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はじめに
2000 年は有珠山、三宅島と大きな噴火が相次ぎ、火山災害の恐ろしさが改めて私達の前に示され
ましたが、地震活動の変化などから噴火を予知できたため、人命は失われませんでした。昨年には
富士山の下で低周波地震が急増し、富士山噴火の可能性が大きな話題になり、各種観測や防災対策
の強化が計画されています。気象庁によると日本全国の活火山（最近 2000 年間で噴火した火山）は
86、そのうち地震計、傾斜計、GPS などを用いて常に火山活動を監視するための観測が行われてい
る火山は 20 です。もちろん、目立った火山活動のない白山はこの 20 の火山の中に含まれていませ
ん。しかし、白山の下でも地震は起こっていますし、1999 年には初めて低周波地震も観測されまし
た。歴史史料の調査によると、白山は 150 年の活動期と 300 年の休止期という周期性をもつと考え
られています。前回の活動期は 16 世紀半ばから 17 世紀半ばにかけてですから、もうそろそろ新し
い活動期に入ったとしてもおかしくありません。ここでは、他の火山のことも交えながら、白山の
地震について紹介します。
火山と地震
火山と地震の間には密接な関係があります。火山の噴火は地下深部で発生したマグマが地表に噴
出する現象です。噴火の前には地下のマグマだまり内部の圧力が高くなります。周囲の岩盤へも力
がかかり、耐え切れなくなった岩石に破壊が生じ、地震が起こります。また、火道をマグマやガス、
流体が移動することによっても地震が起こります。火山で起こる地震は大きく 2 つ、火山性地震と
火山性微動、に分類されます。火山性地震とは、火山およびその付近で発生する地震の総称です。
一方、地面の連続的な震動を火山性地震と区別して火山性微動と言い、波形の始まりと終わりが明
瞭ではありません。両者とも観測される地震波形は様々ですが、火山性微動は振動の周期や振幅が
ほとんど一定で振動時間が長いという特徴が見られます。噴火の直前には火山性地震の震源が浅く
なることや火山性地震や火山性微動の数が増えることが多く、噴火予知に役立てられています。そ
の他には低周波地震と呼ばれる地震があります。これは通常の地震に比べて波形の振動周期が長い、
つまり周波数が低い、という特徴にちなんでいます。富士山では 2000 年 10 月から低周波地震が急
激に増加しています。低周波地震の発生は深部にあるマグマ溜まりの活動と関係があると考えられ
るため、富士山の火山観測研究体制の強化が計画されています。
一般に火山の下で起こる地震の震源の深さは浅くなります。活断層で起こる普通の地震は深さ 5km
より深いところで起こり、特に 10~15km に集中します。それに対して、火山の下では 5km より浅
いところで地震が起こることが多く、数 km 程度の深さに集中します。地震の起こる深さの下限は
温度によって決められていることが最近分かってきました。この温度は約 350℃で、これより温度
が高くなると岩石の性質が柔らかくなり、力がかかっても破壊を起こさなくなるために、地震は起
こらなくなります。火山の下には熱いマグマだまりがあります。そのため、他の地域とくらべて地
温が 350℃になる深さがかなり浅くなり、その結果、浅い所に地震が集中すると考えられています。
また、マグマだまりの周囲は構造的にも弱く、地震が起こりやすいところになります。
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白山周辺の定常観測点の変遷
北陸地方の微小地震活動を図 1 に示します。図の
中の線は活断層を表わしています。微小地震とは地
震の規模を表すマグニチュードが 0~３程度の小さ
な地震のことで、ほとんどが体に感じない地震です。
北陸地方では 1948 年の福井地震（M7.1）や 1993 年
の能登半島沖地震（M6.6）の余震、跡津川断層や北
アルプスに沿った地震が目を引きますが、白山周辺
（図中の枠内）にも地震が集中していることが分か
ります。このような詳細な地震活動が分かりはじめ
たのは地震観測網が充実した比較的最近のことです。
明治以来、気象庁は日本全国で地震観測を行って
いますが、地震計は各気象台や測候所にしか設置さ
れておらず、また地震計の感度も低いため、小さな
地震は観測できませんでした。1970 年代には地震予
知計画の進展に伴い各地方の機関大学がそれぞれ微
小地震観測網を展開しはじめ、体に感じない微小地
震の観測が可能になりました。北陸地方については 図 1. 北陸地方の最近 20 年間の地震活動。実線は活
京都大学が地震観測点を設置し、詳細な地震活動が 断層を表わしています。四角の枠内の地震が集中し
次第に明らかになりました。しかし、白山は石川・ ているところが白山です。
岐阜の県境に位置し、地震観測網という面で見ても、
京都大学と名古屋大学の境界に位置し、京都大学の
中でも岐阜県上宝村の上宝観測所と福井県鯖江市の
北陸観測所の地震観測網の境界に位置するために、
地震の検知能力も低く、震源決定精度も高いもので
はありませんでした。1980 年代にはデータ伝送シス
テムが発達し、電話回線を用いて隣接観測所のデー
タを一部交換することにより、観測網の境界付近で
起こる地震の検知能力は少し改善されました。この
頃の京都大学のデータによると、白山周辺では年平
均３~４個の地震が起こっています。1995 年の兵庫
県南部地震以降は気象庁と科学技術庁により日本全
国でより稠密な地震観測網の構築が計画され、大幅
に地震観測点が増強されました。気象庁と大学間で
のデータ交換もされるようになりました。さらに、
人工衛星を利用した大量データ伝送が可能になり、
多数の観測点のデータを一括処理することにより、
地震の検知能力は兵庫県南部地震以前に比べると著
しく改善されました。最近 5 年間の気象庁データに
よると、白山周辺 10km 四方では年平均 16.5 回の地

