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3 火山 

3.1 九州・山口県における災害の特徴と留意点 

（1）九州・山口県は火山の密集地域 

九州・山口県には活動が活発な火山が集中しています。活発な活動が続く桜島をは

じめ、近年は霧島山新燃岳（平成23年：2011年）、雲仙岳（平成2年～8年：1990年～

1996年）で火山活動による災害が発生しています。霧島山新燃岳では平成29年（2017

年）10月および平成30年（2018年）3月から6月にも、マグマが関与した噴火が発生し

ました。口永良部島では平成27年（2015年）5月の噴火で全島民が島外へ避難しまし

た。また、平成30年（2018年）10月以降時々噴火が発生しています。阿蘇山も活動が

活発化することがあり、平成26年から28年（2014年から2016年）、平成31年（2019

年）4月から令和2年（2020年）6月、および令和3年（2021年）10月に断続的に噴火が

発生しています。このほか、大きな被害はありませんが、九重山、霧島山えびの高原

（硫黄山）周辺、薩摩硫黄島、諏訪之瀬島でも噴火が発生しています。 

 

（2）過去の代表的な火山災害も九州で発生 

近代（明治以降）になって、当地方で発生した火山災害で特に被害が大きかったも

のとして、大正3年（1914年）に発生した桜島の大噴火（大正噴火）と平成2年（1990

年）からの雲仙普賢岳の噴火があります。 

桜島は活発な噴火活動が続いていますが、今から約100年前の大正噴火は、わが国

が20世紀に経験した最大の噴火で被害も甚大でした。この噴火では山腹で噴火が起

き、大量の溶岩が流れ出して多くの家屋が焼失･埋没したほか、溶岩は海にまで達し、

それまで島であった桜島が東側の大隅半島と陸続きになりました。また降灰による被

害も大きく、島内では、軽石や火山灰が1メートルを超えて堆積し、埋まってしまった

集落もありました。この噴火では桜島の活動に伴う地震で対岸の鹿児島市でも犠牲者

が出るなど、大きな被害が発生しています。 

 

大正3年（1914年）の桜島の噴火（山腹から大量の噴煙と溶岩が噴出）＜鹿児島県立博物館所蔵＞ 
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雲仙岳は江戸時代（寛政4年：1792年）に噴火活動があり、この時は東山麓の島原に

ある眉山が火山性の地震により崩壊して土砂が有明海に流れ込み、これによって発生し

た津波により対岸の熊本県で大きな被害が発生し

ました（いわゆる｢島原大変肥後迷惑｣）。その198

年後の平成2年（1990年）から噴火活動が始まり、

普賢岳山頂に形成された溶岩ドームの崩落によっ

て発生した火砕流で大きな被害が発生しました。

地下からのマグマの供給が続いたことから、火砕

流の発生は長期化しました。 

また、火砕流として山麓を流れ下って堆積した

大量の火山灰や岩石は、その後の大雨によって土

石流となり、火山活動の終息後も長期にわたって

土砂災害への警戒が続いています。この噴火で

は、火砕流により大きな人的被害が発生したこと

や、火砕流の映像がテレビでたびたび映し出され

たことから、火砕流に対する防災上の重要性が再

認識されました。 

 

（3）火山災害は限定された地域に壊滅的な被害をもたらす 

火山災害は大雨などの気象災害や地震災害と異なり、大きな被害が発生する地域が限

定的（局所的）であることが特徴です。降灰は広範囲に及びますが、火山近傍の被害に

比べると一過性であることが多いことから、火山の防災は火山周辺の噴石の飛散、火砕

流、溶岩流、火山ガスなどの影響が及ぶ範囲が主な対象となります。気象庁の火山に関

する防災情報も、降灰予測を除いて主に火口を中心として被害が及ぶ範囲を対象にして

います。 

火山災害は地域が限定される一方で、影響が居住地域などに及ぶ場合には、溶岩流や

多量の噴石･降灰などにより壊滅的な被害が発生することがあります。また、噴火後の

土砂災害は噴火の影響が直接及ばない地域（下流域）にまで及ぶことがあります。火山

活動の終息後も土砂災害への警戒は長期にわたって必要になります。 

 

