
第 125回火山噴火予知連絡会                                 気象庁 

                         高原山 

高 原 山      （2013年１月 31日現在） 

 

火山活動に特段の変化はなく、火口周辺に影響を及ぼす噴火の兆候は

見られない。 

 平成 19 年 12 月１日に噴火予報（平常）を発表した。その後、予報警

報事項に変更はない。 
                

○ 概況（2012年２月～2013年１月 31日） 
・地震活動（図１※） 

2008年 12月～2009年１月にかけて、釈迦ヶ岳付近の浅いところを震源とする地震

が一時的に増加したが、最近は特に顕著な地震活動は認められない。 
 
 ・噴気等の状況 

   富士山西側の新湯付近には従来から弱い噴気があるが、噴気異常等に関する通報

はない。 

 
図１※ 高原山 一元化震源による周辺の地震活動（1997年 10月１日～2013年１月 31日） 

注）2002年 10月以降、Hi-net追加により検知力向上 

この図の作成にあたっては、国土地理院発行の数値地図 50ｍメッシュ（標高）を使用した。 

※ 資料は気象庁のほか、東北大学、東京大学及び独立行政法人防災科学技術研究所のデータも利用して作成。 

 



第 125回火山噴火予知連絡会                                 気象庁 

                         高原山 

 

 

 

図２ 高原山 周辺の地震観測点 

           ■震）：東大震研観測点  ■東）：東北大学観測点 

            ■Ｈ）：防災科研観測点  ■気）：気象庁観測点 

・最も近い観測点 矢板（防災科研）：約 7km 

 この図の作成にあたっては、国土地理院発行の数値地図 25000を使用した。 



第 125回火山噴火予知連絡会                                 気象庁 

                     赤城山 

赤 城 山   （2013年１月 31日現在） 

 

火山活動に特段の変化はなく、火口周辺に影響を及ぼす噴火の兆候は

見られない。 

 平成 19 年 12 月１日に噴火予報（平常）を発表した。その後、予報警

報事項に変更はない。 
                

○ 概況（2012年２月～2013年１月 31日） 
・地震活動（図１※） 

赤城山付近に発生する地震は少なく、周辺の地震活動にも特に変化は認められない。 

 

 ・噴気等の状況 

  噴気はなく、異常等に関する通報もない。 
 

 
 

図１※ 赤城山 一元化震源による周辺の地震活動（1997年 10月１日～2013年１月 31日） 

      注）2002年 10月以降、Hi-net追加により検知力向上 

      この図の作成にあたっては、国土地理院発行の数値地図 50ｍメッシュ（標高）を使用した。 

 

※ 資料は気象庁のほか、東京大学及び独立行政法人防災科学技術研究所のデータも利用して作成。 

 



第 125回火山噴火予知連絡会                                 気象庁 

                     赤城山 

 

 

 

図２ 赤城山 周辺の地震観測点 

■震）：東大震研観測点  ■Ｈ）：防災科研観測点 

■気）：気象庁観測点 

            ・最も近い観測点 みどり（防災科研）：約 14km 

            この図の作成にあたっては、国土地理院発行の数値地図 25000を使用した。 

 



第 125回火山噴火予知連絡会                                 気象庁 

                         榛名山 

榛 名 山   （2013年１月 31日現在） 

 

火山活動に特段の変化はなく、火口周辺に影響を及ぼす噴火の兆候は

見られない。 

 平成 19 年 12 月１日に噴火予報（平常）を発表した。その後、予報警

報事項に変更はない。 
 

○ 概況（2012年２月～2013年１月 31日） 
・地震活動（図１※） 

2005年頃から北東側 10km付近で地震活動が見られたが、山体付近に発生する地震

は少ない。 
 
 ・噴気等の状況 

   噴気はなく、異常等に関する通報もない。 

 
図１※ 榛名山 一元化震源による周辺の地震活動（1997年 10月１日～2013年１月 31日） 

      注）2002年 10月以降、Hi-net追加により検知力向上 

      この図の作成にあたっては、国土地理院発行の数値地図 50ｍメッシュ（標高）を使用した。 

※ 資料は気象庁のほか、東京大学及び独立行政法人防災科学技術研究所のデータも利用して作成。 

 