図 2. 白山周辺の地震観測点分布図。星印は 2000
年と 2001 年に金沢大学が設置した臨時地震観
測点。
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震が発生しています。一見、白山の地震数が増加した印象を受けますが、これは震源決定に使用で
きるデータの増加や処理システムの改善による見かけ上のものです。しかし、白山の近くには相変
わらず地震の観測点が無いままで、白山直下のマグニチュード 1 以下の小さな地震はほとんど観測
されていません。2001 年から防災科学技術研究所によって白山周辺でも石川県尾口村一里野や岐阜
県荘川村の地震観測点が稼動しはじめ、今後も京都大学による岐阜県白川村での地震観測点の新設
が計画されています。また、来年度からは、大学や省庁を問わず全ての微小地震観測データが衛星
システムを通じて配信され、気象庁によって本格的に全ての地震データの一括処理が開始されます
ので、将来的には定常的な観測網のみでも白山の詳細な地震活動が分かるようになることが期待さ
れます。
白山での臨時地震観測
さて、金沢大学でも白山直下の地震活動の解明
に以前から取り組んでいました。白山は京都大学
防災研究所の２つの地震観測網、岐阜県上宝村の
上宝観測所と福井県鯖江市の北陸観測所の境界付
近にあるためどうしても地震の検知能力が低くな
ります。そこで、束田ほか（1990）では、1980
年~1989 年の約 10 年間の両観測所の検測データ
を統合し、白山直下の地震の震源再決定を行いま
した（図 3）。彼らの結果によると、白山直下の
深さ 0~2 km の所に地震が集中すること、年平
均で 3~4 個の地震が起こっていること、それら
の地震のメカニズムはほぼ東西圧縮であり、この
地域の広域的な応力場と一致することが分かりま

図 3. 束田ほか（1990）によって再決定された白
山周辺の地震の震源分布。

した。ここで使用した定常観測点は白山から最も
近い所でも約 20 km 離れているため、マグニチ
ュード 1 以下の地震は観測できず、白山直下の詳
細な地震活動を把握するためには不十分でした。
また、震源の決定精度も高くなく、特に深さの誤
差は数 km と大きなものでした。地震の震源を決
めるときに最も難しいのは地震の深さです。真上
に観測点が無いと、震源の深さが不正確になりま
す。この欠点を克服するために彼らは 1988 年 8
月に白山室堂で約 1 週間、1989 年には中飯場に
10~11 月、白川村の白川中学校に 10 月から翌年
4 月まで地震計を設置しましたが、白山直下の地
震はまたしても観測できませんでした。

