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御嶽山の噴火災害を踏まえた活火山の観測体制の強化に関する緊急提言 

 

平成26年11月 

火山観測体制等に関する検討会 

 

 

○ はじめに 

平成26年9月27日に発生した御嶽山の水蒸気噴火は、死者57名および行方

不明者６名（平成26年10月28日時点）を数え、平成19年に気象庁が噴火警

報の発表を開始してから初めて犠牲者を出す噴火であった。また、この噴火は、

近代的な火山観測が始まって以降では、1926年十勝岳噴火につぐ数の人命を失

う災害であった。 

火山観測体制等に関する検討会では、これまで調査研究の推進及びその成果

を踏まえた監視体制のあり方、観測データの流通および共有化体制、各機関の

役割分担と観測網整備の優先度を踏まえた火山毎の具体的な観測網のあり方に

ついて検討を行ってきた。また、今後の課題として火山監視に係る研究の進展

等も踏まえて必要な場合には適切な改善策を講じることを指摘してきたことか

ら、今回の御嶽山で起こった災害を踏まえ、監視及び火山活動に関する情報発

表に必要な観測体制について検討し、以下のように緊急提言をとりまとめた。 

 

○ 活火山の観測体制の強化に関する緊急提言 

１．水蒸気噴火の兆候をより早期に把握するための観測体制の強化 

水蒸気噴火は、地下浅部の熱水が一挙に水蒸気化することで発生する爆発的

噴火であり発現する現象は微弱であるが、これまでの大学や研究機関、気象庁

等の火山観測・研究により、地震活動や地盤変動、熱活動などの先行現象を伴

う場合があることが明らかになってきた。雌阿寒岳では噴火に先立って地震の

増加や熱活動の活発化が観測された。口永良部島では、長期的な地震活動や山

体浅部の膨張、地磁気変化に加え、噴火発生の直前に急激な傾斜変化が捉えら

れた。草津白根山や九重山では噴火に先行して火山ガス成分の変化が検知され

ている。御嶽山でも、平成19年の噴火に先行して山体膨張を示唆する地殻変動、

地震の増加や超長周期地震の発生が捉えられ、今回の噴火でも約２週間前から

地震が増加し、さらに直前には山体膨張を示唆する地盤変動が観測されている。 

水蒸気噴火に対して気象庁がより適切に警報・情報を発表するためには、こ

うした先行現象を確実に検知し、それを異常と判断して火山活動の的確な評価

を行うことが必要である。 

しかし、先行現象の出現は、同じ火山であっても同一とは限らず、一部の現
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象のみが観測されて噴火に至る場合もあるなど多様である。また、先行現象の

規模は小さく、観測される場所も火口付近など比較的狭い領域に限られる場合

が多い。また、先行現象の理解のために、さらなる観測事例の蓄積が必要であ

る。 

以上のことから、火口付近への観測施設の増強について早急に着手するとと

もに、水蒸気噴火の兆候をより早期に把握できる手法の開発に取り組む必要が

ある。 

併せて速やかに現地観測や調査等の情報収集を行うよう機動観測の運用の充

実や、地元の専門家や日頃山を見ている人など現地からの情報を収集できるネ

ットワークを構築して情報収集することも求められる。 

 

（１）火口付近への観測施設の増強 

気象庁は、常時観測火山のうち、水蒸気噴火の可能性がある火山において、

火口付近に観測網を構築して常時監視を行うとともに、多種目の観測や調査、

情報収集等を継続的に行う必要がある。 

・気象庁は、現在の観測技術において先行現象の検知に有効かつ即時的に活用

できる観測項目として、地震計やGNSSによる観測に加え、火口付近に以下の

観測施設を緊急に整備し、先行現象を検知すべく常時監視を速やかに開始す

ること。 

 火口付近の熱活動を監視するための熱映像監視カメラ 
 噴気の状態変化を監視するための火口監視カメラ 
 火口付近の地盤変動を監視するための傾斜計 
  火山体内の火山ガス等や熱水の増圧や流動による長周期震動を検知す
るための広帯域地震計 

