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霧島山（新燃岳）の噴火警戒レベルを２へ引上げ
本日（27 日）17 時 20 分に霧島山（新燃岳）の噴火警戒レベルを２
（火口周辺規制）に引き上げました。新燃岳火口から概ね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及び火砕流に警戒
が必要です。
霧島山（新燃岳）では、火口直下を震源とする火山性地震が増加しており、
また、GNSS 連続観測で霧島山を挟む一部の基線において、わずかな伸びが認め
られます。
火山活動が高まった状態となっており、新燃岳火口から概ね２km の範囲に
影響を及ぼす噴火が発生する可能性があることから、本日（27 日）17 時 20 分
に火口周辺警報を発表し、噴火警戒レベルを２（火口周辺規制）に引き上げま
した。
弾道を描いて飛散する大きな噴石が新燃岳火口から概ね２km まで、火砕流
が概ね１km まで達する可能性があります。そのため、新燃岳火口から概ね２
km の範囲では警戒してください。
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。
地元自治体等が行う立入規制等にも留意してください。

気象庁地震火山部 火山監視課 中村
電話 03-3434-9119

火山名 霧島山（新燃岳） 噴火警報（火口周辺）
令和４年３月２７日１７時２０分 福岡管区気象台・鹿児島地方気象台
＊＊（見出し）＊＊
＜霧島山（新燃岳）に火口周辺警報（噴火警戒レベル２、火口周辺規制）を
発表＞
新燃岳火口から概ね２ｋｍの範囲では、噴火に伴う弾道を描いて飛散する
大きな噴石及び火砕流に警戒してください。
＜噴火警戒レベルを１（活火山であることに留意）から２（火口周辺規制）
に引上げ＞
＊＊（本 文）＊＊
１．火山活動の状況及び予報警報事項
新燃岳では、火口直下を震源とする火山性地震が増加しており、本日（２
７日）１７時台に入り前２４時間で２０回発生しています。
ＧＮＳＳ連続観測では、霧島山を挟む一部の基線において、霧島山での深
い場所でのマグマの蓄積を示すと考えられるわずかな伸びが認められます。
今後、小規模な噴火が発生するおそれがあり、弾道を描いて飛散する大き
な噴石が新燃岳火口から概ね２ｋｍまで、火砕流が概ね１ｋｍまで達する可
能性があります。そのため、新燃岳火口から概ね２ｋｍの範囲では警戒して
ください。
２．対象市町村等
以下の市町村では、火口周辺で警戒をしてください。
宮崎県 ：小林市
鹿児島県：霧島市
３．防災上の警戒事項等
弾道を描いて飛散する大きな噴石が新燃岳火口から概ね２ｋｍまで、火砕
流が概ね１ｋｍまで達する可能性があります。そのため、新燃岳火口から概
ね２ｋｍの範囲では警戒してください。
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。
地元自治体等が行う立入規制等にも留意してください。

＊＊（参考：噴火警戒レベルの説明）＊＊
【レベル５（避難）】：危険な居住地域からの避難等が必要。
【レベル４（高齢者等避難）】：警戒が必要な居住地域での高齢者等の要配
慮者の避難、住民の避難の準備等が必要。
【レベル３（入山規制）】：登山禁止や入山規制等危険な地域への立入規制
等。状況に応じて高齢者等の要配慮者の避難の準備等。
【レベル２（火口周辺規制）】：火口周辺への立入規制等。
【レベル１（活火山であることに留意）】：状況に応じて火口内への立入規
制等。
（注：避難や規制の対象地域は、地域の状況や火山活動状況により異なる）