図 4. 2000 年の臨時地震観測によって決定された白
山周辺の地震の震源分布。

第 4 回防災市民講座 2002/3/9（土） 金沢大学サテライトプラザ大会議室

その後、地震観測装置の開発が進み、性能も
良く長期間に渡り 24 時間連続デジタル波形記
録を収録できる地震観測装置が利用できるよう
になりました。2000 年には 24 時間連続観測可
能な地震観測装置を使用して、白山山麓に 4 点
の臨時観測点を設け、衛星テレメータを通じて
伝送される定常観測点の記録と統合処理するこ
とにより、2000 年 10 月から１カ月間に白山周
辺 10km 内には 10 個、白山直下には 5 個の地震
の震源を決定することができました（図 4）。こ
の結果から、白山直下の地震は従来観測されて
いるよりも高い頻度で起こっていること、震源
図 5. 2001 年の臨時地震観測によって決定された白山
周辺の地震の震源分布。

の深さが 2~4km の深さで起こっていることが
分かりました。また、震源の決定精度も大きく
向上し、このような臨時地震観測の有効性を示

すことができました。しかし、ここで観測された地震はたまたま起こっていて、白山の定常的な地
震活動はもっと他のものである可能性も捨て切れません。
2000 年の臨時地震観測で得られた結果を確認するために 2001 年には室堂近くの白山山頂部にも
臨時観測点を設置し、7 月下旬から 10 月下旬まで臨時地震観測を行いました。現在までにデータの
解析が終了した 7 月下旬から 9 月末までの結果によると、白山周辺 10km 四方に 42 個の地震の震源
を決定することができました（図 5）。2000 年の結果に比べると白山直下に地震が集中し、地震の
深さも 2~4km に集中することが良く分かります。図 6 は白山直下 2.7km の深さで発生した地震
（M1.3）の波形です。P 波と S 波や波形の終わりが明瞭であることから、この地震は火山性地震で
あって、火山性微動ではないと判断できます。
白山の直下に地震が他の地域並に起こっていることは 2000 年と 2001 年の臨時観測で分かりまし
たが、噴火の可能性との関連から言うと火山性微動や低周波地震の有無も気になるところです。白
山でも 1999 年 7 月 18 日に深さ 37km のところで低周波地震が発生したことが初めて確認され、新
聞紙上でも報道されました。この低周波地震については別稿の「白山の低周波地震」に解説してあ

