平成 ２ １ 年度 北 海 道防 災 会 議地 震 火 山対 策 部 会
火 山専 門 委 員会 議 事 録
平成２２ 年１月１ ５日１３ ：３０〜
札幌 市中央区北３条西 ７丁目
道庁 別館 地下１階大 会議室
（ 座長挨拶）
今年は、前 回の有珠山噴 火から１０年目 で、有珠の噴 火では幸い一人 の犠牲者を出す
こともなく、 予知が比較的 防災がうまくな されたと思う が、それにはい くつかの要素が
ある。
一つは、自 然現象として の噴火が比較的 おとなしいも のであった。地 下のマグマの動
いた量に対し て、地表での 出来事が比較的 穏やかであっ た。それは自然 現象として非常
に幸いであったと 思う。
もう一方、 これまでの防 災対策が非常に うまく機能し てこの危機をう まく乗り切るこ
とが出来たと振り 返ることができる。
次に、北海 道はたくさん 危険な火山を抱 えている。ま た、どこかの山 で（２０００年
有珠山噴火と ）同規模もし くはそれ以上の 活動が起こる と思うが、それ に対してうまく
乗り切るためにも 普段からの準備が重 要と思う。
幸い現時点 でどの火山も おとなしいよう ですが、詳し く見ますと、例 えば、有珠山は
順調に膨らん でおり、おそ らく地下にマグ マが溜まって 次の噴火の準備 をしている。駒
ヶ岳も同様だ と思われます 。雌阿寒は一昨 年ちょっとし た活動がありま したけれど、表
面的には小さ な水蒸気噴火 でありましたが 、どうも地下 ではそれなりの 量のマグマが動
いているよう で、明らかに マグマの活動を 伴ったかなり ポテンシャルの 高い火山である
ということを 思い出させて くれた。十勝岳 についても火 口周辺が結構勢 い良く膨らんだ
りしている。 見かけは静か だが、それぞれ の山が次の活 動に向けて着々 と準備をしてい
るらしいというこ とが分ってきている 。
一方、社会の方 は１０年前に比べる とおそらく社会的 情勢は大きく変化 している。
やはりきち んとした防災 対策を危機が来 たときに行う ためには、普段 からいろいろ防
災に対して準 備をしておく 必要があると思 う。学問的に も１０年前から するといろいろ
知識が増えている ので防災対策に役立 てていただきたい 。
そういった意味 では本委員会は大変 重い責任があると 思っている。
今日も一年 に一回、短い 時間ではありま すが委員の先 生方、それから 会場の皆様に活
発な議論をし ていただいて 、道民の期待に 応えられるよ うな意義のある 会議にしていた
だければと思う。
今日は、ま ず、観測して おられる札幌管 区気象台、道 立地質研究所か ら各火山の最新
の状況のご報 告をいただい た後、北海道大 学の方から地 質学的な知見・ 地球物理学的な
知見で、十勝 岳において少 し新しい理解が 進んでいるの でご報告してい ただきたいと思
う。

３ 議題
（ １）北 海道の火 山の現状 につい て
＜ 説明：札幌管区気 象台＞
○雌阿寒岳につい て
・熱活動・噴 煙活動：ポン マチネシリ火口 温度は、２０ ０８年１０月の 観測でやや上昇
し、２００ ８年１１月に ごく小さな噴火 が発生した。 ９６−１火口の 噴煙活動は噴火
後はやや活 発であったが 、２００９年３ 月以降噴出の 勢いは次第に弱 まり、噴煙活動
は静穏に経過し た。
・地震活動： 火山性地震は ２００８年９月 以降多い状態 であったが、２ ００９年１月以
降次第に減 少し、７月及 び９月に一時的 に増加したも のの、概ね低調 な状態で推移し
た。
・地殻変動： ２００８年１ ０月初め頃から やや広域の地 殻変動が見られ ていたが、２０
０９年４月 以降停滞し、 その後は火山活 動によると考 えられる変動は 観測されていな
い。
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○十勝岳について
・熱活動・噴煙活 動：６２−２火口の 熱活動、噴煙活動 は低下した状態が 継続。