（4）噴火の規模は小さくても近くは危険、特に登山者や観光客は注意 

火山活動（噴火）の規模としては大きくなくても、火口のごく近傍は噴石が飛散した

り、小規模な火砕流が発生するため危険です。また、火山ガスは火口近傍から風で流れ

ていくこともあるため、火口から離れた居住地域でも注意が必要です。 

規模が大きな噴火であれば、地震や地殻変動など何らかの前兆現象が発生することが

多いといわれています。しかし、活火山であっても人類の歴史の中で噴火の記録がない

平成4年(1992年)雲仙岳噴火 

（山腹を流れ下る火砕流） 
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火山や過去の活動で科学的な記録が残っていない（古文書の記録しかない）火山では、

前兆となる現象が発生したとしても、それがその後の本格的な火山活動につながるかど

うかの判断が難しく、事前に場所や時間を

絞り込んで噴火を予測することは困難とい

えます。 

特に小規模な火山活動は前兆となる現象

を捉えることが難しく、火口近傍に居住地

域がある場合や観光･登山などで人の立ち入

りがあるような火山では、防災上も不意に

噴火が起きたときの対応を考慮しておくこ

とが重要になります。平成26年（2014年）

の御嶽山噴火や平成30年（2018年）の草津

白根山噴火がこの典型例です。 

 

（5）科学的な火山の監視と総合的な評価で火山災害を防ぐ 

気象庁は地震や地殻変動などの観測により、地下のマグマの活動を監視しています。

この結果は情報として定期的に発表するとともに、活動に変化があった場合や噴火につ

ながるおそれがある現象が発生した場合などには、臨時に情報を発表します。また、噴

火に伴って生命に危険を及ぼす火山現象の発生が予想される場合や、その危険が及ぶ範

囲の拡大が予想される場合には、噴火警報を発表します。さらに、監視で得られた観測

データなどをもとに、大学などの研究者や専門家によって構成される火山噴火予知連絡

会で今後の活動の見通しも含めて総合的な評価を行い、気象庁がその結果を発表しま

す。 

平成26年(2014年) 御嶽山噴火 

 ＜国土交通省多治見砂防国道事務所提供 ＞ 

 

監視カメラ 

空振計 GNSS観測装置 

地震計 

桜島の観測網（令和4年（2022年）9月1日 現在） 

小さな白丸（〇）は気象庁、小さな黒丸（●）は気象庁以外の機関の観測点位置を示しています。
（国）：国土地理院、（大）：大隅河川国道事務所、（京）：京都大学、（鹿）：鹿児島大学 
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（6）火山には個性がある、過去の記録や伝承から個性を知ることも大切 

火山はそれぞれの山ごとに活動の周期や噴火の形態、活動に伴って発生する現象な

ど、それぞれに個性があることが特徴です。また、周期的に活動している火山であって

も、毎回同じような活動があるとは限りません。噴火する場所（火口）が変化すること

もあります。しかし、過去の災害事例に学ぶことは重要で、過去に被害が発生した地域

は今後も相対的に危険性が高いと考えておく必要があります。 

なお、記録として残っていなくても、地質調査などで過去の噴火の状況を推定するこ

とができます。このような過去の事例をもとに、地図の上に噴火によって想定される危

険度を色分けして示したハザード

マップは、平時においては避難場

所や避難ルートの整備や訓練のた

め、噴火のおそれがある場合やす

でに噴火が始まった場合など非常

時においては避難を判断するため

に、非常に有効な材料となりま

す。 

ハザードマップという形で整備

されていなくても、地元に残る伝

承や石碑などに刻まれた碑文など

も有効になることがあります。気

象庁が発表する情報とともにこの

ような過去の知見を有効に活用す

ることで、的確な防災活動が可能

になります。 

 

 

 

 

 

 

 

桜島火山ハザードマップ ＜鹿児島市提供＞ 
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（7）火山活動に伴う現象と災害 