なお、火口付近は自然環境が厳しく、観測施設の整備及びそれらの維持管理

に多大な労力が不可欠であるため、これらの観測施設の整備及び維持管理にか

かる負担を可能な限り軽減できる環境整備に留意すること。 

・火口付近における観測結果の的確な解析に資するため、国土地理院は、火山

周辺におけるGNSS連続観測施設の維持管理を確実に行うこと。 

 

（２）水蒸気噴火の兆候をより早期に把握できる手法の開発 

水蒸気噴火の兆候をより早期に把握できる手法を開発するためには、先行現

象の事例が少ないため、観測データの蓄積が必要である。 

・気象庁は、先行現象の事例蓄積ができるよう、水蒸気噴火の発生の可能性が

高い火山において、震動観測、空振観測及び地殻変動観測の強化を行うこと。 

・過去の水蒸気噴火において、先行現象として地磁気変化や火山ガス成分の変
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化が観測されており、その検知の確度を高めることは重要であるので、気象

庁は大学・研究機関等と連携して、以下の観測項目について長期間安定した

観測データが蓄積できるよう、観測施設を整備し、水蒸気噴火の兆候をより

早期に把握するための技術開発を行うこと。 

 火山体浅部の熱状態を監視するための地磁気観測 
 火山ガスの変化を監視するための火山ガス（噴気）の成分観測 

・大学・研究機関等は、水蒸気噴火の発生場や噴火機構等の研究を促進するた

め、学術的な研究を進める上で重要な火山において火山体での多項目観測を

強化すること。 

 

２．御嶽山の火山活動の推移を把握するための観測強化 

平成26年９月の御嶽山噴火は水蒸気噴火であったが、今後は、そのまま終息

する場合、水蒸気噴火を何度か繰り返した後に終息する場合、マグマ噴火に移

行する場合などの可能性がある。御嶽山の火山活動の推移を把握するためには、

以下の観測体制の強化が必要である。 

・気象庁は、再度の水蒸気噴火や、今後移行する可能性のあるマグマ噴火の前

兆を確実に捉えるため、以下の施設整備等に緊急に着手する必要がある。 

 地震の震源、地殻変動の圧力源を確実に把握するため、総合観測点の増
設（総合観測点＝ボアホール型傾斜計・地震計、空振計、GNSS） 

 観測点分布に照らして観測点密度が低い場所への地震計及びGNSS観測施
設の増設 

 マグマの貫入による長周期の震動を監視するための広帯域地震計の設置 
 熱状態を監視するための地磁気観測 
 火口の噴気状態を監視するための空振計の設置 
 火山ガスの変化を監視するための火山ガス（噴気）の成分観測 
 その他、水蒸気噴火に先行する現象を確実に把握するための１．で示し
た観測体制の強化 

・大学・研究機関及び気象庁等は、今後の噴火予知技術の向上に貢献するため、

以下の観測・調査を実施し現象の理解を進める必要がある。 

 山体周辺における地震・地殻変動・重力・電磁気等の各種物理量の観測 
 山頂周辺の地形変化と噴出物調査 
 火山灰・火山ガス等の噴出物成分調査 
 火口周辺の熱的調査 
 噴煙高度の即時的な把握のための観測強化 

・その他、関係機関において、以下の観測･調査の実施についても検討すべきで

ある。 
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 火山周囲の温泉ガスの採取・分析及び温泉分析（熱、成分分析） 
 InSAR解析及び光波測距観測 
 電磁波探査（比抵抗探査） 
 地下構造とその時間変化の調査 

 

３．常時監視が必要な火山の見直し 

常時監視が必要な火山すなわち常時観測火山は、平成21年に開催された火山

噴火予知連絡会火山活動評価検討会において、それまでの知見に基づき、①近

年、噴火活動を繰り返している火山、②過去 100年程度以内に火山活動の高ま

りのある火山、③現在異常は見られないが過去の噴火履歴等からみて噴火の可

能性が考えられる火山、④予測困難な突発的な小噴火の発生時に火口付近で被

害が生じる可能性がある火山として47火山が選定された。 

平成21年の選定以降、②に該当する顕著な異常現象が見られた以下の火山が

あり、常時観測火山への追加を検討すべきである。 

・ 八甲田山 平成25年に山頂直下の地震の増加や地殻変動を観測 

・ 十和田  平成26年1月に震源の浅い地震の増加を観測 

・ 弥陀ヶ原 平成24年6月以降、噴気域の拡大や噴気温度の上昇を観測 

 

