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御嶽山噴火、７人意識不明  気象庁「噴火予知できず」 

2014 年 9 月 27 日 21 時 53 分（朝日新聞電子版）  

 

 長野、岐阜県境にある御嶽山（おんたけさん、標高３０６７メートル）が２７日午前１１時５３分ごろ、噴火した。気

象庁によると、噴火は２００７年３月以来、７年ぶり。けが人が多数出ており、長野県の木曽広域消防本部の午後

７時のまとめでは、４０人が負傷し、このうちの７人が意識不明の重体、２５人が重傷という。数百人とみられる登

山者の多くが夜まで下山を続けた。 

トピックス：御嶽山噴火  

 気象庁は噴火まで、御嶽山の警戒レベルを５段階中で最低の「レベル１」（平常）に設定していた。予知は困難

だったと説明している。噴火活動の収束のめどがたたず、今後も同規模の噴火が起きる可能性があるとして同

日、入山規制が必要な「レベル３」に引き上げた。山頂の火口付近の４キロ圏内で、大きな噴石への警戒を呼び

かけている。 

 山頂一帯では硫化水素が噴出し、２次災害の可能性があるうえ、日没もあり、被害の正確な把握が困難になっ

ている。警察庁には、７人が山頂付近で火山灰に埋もれ、うち１人が救助されたが、意識不明の重体で、ほかに

骨折の５人を含む９人が両県でけがをしているとの情報も入っている。 

 長野県警によると、午後２時２０分時点で山頂に１５０人以上が、噴火口の周縁の剣が峰付近には１００人以上

が取り残された。警察庁によると、同８時５０分までに約２３０人が下山。登山者と従業員計４４人が山小屋に残っ

ている。けが人もいるという。 

 気象庁によると、山腹に設置しているカメラに、火砕流かどうかは判断できないものの、噴煙が南側斜面を３キ

ロ以上流れ下る様子が映っていた。国土交通省中部地方整備局の上空からの観測では、南側から西側にかけ

て三つの火口を確認。いずれも噴煙を上げ、山頂付近の降灰は約５０センチに及んでいる。 

 御嶽山は、気象庁が２４時間態勢で監視する４７火山の一つ。０７年３月の小規模な噴火以来、静かな状態だ

った。今月１０日ごろから活動が活発になり、１１日には８５回の地震を観測したものの、２２日以降は３～１０回で

推移していた。 

 山の表面の膨張といったマグマの上昇を示すデータも観測されず、火山性微動を観測したのは噴火の１２分

前の２７日午前１１時４１分。気象庁の北川貞之・火山課長は「地震の回数だけで、噴火の前兆と判断するのは

難しい」との認識を示した。 

 警察と自衛隊は負傷者の救助に向かったが、現場近くで待機を迫られているという。 

 

 

 

国土地理院技術資料 D2-No.57 

1：25，000火山土地条件図解説書. （御嶽山地区）. 

http://www1.gsi.go.jp/geowww/Volcano/map/condition-map/report/pdf/houkoku_ontake.pdf 
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日本百名山 活火山指定一覧