第 125回火山噴火予知連絡会                                 気象庁 

                         榛名山 

 

 

 

 

図２ 榛名山 周辺の地震観測点 

■Ｈ）：防災科研観測点   ■気）：気象庁観測点 

・最も近い観測点 榛名（防災科研）：約 1km 

この図の作成にあたっては、国土地理院発行の数値地図 25000を使用した。 



第 125回火山噴火予知連絡会                                 気象庁 

                         横岳 

横 岳     （2013年１月 31日現在） 

 
火山活動に特段の変化はなく、火口周辺に影響を及ぼす噴火の兆候は

見られない。 

 平成 19 年 12 月１日に噴火予報（平常）を発表した。その後、予報警

報事項に変更はない。 
 

○ 概況（2012年２月～2013年１月 31日） 
・地震活動（図１※） 

山体付近に地震は発生していない。周辺の地震活動は東北地方太平洋沖地震（2011

年３月 11日）以降活発化したが、次第に低下している。 
 
 ・噴気等の状況 

   噴気はなく、異常等に関する通報もない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１※ 横岳 一元化震源による周辺の地震活動（1997年 10月１日～2013年１月 31日） 

      注）2002年 10月以降、Hi-net追加により検知力向上 

この図の作成にあたっては、国土地理院発行の数値地図 25000を使用した。 

 

 

 

 

 

 

 

※ 資料は気象庁のほか、東京大学及び独立行政法人防災科学技術研究所のデータも利用して作成。 
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                         横岳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 横岳 周辺の地震観測点 
■Ｈ）：防災科研観測点  ■気）：気象庁観測点 

・最も近い観測点 下諏訪（防災科研）：約 17km 

            この図の作成にあたっては、国土地理院発行の数値地図 25000を使用した。 



第 125回火山噴火予知連絡会                                 気象庁 

                         妙高山 

妙 高 山   （2013年１月 31日現在） 

 

火山活動に特段の変化はなく、火口周辺に影響を及ぼす噴火の兆候は

見られない。 

 平成 19 年 12 月１日に噴火予報（平常）を発表した。その後、予報警

報事項に変更はない。 
 

○ 概況（2012年２月～2013年１月 31日） 
・地震活動（図１※） 

山体付近に発生する地震はほとんどなく、周辺の地震活動にも特に変化は認められ

ない。 
 
 ・噴気等の状況 

   南側火口原の南地獄谷頭部には従来から噴気地帯があるが、噴気異常等に関する

通報はない。 
 

 
 

図１※ 妙高山 一元化震源による周辺の地震活動（1997年 10月１日～2013年１月 31日） 

      注）2002年 10月以降、Hi-net追加により検知力向上 

      この図の作成にあたっては、国土地理院発行の数値地図 50ｍメッシュ（標高）を使用した。 

 

※ 資料は気象庁のほか、東京大学、京都大学及び独立行政法人防災科学技術研究所のデータも利用して作成。 

 



第 125回火山噴火予知連絡会                                 気象庁 

                         妙高山 

 

 

 

 

図２ 妙高山 周辺の地震観測点 

■震）：東大震研観測点  ■Ｈ）：防災科研観測点 

■気）：気象庁観測点 

            ・最も近い観測点 妙高高原（防災科研）：約 4km 

            この図の作成にあたっては、国土地理院発行の数値地図 25000を使用した。 



第 125回火山噴火予知連絡会                                 気象庁 

 

                      アカンダナ山 

アカンダナ山  （2013年１月 31日現在） 

 