○ 最終報告に向けて検討すべき項目 

・火山活動の監視と評価をより的確に行うことのできる人材の確保及び育成

の具体的な方策及び評価プロセスの構築。 

・異常発生時において、速やかに現地観測・調査を実施し、適切かつ迅速に火

山情報を発表するための機動観測体制。 

・常時観測火山周辺に位置する気象台における火山監視体制及び常時観測火

山における観測網の充実。 

・観測装置・データの品質の検証と向上、そのための技術開発。 

・水蒸気噴火のプロセスを理解するための技術開発の推進及びリモートセン

シング技術など新たな観測技術の導入。 

・調査・研究をより推進するための人材育成を含めた研究体制の強化への貢献。 
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火山情報の提供に関する緊急提言 

 

平成26年11月 

火山情報の提供に関する検討会 

 

平成26年9月27日に発生した御嶽山の噴火は、登山中の人々を巻き込み、多くの人命が失

われる結果を招いた。今回の噴火は、科学的観点からは、予兆の乏しい、比較的小規模な水蒸

気噴火であるが、それが、重大な災害をもたらしたことは、現状の火山防災の限界を露呈させる

こととなった。すなわち、気象庁の発表した噴火警報等を含む火山に関する情報（以下「火山情

報」という。）が登山者の注意喚起を促すには必ずしも十分ではなかったことなど、火山周辺の住

民を中心にした事前の規制措置を柱に据えた対策は、登山中の突然の噴火に十分に対応でき

ていないという事実である。 

この事実を踏まえれば、登山者や旅行者など火山を訪れる人々（以下「登山者等」という。）が

火山のハザードマップ等により火山に登ることのリスクをあらかじめ認識するとともに、火山活動

によるリスクの高まりに応じて行動する必要があることを、気象庁は地元自治体と協力し、これま

で以上に周知する必要がある。このためには、気象庁が火山活動の変化を捉えた場合に、地元

の関係機関の間で速やかに火山活動の状況を共有し、対応について早めに検討しておくことが

重要である。また、登山者等が火山活動によるリスクの高まりを認識できるほぼ唯一の手段が

火山情報であることに鑑み、気象庁は改めて火山情報の内容を検証し改善を図る必要がある。

また、噴火は、例えば、台風などとは異なり、事前の予測が困難な場合が多く、登山者等にとっ

ては、入山から下山に至る間に火山情報を得ることができなければ、災害が差し迫るまで認識で

きずに行動の致命的な遅れにつながることから、火山情報の伝達についても改善が必要であ

る。 

このようなことから、本検討会は、火山情報の提供のあり方について、①わかりやすい火山情

報の提供、②火山活動に変化があった場合の情報伝達の方法について、本年度中を目途として

検討を行っている。今回の緊急提言は、これらの課題について、直ちにとるべき対策の具体的内

容や方向性を示し、対策の早急な実施を求めるものである。 

 

 

１ 何が課題か。 

 

今回の御嶽山の噴火発生までの気象庁の情報発表は、概ね以下の段階を辿る。 

（第１段階）人体に感じない火山性地震が9月10日突然増加し、11日にも観測されたことから、

火山性地震の増加と今後の推移に注意することを内容とする「火山の状況に関す

る解説情報（第１号）」を発表。 

（第２段階）その後、火山性地震は減少しつつあったが、12日及び16日に同解説情報第２号

及び第３号を発表。定期的に活動状況を伝える「週間火山概況」を12日、19日及

び26日に発表。 

（第３段階）9月27日11時41分頃からそれまで見られなかった火山性微動を、45分頃から

傾斜計の微小な変化をそれぞれ観測した。同11時52分に噴火発生。噴火の発
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生が確認された同12時に「噴火に関する火山観測報」を発表。火砕流の範囲が

明らかになった同12時36分に「火口周辺警報（噴火警戒レベル３、入山規制）」、

同13時35分 御嶽山降灰予報を発表。 

 