火山活動解説資料
令和４年３月 27 日 18 時 00 分

霧島山（新燃岳）の火山活動解説資料
福岡管区気象台
地域火山監視・警報センター
鹿児島地方気象台
＜噴火警戒レベル１（活火山であることに留意）から２（火口周辺規制）に引上げ＞
新燃岳では、火口直下を震源とする火山性地震が増加し、火山活動が高まっています。また、GNSS
連続観測では、霧島山の深い場所でのマグマの蓄積を示すと考えられる基線のわずかな伸びが認め
られています。火山活動が高まっていることから、本日（27 日）17 時 20 分に火口周辺警報を発表
し、噴火警戒レベルを１（活火山であることに留意）から２（火口周辺規制）に引き上げました。
【防災上の警戒事項等】
弾道を描いて飛散する大きな噴石が新燃岳火口から概ね２km まで、火砕流が概ね１km まで達する
可能性があります。そのため、新燃岳火口から概ね２km の範囲（図１）では警戒してください。
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。
地元自治体等が行う立入規制等にも留意してください。

○

活動概況（図１～６）
新燃岳では、火口直下を震源とする火山性地震が増加し、本日（27 日）17 時 10 分までの 24
時間で 21 回発生し多い状態となっています。火山活動が高まった状態となっていることから、27
日 17 時 20 分に噴火警報を発表し、噴火警戒レベルを１（活火山であることに留意）から２（火
口周辺規制）に引き上げました。火山性微動は観測されていません。
GNSS 連続観測では、2021 年 12 月頃から、霧島山を挟む一部の基線において、霧島山の深い場
所でのマグマの蓄積を示すと考えられるわずかな伸びが認められます。
監視カメラによる観測では、火口西側斜面の割れ目において、2022 年１月 31 日に高さ 10ｍ未
満のごく弱い噴気を観測しましたが、２月上旬以降噴気の勢いが増し、高さ 100ｍ程度で推移し
ています。新燃岳火口内の噴煙の状況に特段の変化は認められません。

この火山活動解説資料は気象庁ホームページ（https://www.data.jma.go.jp/vois/data/tokyo/STOCK/monthly_vact_doc/monthly_vact.php）でも閲覧することができます。

本資料で用いる用語の解説については、「気象庁が噴火警報等で用いる用語集」を御覧ください。
（https://www.data.jma.go.jp/vois/data/tokyo/STOCK/kaisetsu/kazanyougo/mokuji.html）
この資料は気象庁のほか、国土地理院、東京大学、九州大学、鹿児島大学、国立研究開発法人防災科学
技術研究所、宮崎県及び鹿児島県のデータも利用して作成しています。
資料中の地図の作成に当たっては、国土地理院発行の『数値地図 50ｍメッシュ（標高）』を使用して
います。

- 1 霧島山（新燃岳）

火山活動解説資料
令和４年３月 27 日 18 時 00 分

概ね２km の警戒範囲

図１

霧島山（新燃岳）

警戒が必要な範囲

弾道を描いて飛散する大きな噴石が新燃岳火口から概ね２km まで、火砕流が概ね１km まで達する可能性
があります。そのため、新燃岳火口から概ね２km の範囲では警戒してください。
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。
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図２

霧島山（新燃岳）

火山性地震の時間別回数
（2022 年３月 18 日～３月 27 日 17 時 10 分）

新燃岳では、火口直下を震源とする火山性地震が増加しています。本日（27 日）17 時 10 分ま
での 24 時間で 21 回と多い状態となっています。
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図３

霧島山（新燃岳） 火山性地震の最大振幅の状況
（新燃岳南西地震計：南北動成分、３月 18 日～３月 27 日 17 時 10 分）
新燃岳では、火口直下を震源とする火山性地震が増加しています。