火山の噴火に伴って発生する災害には、次のようなものがあります。 

 ⅰ）噴石 

噴火によって火口から吹き飛ばされる、防災

上警戒・注意すべき大きさの岩石を噴石と呼ん

でいます。噴石の落下の衝撃で人が死傷、また

家屋・車・道路などが被害を受けることがあり

ます。噴石の大きさにより風の影響の程度が違

い、飛散範囲が大きく異なることから、気象庁

では、弾道を描いて飛散する「大きな噴石」

と、風の影響を受ける「小さな噴石」に区別し

ています。 

 ⅱ）火山灰 

火山灰は粒径が小さいほど風によって火口か

ら遠くまで、時には数十キロメートルから数百

キロメートル以遠まで運ばれ広域に降下、堆積

します。降灰の被害は広域かつ長期にわたるこ

とがあります。人体の呼吸器系などへの障害の

ほか、農作物の被害、水質汚濁、鉄道・道路の

不通、航行中の航空機のエンジントラブルな

ど、広く社会生活に影響します。 

 ⅲ）火砕流、火砕サージ 

火山灰や岩塊、空気や水蒸気が一体となっ

て急速に山体を流下する現象です。火砕流の速

度は時速数十キロメートルから数百キロメート

ルに達することが多く、温度は数百℃にもなる

こともあるため、もし火砕流に襲われたら脱出

は不可能です。大規模な場合は地形の起伏にか

かわらず広範囲で埋没、破壊、焼失などの被害

が発生する極めて恐ろしい火山現象です。 

火砕流のうち、気体の比率が大きな場合は火

砕サージと呼ばれ、火砕流と同じように大きな

破壊力があり、大変危険な現象です。 

 

 

 

平成20年（2008年）2月6日 桜島昭和火口
の噴火に伴い発生した火砕流(火口から東
へ1.5km流下) 

平成21年（2009年）4月9日 桜島昭和火口
の噴火による鹿児島市内の降灰 

昭和61年（1986年）11月23日 桜島南岳山頂
火口の噴火に伴う噴石飛散痕（桜島古里町） 
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 ⅳ）噴火 

火口の外へ火山灰等の固形物を放出する現象で

す。地下のマグマからの水蒸気や地下水が熱せら

れて生じた水蒸気が、次第に蓄積されて圧力を増

し周囲の岩石を破壊する水蒸気噴火、マグマが直

接地下水や海水と接触して起こるマグマ水蒸気噴

火、マグマが放出されるマグマ噴火に分けられま

す。 

 ⅴ）火山ガス 

マグマ中の揮発性成分がマグマから分離して地

表に放出されたものです。高温のため火傷の危険

があるほか、人体に影響する有毒成分も含まれま

す。火口周辺や噴気地帯では、噴気に近づかない

ことや火山ガスが滞留しやすい窪地に入らない等

の注意が必要です。 

主な火山ガスには、水蒸気（H2O）、二酸化硫黄

（SO2）、硫化水素（H2S）、二酸化炭素（CO2）な

どがあります。 

 ⅵ）空振 

空振は、火山噴火などにより発生した空気の急

激な圧力変化が空気中を周囲に伝わる現象です。

空振が通過した際は窓ガラスが振動するなどの現

象が見られ、さらに強い空振では、窓ガラスが破

損するなどの被害が発生することがあります。一

定の強さを超えた空振は、耳が「つーん」という

感じや瞬間的な風として体感され、時には体が強

く押されるように感じることもあります。 

 ⅶ）土石流 

岩石や土砂が水と混合して一体となって流下す

る現象で、時速数十kmに達し、谷沿いに遠方まで

到達する大変危険な現象です。噴火で堆積した岩

石や土砂が雨で流される場合のほかに、噴火に伴

う融雪、熱水の噴出、火砕流の河川への流入と

いった要因で発生します。土砂により、道路、構

造物、農耕地に大きな被害を与えます。 

 

昭和54年（1979年）9月6日 阿蘇中岳
第一火口北東の楢尾岳（火口から1km付
近）周辺で死傷者14名の被害 

平成5年（1993年）4月29日 雲仙岳 
水無川流域で土砂に埋まった家屋 

平成23年（2011年）2月2日 霧島市牧
園町で空振により破損したガラス 

平成23年（2011年）5月10日 阿蘇中岳
第一火口から山麓に流下した二酸化硫
黄（SO2）を含む噴煙を阿蘇市役所から
撮影(赤丸内の青白い部分) 
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3.2 九州・山口県の火山とその監視 