火山活動に特段の変化はなく、火口周辺に影響を及ぼす噴火の兆候は

見られない。 

 平成 19 年 12 月１日に噴火予報（平常）を発表した。その後、予報警

報事項に変更はない。 
 

○ 概況（2012年２月～2013年１月 31日） 
・地震活動（図１※） 

山体付近に発生する地震は少ない。周辺の地震活動は東北地方太平洋沖地震（2011

年３月 11日）以降活発化したが、次第に低下している。 
 
 ・噴気等の状況 

   噴気はなく、異常等に関する通報もない。 

 
図１※ アカンダナ山 一元化震源による周辺の地震活動（1997年 10月１日～2013年１月 31日） 

      注）2002年 10月以降、Hi-net追加により検知力向上 

この図の作成にあたっては、国土地理院発行の数値地図 50ｍメッシュ（標高）を使用した。 

※ 資料は気象庁のほか、東京大学、名古屋大学、京都大学及び独立行政法人防災科学技術研究所のデータ

も利用して作成。 

 



第 125回火山噴火予知連絡会                                 気象庁 

 

                      アカンダナ山 

 

 

 

 

 

 

図２ アカンダナ山 周辺の地震観測点 

■名）：名大観測点    ■京）：京大観測点     

■Ｈ）：防災科研観測点  ■気）：気象庁観測点 

・最も近い観測点 焼岳２（名大）：約 7km 

この図の作成にあたっては、国土地理院発行の数値地図 25000を使用した。 

 



第 125回火山噴火予知連絡会                                 気象庁 

                          利島 

利 島   （2013年１月 31日現在） 

 

火山活動に特段の変化はなく、火口周辺に影響を及ぼす噴火の兆候は

見られない。 

 平成 19 年 12 月１日に噴火予報（平常）を発表した。その後、予報警

報事項に変更はない。 
                

○ 概況（2012年２月～2013年１月 31日） 
・地震活動（図１※） 

島内に発生する地震は少ない。周辺の地震活動は東北地方太平洋沖地震（2011 年

３月 11日）以降やや活発化したが、その後すぐに低下した。 
 
 ・噴気等の状況 

   噴気はなく、異常等に関する通報もない。 

 
図１※ 利島 一元化震源による周辺の地震活動（1997年 10月１日～2013年１月 31日） 

      注）2002年 10月以降、Hi-net追加により検知力向上 

この図の作成にあたっては、国土地理院発行の数値地図 50ｍメッシュ（標高）を使用した。 

※ 資料は気象庁のほか、東京大学及び独立行政法人防災科学技術研究所のデータも利用して作成。 

 



第 125回火山噴火予知連絡会                                 気象庁 

                          利島 

 

 

 

図２ 利島 周辺の地震観測点 

■震）：東大震研観測点  ■Ｈ）：防災科研観測点 

■気）：気象庁観測点 

・最も近い観測点 新島（防災科研）：約 10km 

            この図の作成にあたっては、国土地理院発行の数値地図 25000を使用した。 



第 125回火山噴火予知連絡会                                 気象庁 

                     御蔵島 

御 蔵 島   （2013年１月 31日現在） 

 

火山活動に特段の変化はなく、火口周辺に影響を及ぼす噴火の兆候は

見られない。 

 平成 19 年 12 月１日に噴火予報（平常）を発表した。その後、予報警

報事項に変更はない。 
                

○ 概況（2012年２月～2013年１月 31日） 
・地震活動（図１※） 

付近に発生する地震は少なく、周辺の地震活動にも特に変化は認められていない。 

 

 ・噴気等の状況 

   噴気はなく、異常等に関する通報もない。 

 

 

 

図１※ 御蔵島 一元化震源による周辺の地震活動（1997年 10月１日～2013年１月 31日） 

注）2002年 10月以降、Hi-net追加により検知力向上 

この図の作成にあたっては、国土地理院発行の数値地図 25000を使用した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 資料は気象庁のほか、独立行政法人防災科学技術研究所のデータも利用して作成。 

 



第 125回火山噴火予知連絡会                                 気象庁 

                     御蔵島 

 

 

 

図２ 御蔵島 周辺の地震観測点 

■Ｈ）：防災科研観測点  ■気）：気象庁観測点 

・最も近い観測点 三宅島３（気象庁）：約 24km 

・三宅島３（気象庁）は 2011年 11月で観測終了 

この図の作成にあたっては、国土地理院発行の数値地図 25000を使用した。 

 