- 3 霧島山（新燃岳）

火山活動解説資料
令和４年３月 27 日 18 時 00 分

× 検出なし

図４

霧島山（新燃岳）

火山活動経過図（2018 年１月～2022 年３月 27 日）

・火口直下を震源とする火山性地震が増加しています。
・監視カメラによる観測では、火口西側斜面の割れ目において、2022 年１月 31 日に高さ 10ｍ未
満のごく弱い噴気を観測しましたが、２月上旬以降噴気の勢いが増し、高さ 100ｍ程度で推移
しています。新燃岳火口内の噴煙の状況に特段の変化は認められません（緑破線内）。
・GNSS 連続観測では、2021 年 12 月頃から、霧島山を挟む一部の基線において、霧島山の深い場
所でのマグマの蓄積を示すと考えられるわずかな伸びが認められています（赤矢印）。
④の灰色の領域は、新燃岳南西観測点の障害のためデータが抜けている期間です。
⑤の回数について、火山性微動の振幅が大きい状態では、振幅の小さな火山性地震の回数は計数できなくなって
います。
⑤の赤線は、地震の回数の積算を示しています。
⑥の基線は図６の基線⑦に対応しています。
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火山活動解説資料
令和４年３月 27 日 18 時 00 分

新燃岳噴火

9/15
新床センサー台交換

9/15
新床センサー台交換

新燃岳噴火

新燃岳噴火

図５

霧島山（新燃岳）

GNSS 連続観測による基線長変化（2015 年１月～2022 年３月 27 日）

GNSS 連続観測では、2021 年 12 月頃から、霧島山を挟む一部の基線（赤矢印）において、
霧島山の深い場所でのマグマの蓄積を示すと考えられるわずかな伸びが認められます。
これらの基線は図６の①～⑥に対応しています。
基線の空白部分は欠測を示しています。
橙色の破線内の変化は、新床観測点周囲の環境の変化に伴う影響と考えられます。
青色の破線内の変化は、新床観測点固有の局所的な変動による影響と考えられます。
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火山活動解説資料
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図６

霧島山（新燃岳）

GNSS 連続観測点と基線番号

小さな白丸（○）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
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火山活動解説資料
令和４年３月 27 日 18 時 00 分

図７

霧島山

観測点配置図

小さな白丸（○）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、（震）：東京大学地震研究所、（九）：九州大学、（鹿大）：鹿児島大学、
（防）：防災科学技術研究所、（宮）：宮崎県、（鹿）：鹿児島県

- 7 霧島山（新燃岳）

霧島山 の
しん もえ だけ

(新燃岳)

火山災害から身を守るために
噴火警報等で発表する
●噴火警戒レベルとは、噴火時などに危険な範囲や必要な防災対応を、レベル１
から５の５段階に区分したものです。
●各レベルには、火山の周辺住民、観光客、登山者等のとるべき防災行動が一目
で分かるキーワードを設定しています（レベル５は「避難」、レベル４は「高
齢者等避難」、レベル３は「入山規制」、レベル２は「火口周辺規制」、レベ
ル１は「活火山であることに留意」）。
●対象となる火山が噴火警戒レベルのどの段階にあるかは、噴火警報等でお伝え
します。

●下の図はレベル２(火口周辺規制)及び３(入山規制)の規制範囲を示しています。
●レベル２及び３は、火山活動状況により規制範囲が変わります。
●居住地域まで影響が及ぶ場合は、レベル４(高齢者等避難)又は５(避難)となりま
す。（ただし、新湯温泉及び湯之野温泉では、レベル３での防災対応が必要と
なります。）

30号

104号

1号

406号

1号

413号

104号
223号

223号

480号

●噴火警戒レベルに応じて、下記のような防災対応がとられています。
レベル５
（避難）: 危険な居住地域からの避難。
レベル４
（高齢者等避難）: 警戒が必要な居住地域での高齢者等の要配慮者の避難、
住民の避難の準備等。
レベル３
（入山規制）: 火口から居住地域近くまでの立入禁止（規制範囲は火口から概ね３km
、
火山活動の状況により概ね４㎞
）
。
レベル２
（火口周辺規制）: 火口から概ね２km 以内の立入禁止（規制範囲は火口から概ね２km
、
火山活動の状況により概ね１km 以内
への立入規制）
。
レベル１
（活火山であることに留意）: 状況に応じて火口内、
西側斜面の割れ目付近及び火口縁への立入規制等。
■この図は、地元自治体と調整して作成しています。
■各レベルにおける具体的な規制範囲等については、地域防災計画等で定められていますので、詳細については宮崎県、小林市、えびの市、都城市、高原町、
鹿児島県及び霧島市にお問い合わせください。