九州・山口県には18の活火山があります。内陸の鶴見岳・伽藍岳、九重山、阿蘇山、

雲仙岳、霧島山、桜島の6火山および離島の薩摩硫黄島、口永良部島、諏訪之瀬島の3火

山は、噴煙や噴出物などを観測する高感度の監視カメラ、空振計や地下のマグマの動き

を観測する地震計、地面の動きをとらえるGNSSや傾斜計（用語の解説はＰ97参照）など

を用いて、福岡管区気象台地域火山監視・警報センターと鹿児島地方気象台（霧島山・

桜島）で常時観測・監視しています。これ以外の9火山（阿武火山群、由布岳、福江火

山群、米丸・住吉池、若尊、池田・山川、開聞岳、口之島、中之島）については、定期

的または必要に応じて観測を行います。 

観測の結果は気象庁ホームページなどで公表し、火山活動の状況により噴火警報や噴

火予報を発表します。そのほか火山現象に関する情報として、噴火速報、火山の状況に

関する解説情報、火山活動解説資料および噴火に関する火山観測報、降灰予報などを発

表します。 

 

九州･山口県の活火山 
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3.3 噴火警報・予報と噴火警戒レベル 

気象庁は、噴火災害軽減のため活火山を対象として、観測・監視・評価の結果にもと

づき噴火警報・予報を発表します。 

（1）噴火警報と噴火予報 

噴火警報は、「警戒が必要な範囲」が火口周辺に限られる場合は「噴火警報（火口周

辺）」（または「火口周辺警報」）、「警戒が必要な範囲」が居住地域まで及ぶ場合は

「噴火警報（居住地域）」（または「噴火警報」）として発表し、海底火山については

「噴火警報（周辺海域）」として発表します。火山活動が静穏、あるいは噴火警報に及

ばない程度と予想される場合には「噴火予報」を発表します。なお、「噴火警報（居住

地域）」は、特別警報に位置づけられています。 

 

噴火警報発表の例文 

火山名 諏訪之瀬島 噴火警報（火口周辺） 

令和○〇年○月○日○○時○○分 福岡管区気象台・鹿児島地方気象台 

 

＊＊（見出し）＊＊ 

＜諏訪之瀬島に火口周辺警報（噴火警戒レベル3、入山規制）を発表＞ 

 御岳（おたけ）火口から概ね2ｋｍの範囲では、弾道を描いて飛散する大きな噴石に警戒してください。 

＜噴火警戒レベルを2（火口周辺規制）から3（入山規制）に引上げ＞ 

 

＊＊（本 文）＊＊ 

1．火山活動の状況及び予報警報事項 

 諏訪之瀬島の御岳火口では、昨日（16日）20時14分と本日（17日）02時12分に、弾道を描いて飛散する大きな噴石が火口から1ｋｍ近く

まで達する爆発が発生し、噴火活動が活発となっています。 

 

 今後も火口周辺に影響を及ぼす噴火が発生する可能性がありますので、火口から概ね2ｋｍの範囲では、大きな噴石に警戒してくださ

い。 

 

2．対象市町村等 

 以下の市町村では、火口周辺で入山規制などの警戒をしてください。 

 鹿児島県：十島村 

 

3．防災上の警戒事項等 

 御岳火口から概ね2ｋｍの範囲では、噴火に伴う弾道を描いて飛散する大きな噴石に警戒してください。 

 風下側では、火山灰だけでなく小さな噴石が遠方まで風に流されて降るおそれがあるため注意してください。 

地元自治体等の指示に従って危険な地域には立ち入らないでください。 

 ・居住地域や火口周辺に影響が及ぶ噴火の発生が予想された場合に、予想される影響範

囲を付した名称で噴火警報を発表 

・噴火予報は、噴火警報を解除する場合など噴火警報が発表されていない状態を表す 

・噴火警戒レベルを運用している火山では噴火警戒レベルを噴火予報や噴火警報に付加 



 