この各段階の情報については、それぞれ次のような課題が認識される。 

（１） わかりやすい情報であったのか 

・第１段階及び第２段階で発表された「火山の状況に関する解説情報」は、観測事実を正確

に伝えるものではあるが、地元の関係機関や一般の人々が、それをリスクの高まりと理

解し、行動に結びつけることが出来るような内容であったのか。 

  また、この段階においては「噴火警戒レベル１（平常）」であり、その意味するところは、

「火山活動としては静穏。火口内については危険。」ということだが、一般の人々が適切に

理解できる表現となっていたか。 

・第３段階で噴火発生等の観測事実を登山者等にわかりやすく端的に伝えることはできな

いか。 

（２） どのようにその情報を伝えたのか 

・第１段階及び第２段階で発表された「火山の状況に関する解説情報」が、登山者等に必ず

しも伝わっていなかった。地元の関係機関と火山情報に対する認識の共有を図り、山小

屋の駐在者、登山ガイド等、日頃から山と接している関係者（以下「火山関係者」という。）

を通じる等して登山者等への火山情報の伝達をより確実に出来なかったか。 

・第３段階で噴火発生等の観測事実を迅速に登山者等に伝えるための方策が新たに必要

ではないか。 

（３） 気象庁と関係機関の連携は十分だったか 

・（１）（２）に挙げた各課題にも関係するが、気象庁は火山防災に携わる地元の関係機関と

連携して具体的な防災対応を十分に実施できたか。 

 

 

２ 改善に向けた緊急提言  

 

これらの課題を踏まえ、早急に対応すべき改善策として、①わかりやすい情報提供、②情報

伝達手段の強化、③気象庁と関係機関の連携強化の３点を柱とした緊急提言をする。 

 

（１）わかりやすい情報提供 

火山情報を、地元の関係機関や一般の人々が行動に結びつけることが出来るような内容と

するため、気象庁は以下を検討すべきである。 

① 火山活動に何らかの変化があった場合には、地元の関係機関等にその旨を確実に伝

える方策をとるとともに、臨時の機動観測を行う等の現地情報の収集を実施した上で火

山活動の評価を行い、その結果に応じて警報や予報を発表又は更新する。 

② 噴火警戒レベル１における「平常」の表現について、一般の人々が適切に理解できる表

現とするよう、関係機関と調整する。 
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③ 噴火発生の観測事実を迅速、端的かつ的確に登山者等に伝えて、登山者等が命を守

るための行動が取れるような、新たな情報（火山速報（仮称））を発表する。 

 

（２）情報伝達手段の強化 

火山情報の伝達は、火山周辺の情報インフラが必ずしも充実しているとは限らない実情を

踏まえれば、一つの情報インフラに偏ることなく様々な伝達手段を用いることが重要である。

特に登山者等への伝達をより確実にするため、気象庁は、伝達手段の多重化について関係

機関とも連携して以下を検討すべきである。 

① 現地での情報伝達体制の強化を図るため地元自治体と連携し、登山者等に確実に最

新の火山情報が伝わるよう、平素より火山関係者との情報共有を図る。 

② 近年、個人にとって命に関わる各種災害情報が携帯端末を通じて入手されていることを

踏まえ、登山者等に向けた情報については、携帯端末の活用を意識した情報内容とする

とともに、具体的な伝達方法について関係する事業者と調整を進める。 

 

（３）気象庁と関係機関の連携強化 

火山情報を火山防災に携わる地元の関係機関の具体的な防災対応につなげるためには

火山防災協議会（火山防災協議会が無い火山については気象庁と関係機関の連携の場）の

役割が大変重要である。そのため、あらかじめ、その場を通じて関係機関の間で噴火に至る

一連の流れの中で想定される火山活動の推移、その推移に応じた気象庁の情報発表及び地

元の防災対応の流れ（以下「火山防災対応手順」という。）を整理・共有し、全体で以下の様な

連携した対応を進めるべきである。 

① 気象庁は、火山活動の状況を分析し、火山防災協議会における、定期的な会議の場で

情報の共有と防災対応の確認を行う。 

② 気象庁は、各火山における注意すべき火山活動の変化、噴火警戒レベルを引き上げる

トリガーとなる変化等も含めた、想定される火山活動の推移を火山噴火予知連絡会の委

員及び地元の火山専門家の協力を得つつ複数作成する。これを踏まえ、地元自治体が

関係機関と協力し、噴火警戒レベル１の段階も含めた防災対応について検討する。また、

これらの結果を関係機関と共有する。 

③ 火山活動の変化が観測された場合は、気象庁等は、直ちに臨時の火山防災協議会の

開催を求め、火山活動に関する状況の共有を図るとともに、関係機関は最も蓋然性の高

いと考えられる火山防災対応手順に沿った防災対応を連携して実施する。 

④ 火山防災協議会において、噴火警戒レベルの引き下げの考え方についてあらかじめ検

討し、火山防災対応手順に反映して防災対応の完了に至るまでを関係機関で共有する。 

 