図 6. 白山直下 2.7km の深さで起こったマグニチュード 1.3 の地震の波形。
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ります。この他には 1999 年 10 月 21 日にも低周波地震が白山の下 37km の所で起こったことが気
象庁により確認されています。しかし、これらの低周波地震は地殻とマントルの境界付近で起こっ
ており、白山の噴火と直接結びつけて考えるのは少々短絡的です。臨時観測をすることによって通
常の地震の検知能力が向上したのと同様にこれまで全く観測されていなかった火山性微動も検出さ
れるのではと予想していましたが、現時点では火山性微動の発生は確認できていません。歴史記録
から判断すると活動期に入りつつある白山ですが、地震学的見地からは有珠山や三宅島であった噴
火を予測させるような異常な観測事実は得られていません。
噴火予知
噴火予知には短期的、長期的の 2 種類があります。短期的予測のためには、地震、地殻変動、電
磁気的変動、火山ガス、地下水、などを用います。長期予測のためには、過去の噴出物を調べ、過
去の噴火の時期や規模、様式を特定します。有珠山や三宅島で的確に噴火予知ができたのは、上記
の各種観測が充実していることに加えて、噴火の周期が数十年と短く、過去に実際に起こった前兆
現象の蓄積による経験則が得られているおかげです。ただし、このような経験則が得られているの
はほんの一握りの火山のみです。例えば歴史時代に噴火記録が無かった御岳山は 1979 年にさしたる
前兆現象もなく突然に水蒸気爆発を起こしました。1998 年には岩手山で火山性地震が増加したのを
皮切りに歪み計や傾斜計にも地殻変動が捉えられ、その後も低周波地震や火山性微動が発生、火山
性地震の数もさらに増加したため、噴火も近いと考えられていましたが、現在まで噴火していませ
ん。また、前兆活動があったとしても、それは噴火の規模を予測するものではありません。雲仙普
賢岳では地震活動の変化や地殻変動の観測から噴火をすることは予測されていましたが、島原市に
甚大な被害をもたらし、山の形体を変えてしまうような激しい火砕流を伴う噴火になるとは全く予
想されていませんでした。前兆の出方も様々でマグマの動きと関連があると考えられている火山性
微動や低周波地震は今回の有珠山の噴火前には観測されていません。火山の噴火には必ず前兆現象
が伴うわけではないし、前兆的な現象があったとしても必ず噴火が起こるわけでもありません。白
山は近代的観測が始まってから噴火していないことに加えて、古文書などの歴史史料にも噴火その
ものの記述しかないため、どのような前兆現象があるのかは分かりません。白山の下で火山性地震
や火山性微動が増加すれば、噴火の予兆として警戒することは可能ですが、それを利用して噴火予
知を行うにはかなりの不確定性があることを認識しておく必要があります。
噴火に備えた対策を考えるときに白山が抱える問題の一つにアクセスの悪さがあります。火山の
噴火予測を目的とした観測を行うには火山にできるだけ近付いて観測をすることが有効です。例え
ば、マグマの移動は地震の震源位置の移動として監視することが可能です。この場合は特に震源決
定の深さの精度を上げることが重要で、そのためには真上に観測点を設置する必要があることは先
述した通りです。しかし、白山の山頂から 5km 以内に近付ける車が通行できる道は石川県側では市
ノ瀬、岩間、岐阜県側では白水湖（大白川ダム）へ通じる道しかありません。これらの道は崩落の
ためしばしば通行止めになることもあります。もし、噴火の前に地震活動が激しくなれば、その震
動によって崩落が起こり道路が通行できなくなることも考えられます。また、連続的なデータ収録
やリアルタイムデータ処理を行うためには、電源の確保やデータの伝送手段をどうするかという問
題もあります。冬季には積雪のため陸上はおろか空中からの観測も困難になるでしょう。これらの
問題への対応策を事前に考えておく必要があります。
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地震が引き起こす火山災害
ここまでは噴火予知や火山活動と地震の関連について述べてきましたが、もう少し目を広げると
地震が引き金となって火山災害を引き起こす可能性もあります。火山はその噴出物で山体が形成さ
れているために非常に崩れやすくなっています。白山では約 4400 年ほど前に東側斜面で大規模な崩
壊が起こり、岩屑なだれが庄川にまで流れ、砺波平野に大洪水を引き起こしたことが知られていま
す。このような山体の崩壊は火山の側で大きな地震が起こることによっても生じます。跡津川断層
で発生したと考えられている 1858 年の飛越地震では立山鳶くずれなどの山崩れが多く発生し、常願
寺川上流の湯川をせき止め、その後の決壊で下流域の村々に大きな被害を生じました。最近では 1984
年の長野県西部地震（M6.8）の際に御岳山で山頂南方の斜面が大規模に崩壊し、岩屑なだれが谷筋
を 12km も下り 15 名の人が亡くなっています。過去に白山から 20km 以内の距離で起こった大地震
には、帰雲山城を埋没させた 1586 年の天正地震（M7.8）、1855 年の地震（M6.8）、1961 年の北美
濃地震（M7.0）があります。これらの地震時に白山で大規模な崩壊が起こった記録は無いようです
が、北美濃地震の時には白峰からの登山道は落石・亀裂が多かったことが報告されています。白山
周辺にもいくつかの活断層が存在し、前述の長野県西部地震や 2000 年 10 月 6 日に起こった鳥取県
西部地震（M7.3）のように活断層の存在が確認されていない所でも大地震が起こることもあります。
白山の近くで大きな地震が起こり、その強震動によって山体の崩壊が起こることも考えておかなけ
ればなりません。
おわりに
地震観測という面から見れば、ようやく地震観測点が近隣に整備されてきた白山ではまだ始まっ
たばかりと言ってよいでしょう。前兆的な“異常”な活動を把握するためには“通常”の活動を、
どの程度のゆらぎがあるのかを含めて、良く知っておかなければなりません。そのためには精度の
良い観測を息長く続ける必要があります。臨時観測のデータも今は震源決定にしか用いていません
が、今後は波形データを解析し、地下構造の推定やマグマだまりのイメージングに活用することを
計画しています。
最後になりましたが、2000 年、2001 年の臨時地震観測の際に、白山比口 羊神社、電源開発株式会
社御母衣電力所、関西電力株式会社庄川電力所成出制御所、国土交通省北陸地方整備局金沢工事事
務所白峰砂防出張所・尾口砂防出張所、岐阜県森林管理署庄川事務所、石川県白山自然保護センタ
ー、環境省自然保護局白峰白山保護管事務所、東京大学地震研究所、京都大学防災研究所、名古屋
大学地震火山観測研究センター、防災科学技術研究所、尾口村役場、白峰村役場、大野市役所にお
世話になりました。記して感謝いたします。

