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臨時号

年末年始の旅客動向

　NAA発表の2015年末年始旅客推計によると、12月18日（金）から1月3日（日）の17日間に成田空港

を利用する国際線旅客数は、夏ダイヤ以降における新規就航や増便により、前年同期比4.1％増の126万7,800

人と予測しています。

　方面別では、ハワイ、グアムなどのリゾート路線や台湾線が人気です。出国のピークは、12月26日（土）

4万2,400人、入国のピークは1月3日（日）4万6,100人と予測しています。
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凡例

◎：第１ピーク

○ ：第２ピーク

△ ：第３ピーク

2015/12/18 金 34,278 36,200 20,000 13,700 2,500 33,706 37,400 19,000 15,900 2,500 67,984 73,600

12/19 土 35,896 36,700 19,300 15,300 2,100 36,454 △ 40,100 20,900 16,800 2,400 72,350 76,800

12/20 日 32,995 33,700 17,400 13,800 2,500 34,470 38,600 19,600 16,500 2,500 67,465 72,300

12/21 月 30,943 35,300 18,200 14,600 2,500 28,193 35,700 19,100 14,200 2,400 59,136 71,000

12/22 火 34,315 35,600 19,000 14,400 2,200 34,681 32,200 17,000 13,200 2,000 68,996 67,800

12/23 水 29,474 39,600 21,200 16,000 2,400 30,584 37,700 20,300 15,400 2,000 60,058 77,300

12/24 木 36,055 35,700 18,700 14,300 2,700 29,718 35,200 18,700 14,300 2,200 65,773 70,900

12/25 金 42,164 38,200 20,500 15,000 2,700 31,728 33,600 18,700 12,900 2,000 73,892 71,800

12/26 土 ◎ 45,549 ◎ 42,400 23,000 17,000 2,400 35,592 35,300 19,100 14,200 2,000 △ 81,141 77,700

12/27 日 ○ 44,236 39,200 20,900 15,600 2,700 32,808 34,800 18,400 14,200 2,200 77,044 74,000

12/28 月 39,743 39,100 20,400 16,200 2,500 30,686 33,000 17,200 13,400 2,400 70,429 72,100

12/29 火 36,521 39,600 21,200 16,100 2,300 35,337 33,800 17,400 14,400 2,000 71,858 73,400

12/30 水 32,385 △ 40,100 21,000 16,700 2,400 35,707 37,800 20,000 15,600 2,200 68,092 △ 77,900

12/31 木 29,283 35,000 18,200 14,600 2,200 36,387 36,100 18,500 15,100 2,500 65,670 71,100

2016/1/1 金 32,994 34,600 18,400 13,900 2,300 △ 41,327 36,200 19,100 14,400 2,700 74,321 70,800

1/2 土 38,641 39,900 20,900 16,800 2,200 ○ 45,871 ○ 41,600 21,600 17,600 2,400 ○ 84,512 ○ 81,500

1/3 日 △ 42,462 ○ 41,700 22,300 17,000 2,400 ◎ 46,972 ◎ 46,100 24,500 18,900 2,700 ◎ 89,434 ◎ 87,800

617,934 642,600 340,600 261,000 41,000 600,221 625,200 329,100 257,000 39,100 1,218,155 1,267,800

※2014年の実績は､2014年12月19日(金)から2015年1月4日(日)までの旅客数を採用
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協会記事