No.  山名  エリア  標高  噴火警戒レベル  ランク  

001  利尻岳 北海道 1719m  -  ★  

002  羅臼岳 北海道 1661m  -  ★★  

004  阿寒岳（雌阿寒岳） 北海道 1499m  レベル１（平常） ★★  

004  阿寒岳（雄阿寒岳） 北海道 1499m  -  -  

005  大雪山 北海道 2290m  -  ★  

007  十勝岳 北海道 2077m  レベル１（平常） ★★★  

009  後方羊蹄山 北海道 1893m  -  ★  

010  岩木山 東北 1625m  -  ★★  

011  八甲田山 東北 1585m  -  ★  

012  八幡平 東北 1613m  -  ★  

013  岩手山 東北 2038m  レベル１（平常） ★★  

015  鳥海山 東北 2236m  -  ★★  

018  蔵王山 東北 1841m  -  ★  

020  吾妻山 東北 2035m  レベル１（平常） ★★  

021  安達太良山 東北 1700m  レベル１（平常） ★★  

022  磐梯山 東北 1819m  レベル１（平常） ★★  

024  那須岳 北関東 1915m  レベル１（平常） ★★  

026  燧ケ岳 尾瀬 2356m  -  ★  

029  赤城山 上州 1828m  -  ★  

031  日光白根山 日光 2578m  -  ★  

039  妙高山 上信越 2446m  -  ★  

042  草津白根山 上信越 2165m  レベル２（火口周辺規制）  ★★  

044  浅間山 上信越 2568m  レベル１（平常） ★★★  

052  富士山 南関東 3776m  レベル１（平常） ★★  
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No.  山名  エリア  標高  噴火警戒レベル  ランク  

053  天城山 南関東 1406m  レベル１（平常） ★★  

067  焼岳 北アルプス  2444m  レベル１（平常） ★★  

068  乗鞍岳 北アルプス  3026m  -  ★  

073  御嶽山 御嶽山 3067m  レベル３（入山規制）  ★★  

087  白山 北陸 2702m  -  ★  

095  九重山 九州 1787m  レベル１（平常） ★★  

097  阿蘇山 九州 1592m  レベル２（火口周辺規制）  ★★★  

098  霧島山（新燃岳） 九州 1700m  レベル２（火口周辺規制）  ★★  

098  霧島山（御鉢） 九州 1700m  レベル１（平常） ★★  

099  開聞岳 九州 922m  -  ★ 

●はじめに 

  この一覧表は気象庁が指定する日本国内の活火山のうち、日本百名山に該当する山を一覧表にしたものです。各山の詳し

い状況を調べたい場合は「気象庁 噴火予報・警報」のページをご覧下さい。なお、この一覧表は活火山に指定されている日

本百名山の噴火の切迫性、危険性を示すものではありません。  

●活火山の定義について 

  火山活動を行っている山に対し「活火山」「休火山」「死火山」という分類が今までされてきましたが、現在では火山活動の度

合いを最近１００年間と過去１万年間の２つの期間で調べ、最も活動的な火山をＡランク、次に活発な火山をＢランク、残りの火

山はＣランクと、３つのランクに分類しています。これらの分類は各山の過去の活動状況を基に分類されており、現時点での噴

火の切迫性、危険性を示すものではありません。なお、このページではＡランクを★★★、Ｂランクを★★、Ｃランクを★で表示

しています。  

●噴火警戒レベルについて 

  気象庁が提供する「噴火警戒レベル」は、火山活動の状況を噴火時等の危険範囲や必要な防災対応を踏まえて５段階に

区分したものです。この情報は、全ての活火山に対して提供されているものではありません。また、噴火警戒レベルが提供され

ている活火山は、全て「噴火警戒レベル１（平常）」が適用されており、必要に応じ火口内への立入が禁止されている場合があり

ますので、事前の確認が必要となります。噴火警戒レベルの状況についての確認は、各日本百名山の噴火警戒レベルをクリッ

クすることにより、気象庁のサイトで確認することができます。  

●風評被害についての留意点 

  この一覧表は、活火山に指定されている各日本百名山の現時点での噴火の切迫性、危険性を示すものではありません。活

火山という用語を使用していますが、これは現在の定義に基づき使用している用語であり、今まで「休火山」とされてきた「富士

山」等がこの一覧表に含まれているのはそのためです。当サイトではこの一覧表を、日本百名山を登山する際、火山ガスの発

生等により立入禁止となっている区域が存在する場合があることを意識し下調べを怠らないようにすること、また、それらの地域

に安易に進入する登山者たちに警鐘をならす位置づけで掲載しているものです。この一覧表が活火山に指定されている各日

本百名山、及び、その近隣地域に対する現時点での噴火の切迫性、危険性を示すものではないことをご理解頂いた上でご覧

頂きますよう、ご協力をお願い致します。 
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