 

３ 最終報告に向けて  

 

本検討会は、この緊急提言後も以下の点などを中心に引き続き検討を行い、緊急提言に基

づく具体的な措置や中長期的な取組も含めた最終報告をとりまとめる。 

 

9



- 4 - 

・火山活動に何らかの変化があったことを防災関係機関に確実に伝えるための情報のあり

方について 

・噴火発生のみならず火山活動の急変を登山者等に伝える情報のあり方について 

・地元における登山者等への情報提供も含めたきめ細かな防災対応のために必要な噴火

警報（噴火警戒レベルを含む）等の火山情報のより効果的な情報提供のあり方について 

・登山者等が、火山情報によりリスクの高まりを認識し、それに応じて行動するなど、火山へ

の登山に関する心構えの周知啓発について 

・海外からの登山者等も含めた火山情報を必要とする人々に向けた気象庁HP等の更なる

充実改善について 
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火山噴火予知連絡会 火山観測体制等に関する検討会 
 

１．委員名簿 

 

座長：清水 洋 九州大学 大学院理学研究院 教授 

井口正人 京都大学 防災研究所 教授 

石原和弘 京都大学 名誉教授 

大島弘光 北海道大学 大学院理学研究院 准教授 

岡本 敦 国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部  

  砂防計画課 地震・火山砂防室長 

北川貞之 気象庁 地震火山部 火山課長 

篠原宏志 独立行政法人産業技術総合研究所  

  活断層・火山研究部門 首席研究員 

棚田俊收 独立行政法人防災科学技術研究所 

  地震・火山防災研究ユニット 副ユニット長 

飛田幹男 国土地理院 地理地殻活動研究センター  

  地理地殻活動総括研究官 

中田節也 東京大学 地震研究所 教授 

名波義昭 内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（調査・企画担当） 

野上健治 東京工業大学 火山流体研究センター 教授 

橋本武志 北海道大学 大学院理学研究院 准教授 

藤井敏嗣 東京大学 名誉教授 

藤光康宏 九州大学 大学院工学研究院 教授 

三浦 哲 東北大学 大学院理学研究科 教授 

三上直也 気象庁 地磁気観測所長 

森澤敏哉 文部科学省 研究開発局 地震・防災研究課長 

森田裕一 東京大学 地震研究所 教授 

山岡耕春 名古屋大学 大学院環境学研究科 教授 

横山博文 気象庁 気象研究所 火山研究部長 

（五十音順） 

２．開催状況と今後の予定 

 

  平成26年 10月24日 第10回検討会 

       11月12日 第11回検討会 

       11月28日 第12回検討会 

       同日 御嶽山の噴火災害を踏まえた活火山の観測体制の強

化に関する緊急提言を公表 

  平成27年３月（予定） 最終報告をとりまとめ 

11



 

火山噴火予知連絡会 火山情報の提供に関する検討会 

 

１．委員名簿 

＜学識者＞ 

座長：藤井敏嗣 東京大学名誉教授  

石原和弘 京都大学名誉教授  

田中 淳 東京大学大学院情報学環  

 総合防災情報研究センター長・教授 

関谷直也 東京大学大学院情報学環 

 総合防災情報研究センター特任准教授 

 

＜自治体＞ 

栁田剛彦 小諸市長 

黒岩信忠 草津町長 

青柳郁生  長野県危機管理監 

河合孝憲 岐阜県危機管理部長 

 

＜利用者側の各分野＞ 

塚田英雄  一般社団法人 信州・長野県観光協会専務理事 

尾形好雄  公益社団法人 日本山岳協会専務理事 

  

＜報道＞ 

辻村和人 日本放送協会 報道局 災害・気象センター長 

谷原和憲  日本テレビ放送網 報道局ニュースセンター 

チーフプロデューサー 

 