　では、噴火を予知するときの前兆現象はどのよう

なもので、どのくらい前につかまえることができる

かを見てみましょう。１９７７年の有珠山噴火以降

起こった噴火の前兆現象がいつごろ、どういうもの

が見つかったかというのをリストアップしてありま

す。火山が噴火する場合、地震がふえるとか、先ほ

ど言ったように山が膨らむ、つまり地殻変動が見え

るというようなことが前兆現象として捉えられてい

ます。これらがどのくらい前にあらわれるかという

のを見ると、有珠山の１９７７年の噴火のときは

３１時間前です。２０００年の噴火のときには３日

前でした。８３年に三宅島が噴火したときには、前

兆現象である地震が起こってから１時間半後にはも

う山が割れて火柱がわっと上がっていました。

　噴火の前兆は、数時間から数日程度がせいぜいで

す。何カ月も前から噴火を予知することは、不可能

です。火山の活動が高まっていることはわかります

が、何日先に噴火するということはとても言えない。

せいぜい言えるのが数時間から数日前だというふう

にご理解ください。ですから、何カ月も前に、二千

何年の何月何日に富士山が噴火するというような記

事が週刊誌に毎年必ず何回か書かれます。これは全

くでたらめだと思って結構です。そういう技術が我々

にはありません。何月何日に噴火するなんていった

ら、それは直近の１日とか２日前だったら話は別で

すけれども、何カ月も前からそんなことを言ってい

たら、これはうそだと思ってください。

　逆に言うと、今、富士山は全く何の動きもありま

せん。山が膨らむことも、地震活動も大して起こっ

ていない。ですが、１年後になったらもしかしたら

噴火していてもおかしくはない。噴火すると言って

いるわけじゃないです。だから、それぐらい直前に

ならないと兆候は見えません。

　今言っている火山噴火を予知するというのがどの

ぐらいできるかというと、マグマを噴き上げるよう

な噴火の場合には、もしかしたら噴火に至るかもし

れないということ、異常が高まっているということ

は、ある程度言うことはできます。それで、噴火の

時期を特定できるのも、もしかしたら数時間前かも

しれませんし、数日前かもしれませんが、ちゃんと

観測をしていれば、不可能ではありません。ですが、

何年先にこの火山が噴火するかとか、１０年以内に

富士山は噴火するだろうかということを正確に科学

的に言うことができるような手法はありません。

　有珠山は、先ほど１万６, ０００人を噴火前、直前

までに逃がしたと言いましたが、そういう前兆現象

を捉えて予知に成功した有珠山でも、１年前に有珠

山が噴火するかもしれないと言った人は誰もいませ

ん。有珠山の麓でずっと観測をしている北大の先生

も、１カ月前ですらそのことは言わなかった。言わ

なかったというのは、隠していたわけじゃなくて、

そんな兆候は全くなく、３日前に初めてあらわれた。

そういうものですから、噴火予知というのはまだま

だ完成した技術ではありません。これからもちゃん

とした観測を続けていくことが必要です。

　さて、御嶽山が噴火するまで、気象庁のそれまで

のホームページはものすごく不親切で、火山の情報

なんてほとんど見られなかったのですが、今、気象

庁ホームページのトップに行くと、「登山者のための

火山情報」というボタンがあります。それを押すと、

日本地図に今、警報がどの火山に出ているのかがわ

かるようになっています。これで見ると、雌阿寒岳

では警戒レベルが２になっていて、吾妻山でこうい

う予報が出ているというのが分かります。口永良部

の噴火警戒レベルは５である、桜島は３である、阿

蘇山も３であるというような警報が出ているわけで

す。これで見ると、日本中の火山が何となく活発化

しているように見えます。

　実は活発化しているということを言うのは非常に

難しいのです。活発化していると言うためには、過

去のいつの時点と比べて活発化していると言わなけ

　先月号に続き11月17日

に、空港振興協会がヒル

トン成田で開催した「第

27回講演会」より、環境

防災総合政策研究機構 

環境・防災研究所長 藤

井敏嗣氏の講演を紹介し

ます。

「我が国の火山活動の現状と今後」

噴火前兆の観測
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ればいけない。ところが、過去にどのぐらい火山が

