつなぎ合わせておりました。また、ビデオを思い出していただければヘリコプ
ターが一つ一つ降ろしていくのをご覧になったと思います。これは理由が 2 つあって使ったんです。
この物質の密度と扱いやすさの 2 つの面からこれを選びました。
続いては荒牧先生のご講演なんですが、総合討論でしょうか。予定の時間が 18 時で時間がないの
で、ここで荒牧先生の司会でお任せいたします。
どんどん遅れてきたんですが、総合討論よりはむしろ、今までの行き掛かりだと個々のお話でし
っかり議論した方が良さそうだったんで、皆さんと相談してこのような進行に致しましたので、そ
の辺をご理解いただきたいと思います。とにかく色々ディスカッションして頂いて、色んな面白い
お話を聞けたし、議論も良かったと思うんですが、何せ時間が限られているものですから、残念で
すが、この辺で時間もちょうど 18 時になっちゃったもんですから、まだ後レセプションにお出にな
る方は遠来のお客様に質問を食いついて頂ければいいんじゃないかと思います。この辺で一応お開
きにしたいと思います。最後の締めくくりは窪田さんお願いします。
18：00− 18：05 窪田幸雄：閉会の挨拶
18：00− 18：05 Y．Kubota ：Closing address
皆さんどうもこんばんは。只今ご紹介頂きました環境科学研究所副所長の窪田でございます。本日
は早朝より長時間にわたり、熱心にご討論をいただきまして本当にお疲れのことと思います。また、
講師の先生方におかれましては、有意義なご講演をいただきましてありがとうございます。心より
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御礼申し上げます。本県では活火山である富士山を擁しているということから火山防災というのが
非常に重要なテーマの一つとなっております。そうした中、本日この溶岩流国際シンポジウムを開
催したわけでございますが、このシンポジウムの中で紹介されました溶岩流の制御事例につきまし
てはぜひとも今後の県の火山防災対策に役立てていきたいと思っております。本当にありがとうご
ざいました。この後、レセプションが 3 階の方で予定されておりますので、その場でまた交流を深
めていただけたらと思います。これをもちまして、溶岩流国際シンポジウム 2004 第 1 部を閉じさ
せていただきます。どうもご苦労様でした。
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山梨県環境科学研究所溶岩流国際シンポジウム２００４実行委員会設置要綱
（名称）
第１条 この会は、山梨県環境科学研究所溶岩流国際シンポジウム２００４実行委員会（以下、委
員会という。
）と称する。
（目的）
第２条 委員会は、山梨県環境科学研究所溶岩流国際シンポジウム２００４（以下、溶岩流国際シ
ンポジウムという。）の開催に必要な準備等を行い、円滑な運営に資することを目的とする。
（事業）
第３条 委員会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
（１） 溶岩流国際シンポジウムの準備、開催及び運営に関すること。
（２） その他、前条の目的を達成するために必要な事項に関すること。
（役員）
第４条 委員会に次の役員をおく。
（１） 委員長

１名

（２） 副委員長 ２名
（３） 監 事

１名

（組織）
第５条 委員会は、委員長、副委員長、監事及び委員をもって組織する。
２

委員長は、山梨県環境科学研究所長をもって充てる。

３

副委員長、監事は委員長が指名するものとする。

４

委員の構成は、別表のとおりとする。

（役員の職務）
第６条 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
２

副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が定めた順序によ

りその職務を代理する。
３

監事は、財務を監査する。

（報酬）
第７条 役員及び委員は無報酬とする。
（会議）
第８条 委員会の会議は、委員長が招集して議長となる。
２

委員長は、必要と認めるときには構成員以外の者の出席を求めることができる。

（事務局）
第９条 委員会の事務を処理するため、山梨県環境科学研究所内に事務局を置く。
２

事務局に、事務局長及び若干名の事務局員を置く。
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３

事務局長及び事務局員は、委員長が任命する。

（専決処分）
第１０条 委員長は、第３条に掲げる事業について、緊急を要し、会議を招集できないときには、
これを専決処分することができる。
２

委員長は、前項の規定により専決処分したときは、これを次の会議において報告し、承認を得

なければならない。
（経費）
第１１条 委員会の経費は、補助金、負担金及びその他の収入をもって充てる。
（予算及び決算）
第１２条 委員会の収入支出予算は、会議の議決によって定め、収入支出決算は、監事の監査を経
て会議で承認を得なければならない。
（財務処理）
第１３条 委員会の会計に関し必要な事項は、委員長が別に定めるもののほか、山梨県の財務に関
する諸規定の例による。
（その他）
第１４条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成１６年８月１０日から施行する。
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