九州･山口県防災気象情報ハンドブック 2022 

 

 

 防災気象情報の解説 火山 

－81－ 

（2）噴火警戒レベルと火山防災協議会 

噴火警戒レベルは、火山活動の状況に応じて「警戒が必要な範囲」と防災機関や住民

などの「とるべき防災対応」を5段階に区分したもので、噴火警報および噴火予報で発

表します。住民や登山者・入山者などに必要な防災対応が分かりやすいように、各区分

にそれぞれ「レベル3（入山規制）」のようにキーワードをつけて警戒を呼びかけま

す。また、最も低い「レベル1」であっても安全（噴火などの可能性が全くない）とい

うわけではなく、あくまでも活火山であることに留意する必要があります。 

九州・山口県にある18の活火山のうち、法律（活動火山対策特別措置法第3条）に

よって「火山災害警戒地域」に指定された、鶴見岳・伽藍岳、九重山、阿蘇山、雲仙

岳、霧島山（えびの高原（硫黄山）周辺、大幡池、新燃岳、御鉢）、桜島、薩摩硫黄

島、口永良部島および諏訪之瀬島の9火山では、地元の都道府県および市町村におい

て、火山防災協議会（都道府県、市町村、気象台、砂防部局、自衛隊、警察、消防、火

山専門家等で構成）を設置しています。 

火山防災協議会では、「噴火警戒レベル」や「避難計画」等の一連の警戒避難体制を

協議しており、それぞれレベルに応じた「警戒が必要な範囲」や「とるべき防災対応」

が、市町村・都道府県の「地域防災計画」に定められています。 

気象庁は「警戒が必要な範囲」を明示し、噴火警戒レベルを付して、地元の避難計画

 

 

噴火警戒レベル 
（https://www.data.jma.go.jp/vois/data/tokyo/STOCK/kaisetsu/level_toha/level_toha.htm） 
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と一体的に噴火警報・予報を発表します。市町村等の防災機関では、あらかじめ合意さ

れた範囲に対して迅速に入山規制や避難指示等の防災対応をとることができ、噴火災害

の軽減につながることが期待されます。噴火予報・噴火警報の発表状況や噴火警戒レベ

ル、レベルに対応した警戒範囲は気象庁ホームページに掲載しています。 

 

3.4 噴火速報・噴火に関する火山観測報 

（1）噴火速報 

平成27年（2015年）8月から提供を開始した噴火速報は、噴火の発生事実を迅速に発

表する情報です。登山中の方や周辺にお住まいの方に、火山が噴火したことを端的にい

ち早く伝え、身を守る行動を取っていただくために発表します。 

噴火速報は、気象庁ホームページのほか、テレビやラジオ、携帯端末などで知ること

ができます。なお、噴火速報は主に気象庁が常時監視している各火山（九州では、鶴見

岳・伽藍岳、九重山、阿蘇山、雲仙岳、霧島山、桜島、薩摩硫黄島、口永良部島、諏訪

之瀬島）を対象としていますが、桜島のように普段から噴火している火山において、普

段と同じ規模の噴火が発生した場合等には発表されません。 

（2）噴火に関する火山観測報 

噴火が発生したときに、発生時刻や噴煙高度などを報じます。 

 火山名 ○○山 噴火速報 
令和△△年△△月△△日△△時△△分 福岡管区気象台 鹿児島地方気象台発表 
  
＊＊（見出し）＊＊ 
＜○○山で噴火が発生＞ 
  
＊＊（本 文）＊＊ 
○○山で、平成△△年△△月△△日△△時△△分頃、噴火が発生しました。 

噴火速報発表の例文 

 火  山：桜島 
日  時：2018年11月29日02時23分（281723UTC） 第1報 
現  象：噴火 
有色噴煙：火口上1300m（海抜7800FT） 
白色噴煙： 
流  向：南 
--- 
火口：南岳山頂火口 
噴煙量：中量 

噴火に関する火山観測報発表の例文 
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3.5 火山の活動状況や火山現象などに関する解説情報 