第 125回火山噴火予知連絡会                                 気象庁 

ベヨネース列岩  （2013年１月 31日現在） 

 

火山活動に特段の変化はなく、火口周辺に影響を及ぼす噴火の兆候は

見られない。 

 平成 19 年 12 月１日に噴火予報（平常）を発表した。その後、予報警

報事項に変更はない。 
 
 
○ 概況（2012年２月～2013年１月 31日） 

海上保安庁の 2012年３月８日及び８月 25日の観測では、明神礁付近を含め変色水は

認められていない。その他異常報告等はないことから、周辺海域に影響を及ぼすような

噴火の兆候はみられない。 

 

 

 

ベヨネース列岩 



第 125回火山噴火予知連絡会                                 気象庁 

須 美 寿 島  （2013年１月 31日現在） 

 

火山活動に特段の変化はなく、火口周辺に影響を及ぼす噴火の兆候は

見られない。 

 平成 19 年 12 月１日に噴火予報（平常）を発表した。その後、予報警

報事項に変更はない。 
 
 
○ 概況（2012年２月～2013年１月 31日） 

海上保安庁の 2012年３月８日の観測では、島南端から西方へ薄青色の変色水が視認

された。同庁の８月 25日の観測では、島周辺に変色水は認められていない。その他異

常報告等はないことから、周辺海域に影響を及ぼすような噴火の兆候はみられない。 

 

 

 

須美寿島 



第 125回火山噴火予知連絡会                                 気象庁 

伊 豆 鳥 島  （2013年１月 31日現在） 

 

火山活動に特段の変化はなく、火口周辺に影響を及ぼす噴火の兆候は

見られない。 

 平成 19 年 12 月１日に噴火予報（平常）を発表した。その後、予報警

報事項に変更はない。 
 
 
○ 概況（2012年２月～2013年１月 31日） 

海上保安庁の 2012年３月９日の観測では、火口内及び内壁から白色の噴気が視認さ

れた。同庁の 2012年８月 25日の観測では、船見岬～兵庫浦付近海岸及び初寝埼付近海

岸で薄緑色の変色水が視認され、また、燕埼～三石付近海岸で薄緑色及び薄茶褐色の変

色水が視認された。その他異常報告等はないことから、周辺海域に影響を及ぼすような

噴火の兆候はみられない。 

 

 

 

伊豆鳥島 



第 125回火山噴火予知連絡会                                 気象庁 

孀 婦 岩  （2013年１月 31日現在） 

 

火山活動に特段の変化はなく、火口周辺に影響を及ぼす噴火の兆候は

見られない。 

 平成 19 年 12 月１日に噴火予報（平常）を発表した。その後、予報警

報事項に変更はない。 
 
 
○ 概況（2012年２月～2013年１月 31日） 

海上保安庁の2012年３月８日及び８月25日の観測では、変色水は認められていない。

その他異常報告等はないことから、周辺海域に影響を及ぼすような噴火の兆候はみられ

ない。 

 

 

孀婦岩 



第 125回火山噴火予知連絡会                                 気象庁 

西 之 島  （2013年１月 31日現在） 

 

火山活動に特段の変化はなく、火口周辺に影響を及ぼす噴火の兆候は

見られない。 

 平成 19 年 12 月１日に噴火予報（平常）を発表した。その後、予報警

報事項に変更はない。 
 
 
○ 概況（2012年２月～2013年１月 31日） 

海上保安庁の 2012年３月９日の観測では、島周辺に薄茶褐色及び薄乳白色の変色水

が視認された。同庁の 2012年８月 25日の観測では、新島付近海岸に薄緑色の変色水が

視認され、また、東側海岸から北西方に広がる薄緑色の変色水が視認された。その他異

常報告等はないことから、周辺海域に影響を及ぼすような噴火の兆候はみられない。 

 

 

 

西之島 



第 125回火山噴火予知連絡会                                 気象庁 

海 形 海 山  （2013年１月 31日現在） 

 