福岡管区気象台地域火山監視・警報センター

気象庁
本冊子は、植物油インクを使用しています。

Japan Meteorological Agency

TEL：092-725-3606 https://www.data.jma.go.jp/fukuoka/
■宮崎地方気象台

TEL：0985-25-4032

https://www.data.jma.go.jp/miyazaki/
■鹿児島地方気象台

TEL：099-250-9916

https://www.data.jma.go.jp/kagoshima/

平成19年12月１日運用開始
平成30年３月29日改定

監視カメラ（猪子石）

種別 名称

範囲 レベル
対象

霧島山（新燃岳）の噴火警戒レベル

火山活動の状況

居住地域に重大な
被害を及ぼす噴火
が発生、あるいは
切迫している状態
にある。

想定される現象等

危険な居住地域か
らの避難等が必要
（状況に応じて対
象地域や方法等を
判断）。

●火砕流、溶岩流が居住地域に到達するような噴火の発生が切迫
している。
過去事例
過去事例なし

●噴火が発生し、火砕流、溶岩流が居住地域に到達。
過去事例
過去事例なし

居住地域に重大な
被害を及ぼす噴火
が発生すると予想
される（可能性が
高まってきている
）。

警戒が必要な居住
地域での高齢者等
の要配慮者の避難
、住民の避難の準
備等が必要（状況
に応じて対象地域
を判断）。

●噴火活動の拡大や顕著な地殻変動等により、火砕流、溶岩流が
居住地域に到達するような噴火が予想される。

居住地域の近くま
で重大な影響を及
ぼす（この範囲に
入った場合には生
命に危険が及ぶ）
噴火が発生、ある
いは発生すると予
想される。

住民は通常の生活
。状況に応じて高
齢者等の要配慮者
の避難の準備等。

●火口から概ね２kmを超え４kmまで大きな噴石の飛散や火砕流、
溶岩流が流下するような噴火が予想される。

登山禁止や入山規
制等、危険な地域
への立入規制等（
状況に応じて規制
範囲を判断）。

享保噴火（1716～1717年）の事例
1717年２月：火砕流が火口から約３kmまで流下

2008～2011年噴火の事例

●噴火が発生し、火口から概ね４km以内に大きな噴石の飛散や火
砕流、溶岩流が流下。
2008～2011年噴火の事例

▶
火口周辺に影響を
及ぼす（この範囲
に入った場合には
生命に危険が及ぶ
）噴火が発生、あ
るいは発生すると
予想される。

警戒が必要な範囲は火口から概ね３㎞、火山活動の状況
により概ね４㎞となります。

住民は通常の生活。 ●火口から概ね２㎞以内に大きな噴石の飛散や火砕流が流下する
ような噴火が予想される。
火口周辺への立入
過去事例
規制等（状況に応
じて規制範囲を判
断）。
●小規模な噴火が発生し、火口から概ね２km以内に大きな噴石の
飛散や火砕流が流下。
2008～2011年噴火の事例

▶

１

火山活動は静穏。
火山活動の状態に
よって、火口内及
び西側斜面の割れ
目で火山灰の噴出
等が見られる可能
性（この範囲に入
った場合には生命
に危険が及ぶ）。

警戒が必要な範囲は火口から概ね２㎞、火山活動の状況
に応じ概ね１㎞となります。

状況に応じて火口 ●火山活動は静穏。状況により火口内、西側斜面の割れ目付近及
内、西側斜面の割
び火口縁に影響する程度の噴出の可能性あり。
れ目付近及び火口
縁への立入規制等。