・地震活動： 地震回数は少 ない状態で推移 した。２００ ９年４月、５月 、７月、１０月
に継続時間が短 く、振幅の小さな火 山性微動を観測。
・地殻変動： ２００６年９ 月以降、６２− ２火口付近浅 部の膨張を示す と考えられる局
所的な変動が継 続している。
○樽前山について
・熱活動・噴 煙活動：Ａ火 口及びＢ噴気孔 群では高温の 状態が継続して いる。噴煙活動
は低調。２ ００９年９月 にドーム南東亀 裂の東縁及び 亀裂の延長上（ Ａ火口の西側付
近）に新たな噴 気孔を確認した。
・地震活動： 火山性地震は ７月、１０月に 一時的に増加 したほかは低調 に推移した。火
山性微動が ７月１回、９ 月２回、１０月 に２回発生（ 火山性微動が発 生したのは１９
８５年１月以来 ）した。
・地殻変動： 山頂溶岩ドー ム直下が膨張し たと考えられ るわずかな伸び の変化が継続し
て観測されてい る。
・微動につい ては、１９８ ５年以来という ことで気にな るデータではあ るが、継続時間
がすごく短 く震幅も小さ いので熱が高い ということも あり、これくら いの微動があっ
てもおかしくは ないだろうと考えて いる。
○有珠山について
・熱 活動 ・噴煙 活動 ：Ｎ -Ｂ火 口の噴 煙高 度は ２００ ８年 夏頃か ら低 下が見 られ、 火口
温度も低下して いる。
・地震活動：火山 性地震は少なく、地 震活動は低調に推 移した。
・地殻変動：火山 活動の高まりを示す 変動は認められて いない。
○北海道駒ヶ岳に ついて
・熱活動・噴 煙活動：昭和 ４年火口では弱 い噴気活動継 続。昭和４年火 口の火口温度は
２００２年 以降緩やかな 上昇傾向を示し ていたが、２ ００６年秋以降 低下傾向が見ら
れる。
・地震活動：火山 性地震は少なく、地 震活動は低調に推 移した。
・地殻変動：特段 の変化は見られない 。
○倶多楽について
・熱活動・噴 煙活動：大正 地獄では２００ ７年５月３日 以降泥混じりの 熱湯の噴出が継
続的に観測 されている。 これらの現象は 局所的なもの で火山活動の活 発化には直接繋
がるものではな いと考える。
・地震活動：火山 性地震は少なく、地 震活動は低調に推 移した。
○恵山について
・熱活動・噴煙活 動：変化なし。
・地震活動：一時 的な増加は見られる が概ね低調な状態 で推移している。
○北海道開発局の 協力によるヘリでの 機上観測を実施。
利尻山と丸山に ついて、特に変化は なく、静穏な状況 。
＜ 説明：道立地質研 究所＞
○雌阿寒岳につい て
雌阿寒岳の観測 を２００９年４月、 ６月及び１０月に 実施した。
ポンマチネ シリ山頂部で ２００８年１ １月２８日噴火 の降灰調査を行 い、降灰（残留
状況）分布を明ら かにした。
ポンマチネ シリ第４火口 での地温連続観 測では、前回 の噴火以降熱活 動に大きな変化
は見られない 。２００６年 ３月の噴火によ って形成され た北西噴気下部 においても地熱
域が縮小する傾向 が見られる。
ナカマチネ シリ火口、山 麓の野中温泉及 び湯の滝の水 質分析結果では 、湯の滝におい
て成分濃度の微増 傾向が見られる。
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○十勝岳について
十勝岳の観測は ２００９年６月、９ 月及び１０月に実 施した。
２ ００ ６秋頃 から ６２ -Ⅱ火 口周辺 が膨 張す る地殻 変動 が継続 して いるが 、熱活 動に
は大きな変化 は見られない 。大正火口にお けるガス分析 結果では、ここ ２，３年は成分
濃度がやや高めと なっている。
山麓の温泉 及び河川水の 水質分析結果で はこれまでの 傾向が続いてい るものの、富良
野川の成分濃度は やや増加傾向が見ら れる。
○樽前山について
樽前山の観測は ２００９年５月、６ 月、１０月及び１ １月に実施した。
最も熱活動 が活発である Ａ火口、ドーム 中腹のＢ噴気 地帯の噴気温度 は、熱電対によ