＜国の機関＞ 

名波義昭 内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（調査･企画担当） 

植松浩二 総務省消防庁 国民保護･防災部 防災課長 

西山幸治 国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部 

           砂防計画課長 

北川貞之 気象庁 地震火山部 火山課長 

 

２．開催状況 

 

  平成26年 10月27日 第１回検討会 

       11月19日 第２回検討会 

       11月28日 第３回検討会 

       11月29日 火山情報の提供に関する緊急提言を公表 

  平成27年３月（予定） 最終報告をとりまとめ 
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（参考資料）緊急提言の３つの柱

【観測体制の強化】
・観測機器の設置
→ 火口周辺の観測強化（火口付近の変形や熱をみる）
→ 御嶽山の観測強化（マグマ噴⽕への移⾏をとらえる）
→ 常時観測⽕⼭の⾒直し（八甲田山、十和田、弥陀ヶ原(⽴⼭)）

・現地情報の収集
→ 速やかな機動観測班の派遣
→ 地元専門家・登山ガイド・山小屋等との連携

【評価体制の強化】
・気象庁における評価体制の強化
・評価プロセスの構築

（その１）火山活動の観測・評価体制の強化（その１）火山活動の観測・評価体制の強化 （その２）情報発信の強化（その２）情報発信の強化

・各機関の火山の監視に関する連携
→ 気象庁、地元関係者（含む山小屋、
登山ガイド）、火山専門家

・火山毎に火山情報共有システム
→ 観測データのリアルタイム共有

地元の取り組み

気象庁の取り組み

・ハザードマップの整備
・避難計画の策定
・避難訓練の実施
・避難施設、情報伝達施設の整備

基本的な防災体制の強化基本的な防災体制の強化

（その３）気象庁と関係機関の連携強化（その３）気象庁と関係機関の連携強化

地域との日常的な連携地域との日常的な連携

【わかりやすい情報提供】
・⽕⼭活動変化の評価に基づく予報・警報の発表⼜は更新
・火山に関する情報に用いる表現の関係機関との調整
→ 噴火警戒レベル１の「平常」の表現のあり方 等

・「火山速報（仮称）」を創設
→ 噴火発生の観測事実を迅速、端的かつ的確に発表

【情報伝達手段の強化】
・地元自治体と連携した情報伝達体制の強化
→ 日頃から山と接している関係者と平素から情報共有

・携帯端末の活用
→ 具体的な伝達方法を関係する事業者と調整

・定期的な会議における活動状況の共有と防災対応の確認
・想定される火山活動の推移、情報発表及び噴火警戒レベル１からの対応を含む
「火山防災対応手順」の検討と共有（噴火警戒レベルの引き下げ手順を含む）
・⽕⼭活動が変化した際の臨時会議の開催等による状況の共有と⽕⼭防災対応⼿順
に沿った防災対応の実施
・噴⽕警戒レベルの引き下る防災対応の完了に⾄るまでの火山防災対応手順の共有
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（その１） 火山活動の観測・評価体制の強化

① 火山活動の状況や今後の推移を評価
② 情報発表の基準やタイミング等の検討
③ 火山防災対応手順案の作成

地元
（火山防災協議会）

① 観測データの共有
② 火山防災対応手順の共有
③ 防災対策の助⾔・⽴案

【評価体制の強化】（詳細は今後検討）

【観測機器の強化】

［熱映像監視カメラ］
・火口及びその周辺の
地表⾯温度分布を面
的に捉え、火山活動
に伴う温度変化を監
視。

［火口監視カメラ］
・火口及びその周辺の
噴気、噴煙の状態や
硫⻩等の噴出物の状
況の変化を監視。

「熱をみる」
［傾斜計］
・熱水や火山ガスによ
る山体の膨張等を観測。

［広帯域地震計］
・火口付近に設置するこ
とにより、直下の熱水
や火山ガスが膨張する
際の揺れを監視。

［地磁気観測］
・温度上昇に伴って岩
石の磁場が変化する
性質を利⽤して、水
蒸気噴火の原因とな
る熱水の上昇などの
熱活動の活発化の兆
候を把握。

「火口付近の変形をみる」「火口と山体直下の状況をみる」

［火山ガス観測］
・火山ガスの成分や濃度
から、火山活動を監視。

【現地情報の収集】
・⽕⼭活動に⼀定の変化が⾒られた場合、気象庁の機動観測班を派遣し、現地調査を実施する。
・自治体に加え、日頃から火山に接している地元専門家や登山ガイド、山小屋等とのネットワークを構築し、情報を収集する。