注１）ここでいう「大きな噴石」とは、主として風の影響を受けずに弾道を描いて飛散する大きさのものとする。
注２）レベルの引上げ基準に達していないが、今後、レベルを引き上げる可能性があると判断した場合、「火山の状況に
関する解説情報（臨時）」を発表する。
■ 各噴火警戒レベルにおける具体的な規制範囲等については地域防災計画等で定められていますので、詳細については
宮崎県、小林市、えびの市、都城市、鹿児島県及び霧島市にお問い合わせください。
■ 最新の噴火警戒レベルは気象庁ホームページでもご覧になれます。
https://www.jma.go.jp/jma/index.html

気象庁
Japan Meteorological Agency
令和３年12月

霧島山（新燃岳）の噴火警戒レベル判定基準
レベル

５

４

３

２

当該レベルへの引き上げの基準
【居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が切迫】
・新燃岳のマグマだまり（えびの岳付近）の体積が 2011 年噴火前の増加量の３
倍程度以上に増加している時に火口全体から噴出する大きく高温の噴煙柱が
5,000ｍを超える噴火が発生・継続し、傾斜計では沈降の傾向が見られず、さ
らに噴火の規模の増大、継続の可能性がある場合
・山体直下を震源とする体に感じる地震が多発（10 回以上／１時間）し、急激
な地盤変動（浅部へのマグマ貫入：顕著な隆起、10μrad 以上／１時間）が発
生した場合
・火砕流が火口から３㎞を超えて流下し、居住地域へ切迫すると判断した場合
・溶岩流が火口から３㎞を超えて流下し、居住地域へ切迫すると判断した場合
【居住地域に重大な被害を及ぼす噴火の可能性】
・新燃岳のマグマだまり（えびの岳付近）の体積が2011年噴火前の増加量の３
倍程度以上に増加している時に下記の現象が認められた場合
➢火口全体から噴出する連続噴火が発生し、大きく高温の噴煙柱が3,000ｍを
超え上昇（噴出量がさらに増加）した場合
➢新燃岳南西観測点の１分間平均振幅で100μm/sが２分以上継続するととも
に周辺の空振計で10Pa以上の空振を観測した場合（天候不良時）
➢体に感じる地震を含む火山性地震の急激な増加が認められる場合
・火口から２㎞を超えて火砕流が流下した場合
・溶岩流が発生し、居住地域付近に到達する可能性が高い場合
【火口から概ね２kmを超え４kmまで影響を及ぼす噴火の可能性】
・霧島山を挟むGNSSの基線の伸びが認められている時に下記のいずれかの現象
が認められた場合
➢レベル２の噴火の火山灰に新鮮なマグマ性物質が数パーセント以上含まれ
ている場合や噴煙の温度が顕著に高くなった場合
➢１日あたりの二酸化硫黄の放出量が急増した場合
➢新燃岳付近で低周波地震の多発（10回以上／１時間又は30回以上／24時間）
➢急速な傾斜変化（噴火中での変化：高千穂河原等の傾斜計で１μrad以上）
が継続中である場合、又は周辺の傾斜計で急速にマグマだまりの収縮を示
す変化が生じている場合
➢短期間（数時間から数日）に傾斜変化とともに火山性地震の増加（100回以
上/24時間）
【火口から概ね２kmを超え４kmまで影響を及ぼす噴火の発生】
・連続的噴火が発生し、噴煙の高さが火口縁上3,000ｍ以上となる場合
・噴煙の中に軽石が多量に含まれている場合
・大きな噴石が飛散（火口から概ね２㎞から４km）
・噴火により、空振計で90Pa 以上を観測
・火砕流が２km 程度流下した場合、又は流下距離が次第に大きくなり２㎞を超
える可能性があると判断した場合
レベル３における警戒が必要な範囲は新燃岳火口から概ね３km以内を原則とす
るが、火山活動の状況によっては概ね４ｋｍ以内まで拡大することがある。
【火口周辺に影響を及ぼす噴火の可能性】
＜火山性地震の増加＞
・２年以上噴火がない場合（300 回以上／10 日間又は 100 回以上／24 時間又
は 20 回以上／1 時間）
・２年以内に噴火が発生した場合、又は GNSS で新燃岳を挟む基線又は霧島山
を挟む基線で伸びが見られた場合（100 回以上／10 日間又は 20 回以上／24
時間又は 10 回以上／1 時間）
・上記の基準に達しない程度の火山性地震の増加が見られる中で、次のいず
れかが観測された場合
➢二酸化硫黄放出量の増加
➢明瞭な噴気量の増加
➢熱異常域の高温化が見られた場合
＜傾斜変化＞
・近傍の傾斜計（新燃岳北東や高千穂河原や湯之野）で、短時間に山体膨張を
示す傾斜変化（0.1μrad 以上）が見られた場合
【火口周辺に影響を及ぼす噴火の発生】
・ごく小規模〜小規模な噴火が発生（大きな噴石飛散、火砕流等が火口から２
km 以内にとどまる程度）
・顕著な火山性微動の発生（新燃岳南西水平動の最大振幅が 50μm/s 以上の微
動が発生し、空振を観測した場合（新燃西観測点の場合は 30μm/s 以上）
）