る直接測定で それぞれ５０ ０℃以上、３０ ０℃以上であ り、高温状態が 継続している。
Ａ火口周辺 では地熱活動 域の拡大が見ら れたことから ２００９年６月 から地温の連続
観測を開始し た。Ｂ噴気地 帯のガス分析結 果はＳＯ２濃 度の低下が見ら れるが、ほかの
成分濃度はこれま での変動の範囲内で ある。
山麓の河川水の 水質分析結果では 、温泉沢における成 分濃度の減少傾向 が続いている 。
○有珠山について
有珠山の観測は ２００９年７月に実 施した。
西 山火 口群Ｎ -Ｂ火 口の 火口 底温度 は８ ０℃ 程度で あり 、昨年 と比 較して 低下傾 向が
見られる。西 山火口周辺で 実施している１ ｍ深地温測定 の結果、火口群 北西側の地熱域
での地温低下 が観測された 。２００８年６ 月から顕著な 地温低下が記録 されており、地
熱域の縮小傾向が 明らかになった。
○北海道駒ヶ岳に ついて
駒ヶ岳の観測は ２００９年７月及び １０月に実施した 。
昭和４年火 口及び９６年 南火口列での熱 活動、火口原 南側における地 温連続記録、火
口原をはさむ ＧＰＳ基線長 、及び山麓にお ける湧水・温 泉水の成分濃度 のいずれも大き
な変化は見られな い。
○羊蹄山について
羊蹄山周辺 地形地質・火 山活動実績図（ 仮称）を作成 した。このシス テムでは、羊蹄
火山の火口位 置などの火山 地質情報、地形 情報、羊蹄山 起源テフラ分布 についてとりま
とめている。 本システムは 地質研究所のイ ンターネット データマップシ ステムないし地
元自 治体 等で管 理す る Web-GIS に て利 用可能 なよう に作 成して おり 、現在 公開に 向け
たデータ編集・改 訂作業を進めている 。
＜ 座長＞
どの山も全体を 見れば静かだが 、その中でも少 し動きが見られる山 として 、雌 阿寒岳 、
十勝岳、樽前山が あった。
雌阿寒岳は 、２００８年 １１月に小さな 噴火があり、 道立地質研究所 からは降灰分布
の報告、地球 物理学的なデ ータとしては、 地殻変動・電 磁力に、噴火の 時に動きがあり
現在は落ち着 いているとい うご報告をいた だいた。気象 台からは一時的 に２００８年に
（活動が）高まっ たが、現在は静かに なっているという ご評価だった。
次に十勝岳 は、大勢とし ては非常に静 かだが、６２− ２火口の周辺が 地殻変動として
膨らんでいて 、地磁気、電 磁気学的な観測 からするとそ こに熱が溜まっ ているようであ
る、地球化学 的にも麓の方 で成分が濃くな っているかも しれないという ことですが、全
体としては静かだ が、少しそういう情 報も見え始めてい る、といったご報 告だった。
次に樽前山 、これも全体 としては静かで すが、久しぶ りに小さい微動 が出たというこ
とです。それ から温度も若 干高い状態が見 える、地震も 数十年単位で見 ると静かであっ
た時よりは少 し地震が増え ている。全体と しては静かで だがその中では ちょっと高まり
が見える、た だ、その状態 は昨年がピーク で今少し収ま りつつあるのか もしれない、そ
んな状態のデータ だった。
最 近、十 勝岳で 学術的 な研究 が進ん で、少 し知見 が増え てきたの で 、（ 次の説 明は）
そういった基礎資 料的な情報になると 思う。
まず、実質的な 調査の状況を教えて いただきたい。
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（ ２）そ の他
①「 十勝岳 、大正泥 流（１ ９２６ 年）は 融雪火 山泥流か ・ ：熱 水噴出 によっ
て発 生した岩 屑なだれ と熱泥 流 」（北 海道大学 地球惑 星システ ム科学、
日本 大学文理 学部）
＜ 説明：北海道大学 （中川）＞
・大正泥流は融 雪だけでは生成でき ない
・大正泥流堆積 物はユニット（地層 ）Ａ , Ｂ , Ｃに区分 できる
・ユニット （地層）Ｂは 熱水サージによ る堆積物で、 途中から泥流に 変化（高温水蒸