「常時観測⽕⼭の⾒直し」
平成21年以降に顕著な異常現象が⾒られた以下
の３火山を常時観測火山に追加。
・八甲田山（平成25年に地震・地殻活動）
・十和田（平成26年１⽉に地震増加）
・弥陀ヶ原（平成24年６⽉以降、噴気域の

拡⼤や噴気温度の上昇）

【観測体制の強化】

「評価チーム」
（構成員：気象庁、大学・研究機関・地元専門家 等）

①観測データ①観測データ
②機動観測班の派遣による現地調査
③地元のネットワーク（地元専門家、登山ガイド、山小屋等）からの情報

水蒸気噴火の兆候をより早期に把握するための観測体制の強化を実施する。
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 火山情報を確実に伝達するため、様々な伝達手段を確保
 特に情報が不⾜する登⼭者等に対して、情報の直接伝達
手段として携帯端末を活用

 携帯端末の活⽤を意識した情報内容の検討
 具体的な情報の伝達方法について、関係する事業者と調
整

（その２） 情報発信の強化

 登山者等へ確実に情報を伝達するため、地元自治体と連
携し、現地での情報伝達体制を強化

 山小屋の駐在者、登山ガイド等、日頃から山と接してい
る関係者（以下「火山関係者」）と情報を共有

 火山関係者との情報共有は、火山活動の変化に関する発
⾒者通報に加え、気象台側から積極的に状況を問い合わ
せるなど、双方向の情報伝達として活用

地元自治体

気象台

火山情報の提供・解説
現地の状況確認

発⾒者通報

火山情報の提供・解説
防災対応の助言

問い合わせ
発⾒者通報

山小屋

（参考）

噴火発生の観測事実を伝えて、登山者等が命を守る
ための⾏動が取れるような、新たな情報を発表

噴火前の火山活動の変化を登山者等へ伝える情報の
あり方については、平成26年度末まで検討を継続

携帯端末を活用した
防災情報提供アプリの例 15



（その３） 気象庁と関係機関の連携強化

平常時において、地元自治体や気象台、砂防部局、火山専門家等から構成される火山防災協議会（以下「協議
会」という。）の下で、防災対応の⼀連の流れを「火山防災対応手順」として整理・共有し連携を推進。

 気象庁は、⽕⼭噴⽕予知連絡会の委員や地元の専⾨家の協⼒を得て、想定される火山活動の推移を複数作成し、
火山情報の発表や臨時の協議会の開催の考え⽅等を関係機関と検討・共有。

 地元自治体は、想定される活動の推移を踏まえ、関係機関と協⼒し、噴火警戒レベル１の段階を含めた防災対応
を検討し、関係機関と共有。

 協議会で噴火警戒レベルの引き下げの考え方についてあらかじめ検討し、防災対応の完了に⾄るまでを関係機関
と共有。

⽕⼭活動の変化が観測された場合、気象庁は、臨時の協議会において、⽕⼭活動の状況を共有。関係機関は、⽕
山活動状況に応じた火山防災対応手順に沿って、防災対応を実施。

平
常
時

異
常
発
生
時

「火山防災対応手順」
を確認

火山防災対応手順(例) ※火山毎に作成

火山活動の変化を知らせる情報発表の考え方
・火山性地震回数が○回/時
・火山性微動が発生

・低周波地震が発生
・地殻変動に急激な変化

臨時の協議会の開催の考え方
・火山活動に○○の変化が⾒られる場合
・「火口周辺警報(レベル2)」に引き上げる必要が
ある場合

「火口周辺警報(レベル2)」引き上げの考え方
・火山性地震回数が○回/日
・火山性微動が発生

・低周波地震が○回/日
・地殻変動に急激な変化

防災対応
・火山情報の周知（伝達経路、情報掲示場所等の確認）
・火山活動の変化に応じたこまやかな規制の実施

臨時の協議会において
火山活動状況を共有火山活動の変化を観測 対応手順に沿った防災対応を

関係機関が実施 16