平成 30 年３月 29 日現在
当該レベルからの
引き下げの基準
噴火活動、地震活動、
傾斜変動の活動低下が明
らかに認められた場合に
は、必要に応じて火山噴
火予知連絡会等の検討結
果も踏まえながら判断す
る。

観測データに活動低下
が認められた場合には、
必要に応じて火山噴火予
知連絡会等の検討結果も
踏まえながら判断する。

当該レベルの現象が概
ね１ヶ月見られなくなる
など、観測データに活動
低下が認められた場合に
は、火山活動を評価しレ
ベル２への引き下げを判
断する。
なお、警戒が必要な範
囲を新燃岳火口から概ね
４ km 以 内 と し て い る 際
は、観測データに活動低
下が認められ、大きな噴
石が３km を超えて飛散す
る可能性が低くなった場
合には、警戒が必要な範
囲を新燃岳火口から概ね
３km 以内に縮小する。

当該レベルに引き上げ
る現象が概ね２ヶ月見ら
れなくなるなど、観測デ
ータに活動低下が認めら
れた場合には、火山活動
を評価しレベル１への引
き下げを判断する。
なお、24 時間や１時間
の地震回数のみでレベル
２へ引き上げた場合は、
当該レベルの現象が概ね
１ヶ月間見られなくなれ
ばレベル１に引き下げ
る。
山体斜面から噴火の可
能性が低いと認められた
場合には、警戒が必要な
範囲を火口中心から１km
に縮小する。

・ここでいう「大きな噴石」とは、風の影響を受けずに弾道を描いて飛散する大きさのものとする。
・これまで観測されたことのないような観測データの変化があった場合や、新たな観測データや知見が得られた場合は、
それらを加味して評価した上でレベルを判断することもある。
・火山の状況によっては、異常が観測されずに噴火する場合もあり、レベルの発表が必ずしも段階を追って順番通りに
なるとは限らない（下がるときも同様）
。
・レベル５からレベルを下げる場合には、レベル４ではなくレベル３に下げるものとする。
・レベルの引き上げ基準に達しない程度の火山活動の高まりや変化が認められた場合などには、臨時の「火山の状況に
関する解説情報」を発表することで、火山の活動状況の解説や警戒事項をお知らせする。
・以上の判定基準は、現時点での知見や監視体制を踏まえたものであり、今後、随時見直しをしていくこととする。

噴火警報発表中の火山
10の火山で噴火警報を発表中（令和４年３月27日17時20分現在）
火山名
１

南西諸島

伊豆・小笠原諸島

桜島

噴火警報の発表状況

発表年月日

火口周辺警報（レベル３、入山規制）

R3.4.25

２ 諏訪之瀬島

火口周辺警報（レベル３、入山規制）

R3.9.17

３

西之島

火口周辺警報（入山危険）
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４

御嶽山
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５

阿蘇山
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