気→熱水へ）
・岩屑なだ れは高温熱水 溜まりの爆発に よって発生し 、その際に高温 水蒸気＋熱水を
大量（大正泥 流の水の半分）に放 出した
・大正泥流は熱 泥流起源である
・融雪泥流の発 生は特殊な条件が必 要
＜ 座長＞
十勝岳は、今ま での考え方だと融雪 泥流を主に心配し ていた。
雪が無けれ ば泥流も来な いと思っていた のかもしれま せんが、大正泥 流の半分ぐらい
は雪が無くても十 分来る可能性がある というお話しだっ た。
＜ 和田委員＞
セントヘレンズ の泥流をイメージす れば良いのか。
＜ 北海道大学（中川 ）＞
そうとっていた だいて良いと思いま す。
雪が無くて も泥流が発生 するという可 能性があると同 時に雪があると きに噴火すれば
無条件に泥流が発 生する恐れがあるこ ともない。
＜ 吉井委員＞
熱水溜まり が有る無いが 非常に大きく関 わると思うの で、山の中に熱 水溜まりが有る
という痕跡が火山 では普通にあるかど うかと 、それを確 認する手だてがあ るのかどうか 、
をお聞きしたい。
＜ 北海道大学（中川 ）＞
まず、火山で熱 水が大量に存在する というのは火山に よっては十分にあ り得ます。
ルアペフ山 は、それが山 の中に溜まって いるのではな くて、湖として 、火口湖として
あるということで 、そこが噴火に伴っ て決壊して泥流が 出る例です。
熱水溜まり として山体の 中にあるかどう か、十勝岳で そういうことを 検出するにはど
うすれば良いかと いうのは、この後の （北海道大学の） 話しになると思う 。
＜ 丸谷委員＞
実験では、 ４００℃に熱 した熱砂だけで は雪を溶かさ ない。結局、ち ょろちょろ水。
固体が雪を 溶かすプロセ スというのは、 実は液体が雪 を溶かすプロセ スよりはずっと
遅い。熱の伝 導率が、流体 形化するために は液体を加え ないとならない 。全く今日の話
は実験のとお りで、１００ ℃の熱水を４０ ０℃の熱砂に 加えると一発で 泥流が起こる。
＜ 上垣内委員＞
山 体から 出て くる 残り半 分の 方の H2O（ 水） が気体 のま ま大気 に放 置さ れれば 、泥
流にはならな いと思うが、 それが泥流にな るために気温 が低かったとい うのは、マイナ
ス１０℃くらいと １０℃くらいとでは 違うか。
その効率、冬期 間と夏とで泥流にな る可能性に差が出 るかどうか。
＜ 北海道大学（中川 ）＞
今見積もっ ている最中で すが、４００ ℃で地下数百メ ートルのところ に熱水溜まりが
あったとして 計算していく と、噴火の直前 というのは２ ００気圧ぐらい になる、超臨界
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水ですね、そ れがおそらく １気圧になった ら、最初は爆 発して水蒸気で 、一瞬で水にな
ってしまうと思っ ている。
だからその 時の気温とか 余り関係ないと 、ともかく１ 気圧への急激な 減圧が一番効く
と思っている。
＜ 北海道大学（中川 ）＞
最後に、防災会 議が昭和４６年に作 成した十勝岳に関 する報告書があり ます。
大正の噴火 の時の記録も 網羅されていて 、今後もこう いう研究を続け る、あるいは防
災対策を考えると いう上ではこういう 報告書の存在は大 きい。
是非新しいもの を作りたい。
＜ 座長＞
北海道大学 から今（報告 書作成の）ご提 案が出ました ので、次の（北 海道大学の）お
話の後で、こ の委員会とし て、今のご提案 をどのように 考えれば良いの かということに
ついて議論をして いただきたい。

（ ２）そ の他
②「十 勝岳の地 磁気変化 と蓄熱 過程 」（ 北海道大 学大学 院理学研 究院、
気象 庁地磁気 観測所女 満別出 張所、札 幌管区気 象台、 気象庁火 山課、
道立 地質研究 所）
＜ 説明：北海道大学 （橋本）＞
・十勝岳で 磁気測量を実 施し、２００ ８年と２００９ 年の比較により ６２−Ⅱ火口の