噴火していたかというのは、これは実はあまり正確

ではありません。むしろ戦後になって気象庁は確実

に噴火を捉えることができるようになったぐらいで、

それ以前は規模の小さい噴火は数え落としているこ

とがあります。それから、噴火している火山を数え

るのか、それとも延べの噴火日数を数えるのか、い

ろいろなことがあるので、活発化しているかどうか

ということを言うのはかなり難しいことです。

　噴火している火山が最近増えているかどうか調べ

てみると日本の火山というのは、８４年から減った

りふえたりして、最低でも３つは噴火している。最

高では８つが噴火している。こういう状態にあって、

今、７つです。これから１２月までの間にまた噴火

をして８つになるかもしれません。それになったと

しても、ばらつきの範囲内にあるということがわか

ります。火山が活発化しているかと言われると、こ

れはまだばらつきの範囲内である、まだまだ噴火が

活発化していると言うほどではないということがわ

かります。ですが、今後どうなるかということに関

してはまた別問題です。

で、大きな噴火は来ないのではないかと思っている

かもしれません。日本の噴火で我々が知っている比

較的大きなものは、１９９０年から９５年に起こっ

た雲仙普賢岳の噴火です。火砕流が出たことで有名

ですが、雲仙のときには火砕流そのものは５キロぐ

らいしか走っていません。それから出てきた土石流

も７キロぐらいまでしか行っていない。あれだけ大

きいと思ったものでもこれくらいの影響しかありま

せんが、世の中にはもっと大きなものがあります。

　例えばアメリカで１９８０年に起こったセントヘ

レンズの噴火というのは、雲仙の５倍ぐらいの噴火

ですが、このときでも火砕流は２０キロぐらいまで

行く。土石流も２０キロぐらいまで到達しています。

雲仙と比べていかに影響範囲が大きいかがわかるか

と思います。また、フィリピンの１９９１年のピナ

ツボ噴火では、２０キロぐらいまで火砕流があらゆ

る方向に出て、そのあげくに土石流が出て、最後は

海の中に入ってしまったので、これ以上はわからな

い。これが大陸地域だったら、もっと延々と伸びた

はずです。火山灰は、２０キロメートル以上離れても、

２０センチ以上積もりました。世界にはこういう大

きな噴火もあります。

　では、日本では雲仙くらいが最大かというとそう

ではなく、１９１４年の桜島大正噴火は、非常に大

きな噴火でした。最初は非常に爆発的な噴火でした

が、その後、大部分のマグマは溶岩として流れたた

め、あんまり爆発的にならなくて、大して激しくな

かったのです。それでも、最初のころには噴煙が激

しく立ち上り、２０キロぐらいの高さまで上がりま

した。このときの火山灰は、桜島から東の方に流さ

れて、東京でも灰が降りましたし、仙台でも灰が降っ

ています。桜島の近くでは、火口から４０キロ離れ

たところでも、火山灰が３０センチ降り積もるとい

うような、そういう規模の噴火が起こったことが日

本でもあります。むしろ、かつてはもっとたくさん

起こっていました。

　歴史記録がしっかりしている江戸時代、１７世紀

以降の記録を見てみると、１７、１８、１９と各世

紀に４回から６回ぐらい、富士山の宝永噴火や浅間

山の天明噴火並みかそれ以上の大きな噴火が起こっ

ています。２０世紀には、１９１４年の桜島の大正

協会記事

　先ほど２０００年以降の噴火の例を挙げて、西之

島を除けばあとは大したことはない、それ以外の比

較的大きな噴火でも、霧島新燃岳の２０１１年の

噴火が大きい程度だと言いましたが、あれでも５,

０００万トンです。これは火山噴火としては大した

ことありません。これを超えるような噴火が果たし

て日本に来るのでしょうか。

　もしかすると、日本ではずっと小さい噴火ばかり
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噴火と、１９２９年の北海道駒ヶ岳の噴火以来、こ