火山活動に特段の変化はなく、火口周辺に影響を及ぼす噴火の兆候は

見られない。 

 平成 19 年 12 月１日に噴火予報（平常）を発表した。その後、予報警

報事項に変更はない。 
 
 
○ 概況（2012年２月～2013年１月 31日） 

海上保安庁の 2012年３月９日の観測では、変色水は認められていない。その他異常

報告等はないことから、周辺海域に影響を及ぼすような噴火の兆候はみられない。 

 

 

 

海形海山 



第 125回火山噴火予知連絡会                                 気象庁 

海 徳 海 山  （2013年１月 31日現在） 

 

火山活動に特段の変化はなく、火口周辺に影響を及ぼす噴火の兆候は

見られない。 

 平成 19 年 12 月１日に噴火予報（平常）を発表した。その後、予報警

報事項に変更はない。 
 
 
○ 概況（2012年２月～2013年１月 31日） 

海上保安庁の 2012年３月９日の観測、及び、海上自衛隊の 2012年６月 15日及び 12

月 11日の観測では、変色水は認められていない。その他異常報告等はないことから、

周辺海域に影響を及ぼすような噴火の兆候はみられない。 

 

 

海徳海山 



第 125回火山噴火予知連絡会                                 気象庁 

噴 火 浅 根  （2013年１月 31日現在） 

 

火山活動に特段の変化はなく、火口周辺に影響を及ぼす噴火の兆候は

見られない。 

 平成 19 年 12 月１日に噴火予報（平常）を発表した。その後、予報警

報事項に変更はない。 
 
 
○ 概況（2012年２月～2013年１月 31日） 

海上保安庁の 2012年３月８日の観測では、直径約 50ｍ程度の範囲で気泡及び青色の

変色水が視認された。同庁の 2012年８月 21日の観測では、わずかな薄青色の変色水が

視認された。その他異常報告等はないことから、周辺海域に影響を及ぼすような噴火の

兆候はみられない。 

 

 

 

噴火浅根 



第 125回火山噴火予知連絡会                                 気象庁 

北 福 徳 堆  （2013年１月 31日現在） 

 

火山活動に特段の変化はなく、火口周辺に影響を及ぼす噴火の兆候は

見られない。 

 平成 19 年 12 月１日に噴火予報（平常）を発表した。その後、予報警

報事項に変更はない。 
 
 
○ 概況（2012年２月～2013年１月 31日） 

海上保安庁の 2012年３月９日の観測では、変色水は認められていない。その他異常

報告等はないことから、周辺海域に影響を及ぼすような噴火の兆候はみられない。 

 

 

 

北福徳堆 



第 125回火山噴火予知連絡会                                 気象庁 

南日吉海山  （2013年１月 31日現在） 

 

火山活動に特段の変化はなく、火口周辺に影響を及ぼす噴火の兆候は

見られない。 

 平成 19 年 12 月１日に噴火予報（平常）を発表した。その後、予報警

報事項に変更はない。 
 
 
○ 概況（2012年２月～2013年１月 31日） 

海上保安庁の 2012年３月９日の観測、及び、海上自衛隊の 2012年６月 15日及び 12

月 11日の観測では、変色水は認められていない。その他異常報告等はないことから、

周辺海域に影響を及ぼすような噴火の兆候はみられない。 

 

 

 

南日吉海山 



第 125回火山噴火予知連絡会                                 気象庁 

日 光 海 山  （2013年１月 31日現在） 

 

火山活動に特段の変化はなく、火口周辺に影響を及ぼす噴火の兆候は

見られない。 

 平成 19 年 12 月１日に噴火予報（平常）を発表した。その後、予報警

報事項に変更はない。 
 
 
○ 概況（2012年２月～2013年１月 31日） 

海上保安庁の 2012年３月９日の観測、及び、海上自衛隊の 2012年６月 15日及び 12

月 11日の観測では、変色水は認められていない。その他異常報告等はないことから、

周辺海域に影響を及ぼすような噴火の兆候はみられない。 

 

 

 

日光海山 