直下に明瞭な 消磁（温度が上昇し 磁力が減少する） を検出した
・熱消磁に関わ る蓄熱率は数１０Ｍ Ｗ（メガワット） と推定される
・消磁域で は、水蒸気か ら熱水への相 変化に伴う潜熱 放出が起こって いる可能性があ
る、消磁域で 熱水が蓄熱されてい るかどうかは不明
・蓄熱は、２０ ０６年以降の火口放 熱率の低下分と考 えることも可能
＜ 中村委員＞
確かに大正 泥流の水が足 りないという のはずっと以前 から言われてい て、それがこれ
でうまく説明でき れば、それはそれな りにまた防災の計 画に反映できると 思います。
そもそもの きっかけであ る岩屑なだれを 起こすのは熱 水溜まり・水蒸 気溜まりとガス
なりが一番最 初にちょうど キャップをはず すような形で その後サージが 起こるというこ
とで、私も昔 にセントヘレ ンズが噴火した 時に、いわゆ るダグラスファ ームの大木が風
の向きになる ような形で倒 れている状況が あった。十勝 岳ではあまり記 憶になくて、泥
流の部分のみの森 林の破壊という形で 覚えている。
その辺のサージ が起こったときの整 合性がうまくとれ るのかを教えてほ しい。
＜ 北海道大学（中川 ）＞
我々初速度 を見積もりま したが、セン トヘレンズと比 べるとかなり小 さい、そういう
意味でブラスト（ 爆発）としては小規 模だったと思う。
山体崩壊が 起こるきっか けは、今回の 大正の場合はや はり水蒸気によ る圧力増が大き
くて、その圧力増 によって山体の不安 定のところが滑っ たということ。
＜ 中村委員＞
基本的には マグマが活動 しなくてもそ ういった水蒸気 溜まりが、ある 臨界まで達すれ
ば、山体崩壊 とその後のブ ラスト（爆発） という形で泥 流が起こる可能 性もあるという
意味ですね。
＜ 北海道大学（中川 ）＞
そのとおりです 。
ただし、今 回の場合のよ うに４００℃ 位まで既に温度 が上がっていた ということは、
いわゆる熱水 だけではムリ がある、という ことでマグマ がかなり浅いと ころまで大正の
場合は来ていた可 能性が高いと思う。
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＜ 座長＞
北海道大学の研 究が今後さらに進む と詳しい状況が分 かってくる。
防災の計画も最 新の知見に基づいて 必要があれば修正 していくべきであ る。
先ほどの北 海道大学（報 告書作成）のご 提案について 委員のご意見を お聞かせ願いた
い。
＜ 福井委員＞
ある時期を区切 って最新のデータを 集めて資料として 作るべきである。
＜ 吉井委員＞
何らかの形で出 版することを望む。
＜ 中村委員＞
全面的に賛成で す。
＜ 座長＞
報告書が必要で あるということに関 しては多くの委員 が賛意を表された 。
委員会では提案 するところまでで、 具体的なことは道 でご検討いただき たい。

（ ２）そ の他
③「気 象庁の火 山観測体 制の強 化につい て」
＜ 説明：札幌管区気 象台＞
・平成２１年度の 補正予算で道内９火 山の観測点整備を 進めているところ 。
・現在、十勝 岳、雌阿寒岳 、樽前山の観測 点の機器設置 が完了し、今デ ータをセンター
のシステムの方 に取り込むための最 終的な調整を行っ ている。
・駒ヶ岳、恵山、 アトサヌプリ、有珠 山では機器設置に 向けて作業を進め ている。
・倶多楽について は、なるべく年度内 に着工できるよう に作業を進めてい る。
・工事にあたりま して、ご協力いただ いた皆様方に厚く 御礼申し上げる。
＜ 座長＞
私ども観測 データを解釈 してその山の それぞれの状態 を理解しようと する者にとって
は、こういった観 測点の強化というの は大変心強いもの がある。
今後とも是非頑 張っていただきたい 。
＜ 座長＞
それでは特にご 発言がないようでし たら、本日はここ までにいたします 。
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