（1）火山の状況に関する解説情報 

火山活動が活発な場合などに噴火や噴煙、火山性地震・微動回数など、火山の活動状

況や警戒事項をお知らせする情報です。 

 

（2）火山の状況に関する解説情報（臨時） 

火山活動に変化があり、噴火警戒レベル引き上げ等の検討が必要となる可能性がある

場合などに【臨時】であることを明記して、火山性地震や微動回数および噴火の状況な

どについての解説や警戒事項をお知らせする情報です。 

（3）火山活動に関する資料･刊行物 

火山観測や監視結果をもとに取りまとめた火山活動に関する解説資料を、定期的ある

いは必要に応じて発表します。 

 火山名 ○○山 火山の状況に関する解説情報（臨時） 第□号 

令和△△年△月△日△△時△△分  福岡管区気象台・鹿児島地方気象台 

  

＊＊（見出し）＊＊ 

＜噴火予報（活火山であることに留意）が継続＞ 

 ○○山では、火山性微動が発生し火山活動がやや高まっています。 

  

＊＊（本 文）＊＊ 

1．火山活動の状況 

○○山では、本日（△日）△△時△△分頃に継続時間が約△分△△秒の振幅の小さな火山性 

微動が発生しました。 

火山の状況に関する解説情報（臨時）発表の例文 

 情報の種類 内 容 発表時期 

火山活動解説資料 火山観測の結果および調査の成果を取りまとめた資料 
毎月上旬または必要に

応じて臨時に発表 

月間火山概況 
前月1か月間の火山活動の状況およびその解説を取り

まとめた資料 
毎月上旬 
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3.6 降灰予報 

火山活動に伴う現象のうち、降灰は広範囲に影響が及び、場合によっては交通機関の

障害や農作物の被害など、社会･経済活動に影響が及ぶことがあります。このため気象

庁では、降灰量の分布や小さな噴石の落下範囲を予測する降灰予報を行っています。 

降灰予報は、噴火した場合あるいは噴火のおそれがある場合に発表する情報で、「降

灰予報（定時）」、「降灰予報（速報）」および「降灰予報（詳細）」の3種類の情報

に分けて発表します。また、防災情報として有効に活用いただくため、降灰の影響とと

るべき行動を降灰量ごとに整理した降灰量階級表も提供しています。 

（1）降灰予報（定時）  （噴火を仮定した情報） 

噴火警戒レベルが上がるなど、活動が高まり噴火の可能性が高い火山に対して、噴火

の発生の有無にかかわらず、一定規模の噴火を仮定して定時（2時、5時、8時、11時、

14時、17時、20時、23時）に発表しています。18時間先（3時間区切り）までに噴火し

た場合に予想される、降灰範囲や小さな噴石の落下範囲を提供します。 

 

（2）降灰予報（速報）  （噴火直後の速報：市町村毎に発表） 

「やや多量」以上の降灰が予測される噴火が発生した場合に、噴火後速やかに（5～

10分程度で）発表します。噴火発生から1時間以内に予想される降灰量分布や、小さな

噴石の落下範囲を提供します。 

 

（3）降灰予報（詳細）  （噴火後の詳細な予報：市町村毎に発表） 

「やや多量」以上の降灰が予測される噴火が発生した場合には、降灰予報（速報）発

表後に、噴火の観測情報（噴火時刻、噴煙高など）を用いて、より精度の高い降灰予測

計算を行います。その計算結果にもとづき、噴火発生から6時間先まで（1時間ごと）に

予想される降灰量分布や、降灰開始時刻を提供します。噴火発生後20～30分程度で発表

します。 

 

火山の噴火からの経過時間と降灰の関係 
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（4）降灰量階級表 

降灰量の情報を、わかりやすく、防災対応が取りやすいように伝えるため、降灰量を

階級で表現します。降灰量を、降灰の厚さによって「多量」「やや多量」「少量」の3

階級に区分し、降灰量階級表では、それぞれの階級における「降灰の状況」「降灰の影

響」「とるべき対応行動」を示します。 

 

降灰量階級表 

 定時 

速報 

詳細 

降灰予報 