れくらいの規模の噴火はまだ起こってない。１００

年近く起こっていません。これはやっぱりある意味

で異常事態です。小さな噴火は起こっているけれど

も、大きな噴火は起こっていない。そうすると、こ

れから先２１世紀、どこになるかはわかりませんが、

もっと大きな噴火があることは覚悟しておいたほう

がいい。

　私は１０年位前から、こう言っていました。２１

世紀中には大きな噴火がいくつか起こるから、その

準備をしたほうがいいと。ところが、２０１１年３

月１１日にマグニチュード９の地震というとんでも

ない事件が起こりました。世界のマグニチュード９

の地震を調べてみると、３年以内にその近くの火山

が噴火するということが例外なく起こっていました。

これを知ったので、日本でも火山噴火が起こるに違

いないと思いました。私だけじゃなくて、いろいろ

な人がそう言いましたが、実際に起こったことは予

想とはだいぶ異なっています。３. １１の日に突然、

北は北海道の大山という火山から南は諏訪之瀬島に

至るまで、２２の火山の直下で地震が突然起こり始

めました。どれか噴火するかもしれないと思いまし

たが、結局噴火しなかった。富士山も４日後、３月

１５日に地震が富士山の直下で起き、余震が２年以

上続きましたが、幸いにして噴火に至りませんでし

た。結局のところ、３年以内に、それまで噴火して

いなかった火山で噴火が起こったというのは西之島

だけです。ただ、西之島は地震が起こったところか

ら相当に遠いので、本当にこの影響かどうかはよく

わかりません。ですから、まだ地震に誘発された噴

火はいまだ発生していないことになります。

　２００４年にインドネシアのスマトラ島で大きな

地震が起こりました。インド洋などに大津波を起こ

した地震ですが、６年たってから、地震が起こった

場所のすぐ裏側に当たるところでシナブンという火

山が１, ０００年ぶりの噴火をしました。最初は非常

に小さな水蒸気噴火でしたが、その２年後からはマ

グマ噴火を続けて、今も噴火をしています。毎日の

ように火砕流を出すという非常に激しい噴火をして

いるので、まだまだ安心はできません。

　また、地震によって噴火が誘発されるというだけ

ではなくて、別の考え方もあるということも知って

おいていただきたい。３. １１の地震、ああいう大き

な地震が起こったこと自体が、日本列島の地下では

非常にとんでもないことが起こっていることを示し

ているかもしれないという考え方があります。です

から、地震に誘発されて噴火が起こるのではなくて、

地震活動と同様、火山活動もこれから活発化するか

もしれないという考えがあります。

　そういう時期が実は９世紀、平安時代の日本であ

りました。最近の地震の起こり方は、そのころとよ

く似ています。例えば２０１１年の東北地方太平洋

沖の地震は、８６９年に起こった貞観の地震とほと

んど同じ場所、ほとんど同じ大きさで、ほとんど同

じ大きさの津波を発生しています。その前に中越地

震が８６３年に起こっています。これが２００４年

に起こった中越地震や２００７年の中越沖地震とほ

とんど同じ場所です。貞観地震が起こった１８年後

に、東海・東南海・南海地域で８０７年に仁和地震

が起こっています。政府は、この地域で地震が起こ

るだろうと、数十年以内に起こることはほとんど確

実だと、言っているわけです。それで、津波の対策

をとらなければいけないと今一生懸命ですが、この

想定地震まで含めると、現在の地震活動は９世紀の

この時代とよく似ています。

　ところで、この時代には他に何が起こったかとい

うと、地震だけではなくて、噴火もあちこちで起こっ

ていたのです。富士山が史上最大と呼ばれる貞観の

噴火を引き起こしたのもこの時代です。貞観の地震

よりも前に起こっています。だから、地震で誘発さ

れたのではなく、日本の地下が非常に不安定な状態

になっているところで東北の地震も起こり、富士山

の大噴火も起こったということになります。

  このように考えると、数十年という単位で見たら、

火山活動も活発化するかもしれません。その中には

富士山も含まれるかもしれないので、富士山の噴火

を考えてみましょう。富士山の３, ２００年間の噴火

の規模と回数を数えたものを見ます。８６４年から

６６年にかけて青木ヶ原の樹海の下に広がる溶岩を

大量に流し出した貞観の噴火がありました。これは
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先ほど述べた歴史上最大の噴火です。３００年前の

宝永の噴火はこれの半分ぐらいの大きさです。こう

いう大きな噴火はめったに起こらない。自然現象と

いうのは、大きな地震も大きな噴火もめったに起こ

らない。小さな噴火はしょっちゅう起こるし、小さ

な地震もしょっちゅう起こります。それは富士山で

も同じことです。

　それからもう１つ、３, ２００年間に富士山が

１００回噴火をしたということは、平均的に大体

３０年に１回は噴火をしていたということです。そ

の火山が３００年間休止をしています。これから先

どのくらい噴火をしないかわからないが、いつ噴火

をしてもおかしくない時期に来ているということだ

けはたしかです。それともう１つ、統計的には小さ

い噴火が多いわけですから、次に起こる噴火は、２,

０００万立方メートル、重量でいうと５, ０００万ト

ン以下の比較的規模の小さい噴火である確率が高い

だろうということが統計学的には言えます。でも、

安心していられないという、別の統計がアメリカで

なされました。

　最近２００年間に世界で起こった、爆発的な大き

な噴火で、富士山の宝永噴火よりも大きいものを選

び出してみると、１５の噴火があります。ここで

着目していただきたいのは史上初というところで、

１５の噴火のうちの１１の噴火はそれぞれの火山で

史上初の噴火です。どんな国でも大航海時代以降は

噴火の記録があります。宣教師によって記録をされ

ているので、史上初ということは数百年以上休んで

いたということを意味します。数百年以上休んでい

た火山が１５噴火のうちの１１噴火あるということ

は、長い時間休んでいた火山は爆発的な大きな噴火

をしやすいと言えます。必ずそうなるというわけで

はありませんが。

　統計的には小さな噴火が起こる可能性が高いけ

れども、３００年以上休んだあとの次の噴火はも

しかしたら、３００年前の宝永の噴火と同じよう

に、爆発的な噴火をするかもしれません。宝永噴

火では約２週間噴火が続き、噴煙の高さは連日、

１万５, ０００メートル以上でした。最初の日は２万

メートルまで噴煙を噴き上げています。こういう噴

火が次にも起こるかもしれません。

　こういうことが起こると、噴火で降り積もった火

山灰の厚さは、山の近くでは４メートルぐらいにな

ります。現代の地図の上に重ねてみると、成田空港

では１センチ以上の火山灰が当時は降り積もったこ

とになります。羽田空港のあたりでは、１０センチ

ぐらい降り積もっている。小田原と横浜のあたりは

もう数十センチ。火山灰と言っていますが、石の粉

と石のかけらです。数センチぐらいの石のかけらも

含みますが、そういうものが降り積もっています。

東名高速の御殿場あたりは１メートルを超える厚さ

まで小石が降り積もります。この部分はとても使い

ものになりません。それ以上に、実は飛行機が全然

使えません。火山灰が空を舞っているときには飛行

機をとばせないことは、２０１０年のアイスランド

の噴火のときのことで皆さんよくご存じだと思いま

す。ですから、この間は飛行機が一切飛べないこと

になります。

　首都圏には火山灰が降り積もりますが、これはガ

ラスや石のかけらなんです。木を燃したり紙を燃し

てできる灰とは全く違います。これは非常にいがい

がとしたものです。場合によっては体にも影響があ

り、何より交通に対してものすごく大きな影響を与

えます。ほとんど流通経済が破綻してしまうと思っ

たほうがいい。それ以上に、東京の湾岸地域には、

何があるかご存じでしょうか。

　首都圏に電力を供給している火力発電所が二十数

個あります。火力発電所のタービンは、飛行機のエ

ンジンとほとんど同じです。ただ、地上にあるので、

フィルターもあるし、家屋の中にあります。すぐに

止まってしまうことはないでしょう。しかし、その

フィルターが詰まってしまったら、電力のパワーダ

ウンはもう避けられません。フィルターを交換する
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ために発注しても、道路が使えませんから、入手は

不可能になり、予備がない限りは発電もできなくな

るでしょう。　

　以前に内閣府が試算をしたときには、もし梅雨時

に宝永級の噴火が起こったら、２兆５, ０００億円の

損害が出るだろうと発表しました。これは２００４

年の見積もりです。あまり正確な見積もりではない

ので、おそらく今はこれの倍では済まない、もっと

大きな額の損害が出るだろうと思われますが、その

後被害見積もりが行われておりません。　

　このような噴火では、噴火のときだけが問題では

ありません。江戸時代には宝永噴火の後に土砂災害

が数十年にわたって二次災害として起こっています。

火山灰が１０センチ以上積もったところでは雨が降

るたびに、土石流を出し続けます。山や丘陵から火

山灰がなくなってしまうまで起こります。土砂災害

がずっと続く。しかも、雨が降ると広い範囲で同時

多発します。どこかに集中豪雨が起こって土砂災害

が起こるのとは全く違って、雨が通過するたびに

ワーッといろいろなところで土砂災害が起こる。国

交省の緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）

という数千人の部隊がいますけれども、これがいく

ら頑張っても、とても対処できないような状態にな

る可能性があります。ですから、こういうこともあ

り得ると思っていろいろな備えをしなければなりま

せん。その１つが火山噴火予知という課題です、噴

火の前に何とか予知をしたい、噴火がいつ起こるか

ということを見つけたい。

　まだいろいろな課題があります。先ほどの御嶽山

や口永良部の場合のような水蒸気噴火のときには、

観測機器を火口のすぐそばに置いていないと、ちょっ

と離れたらもうシグナルがとれないということがあ

りますから、噴火が起こったら壊されることは覚悟

の上で観測器を置かなければなりません。マグマ噴

火のときには、噴火までの時間は短いとしても、そ

れなりにいつごろ噴火しそうか言えるかもしれませ

んが、ともかく火山噴火予知というのはまだまだ実

用に達していないのです。その理由の一つは、火山

の寿命は人間の寿命の１万倍という事実です。数十

万年から１００万年ぐらい日本の火山の寿命はあり

ますから、我々が一生懸命観測を行っても、それは

もう火山にとってはほんの瞬間にすぎません。我々

が他人のある瞬間を見て、それでその人の次の行動

を予測するようなものなので、これは非常に難しい

ことです。困難な課題ですが、それでも挑戦する必

要があります。日本列島は火山災害から逃れること

ができないですし、成功すれば人の命を失わず

に済むかもしれません。

  ところが、日本の火山監視体制というのは決して十

分でありません。これを皆さんに言ってもしかたな

いと言われるかもしれませんが、日本の火山監視体

制をもうちょっと考えなければいけない。今、気象

庁が火山を監視しているわけですけれども、それだ

けでは不十分です。火山噴火予知連絡会に属する大

学や他の研究機関の観測機器によるデータを集めて、

ようやく何とか監視をするということをやっていま

す。

　私が今会長をしている火山噴火予知連絡会という

のは、これは気象庁長官の私的諮問機関という位置

づけですから、何の権限もないし、何の責任もあり

ません。だから、そういうところで火山活動の評価

や判断を行うのは、本当はよくありません。地震に

関しては政府の地震調査研究推進本部があり、文科

省が事務局をしています。火山に関してはこういう

ものがありません。ほかの国はどうなっているかと

いうと、決してこのようないい加減な体制ではあり

ません。国が監視・観測体制と調査研究を行う一元

的な機関を持っています。いわば火山庁みたいなも

のをアメリカも、イタリアも、フィリピンも、イン

ドネシアもみんな持っています。日本だけが特殊な

のです。こういう状態をそのままにすると、噴火予

知の研究はなかなか進まない。火山監視と火山活動

の評価も十分できません。火山防災の根幹が危うい

のです。火山国である日本がこういう状態では本当

は困ると思ってずっと言い続けていますが、なかな

か実現をしないというのが現実です。

　時間が来たようですから、私の話はこれで終わら

せていただきます。どうもありがとうございました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－了－


