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日本の活火山 Active Volcanoes in Japan

■日本の活火山の分布 Location of Active Volcanoes in Japan

　世界には、約1,500の活火山があります。そのうち、日本には111の活火山があり、世界で

も有数の火山国といえます。火山噴火予知連絡会では、概ね過去1万年以内に噴火した

火山及び現在活発な噴気活動のある火山が活火山として選定されています。

There are 111 active volcanoes in Japan, while the number worldwide is about 1,500. Based on a study 
by the Coordinating Committee for Prediction of Volcanic Eruptions, JMA defines an active volcano as 
“a volcano that has erupted in approximately the last 10,000 years” and/or “a volcano with vigorous 
fumarolic activity at present.”

この地図は、国土地理院発行の数値地図50m（標高）を使用したものである。

日本の111の活火山
111 Active Volcanoes in Japan
    1   知床硫黄山 Shiretoko-Iozan
    2     羅臼岳 Rausudake
    3     天頂山 Tenchozan
    4    摩周 Mashu
    5    アトサヌプリ Atosanupuri
    6    雄阿寒岳 Oakandake
    7    雌阿寒岳 Meakandake
    8   丸山 Maruyama
    9   大雪山 Taisetsuzan
  10   十勝岳 Tokachidake
  11   利尻山 Rishirizan
  12     樽前山 Tarumaesan
  13   恵庭岳 Eniwadake
  14   倶多楽 Kuttara
  15   有珠山 Usuzan
  16   羊蹄山 Yoteisan
  17   ニセコ Niseko
  18   北海道駒ヶ岳 Hokkaido-Komagatake
  19   恵山 Esan
  20   渡島大島 Oshima-Oshima
  21   恐山 Osorezan
  22   岩木山 Iwakisan
  23   八甲田山 Hakkodasan
  24   十和田 Towada
  25   秋田焼山 Akita-Yakeyama
  26   八幡平 Hachimantai
  27   岩手山 Iwatesan
  28   秋田駒ヶ岳 Akita-Komagatake
  29   鳥海山 Chokaisan
  30   栗駒山 Kurikomayama
  31   鳴子 Naruko
  32   肘折 Hijiori
  33   蔵王山 Zaozan
  34   吾妻山 Azumayama
  35   安達太良山 Adatarayama
  36   磐梯山 Bandaisan
  37   沼沢 Numazawa
  38   燧ヶ岳 Hiuchigatake
  39   那須岳 Nasudake
  40   高原山 Takaharayama
  41   男体山 Nantaisan
  42     日光白根山 Nikko-Shiranesan
  43   赤城山 Akagisan
  44   榛名山 Harunasan
  45   草津白根山 Kusatsu-Shiranesan
  46   浅間山 Asamayama
  47   横岳 Yokodake
  48   新潟焼山 Niigata-Yakeyama
  49   妙高山 Myokosan
  50   弥陀ヶ原 Midagahara
  51   焼岳 Yakedake
  52   アカンダナ山 Akandanayama
  53   乗鞍岳 Norikuradake
  54   御嶽山 Ontakesan
  55   白山 Hakusan
  56   富士山 Fujisan
  57   箱根山 Hakoneyama
  58   伊豆東部火山群 Izu-Tobu Volcanoes
  59   伊豆大島 Izu-Oshima
  60   利島 Toshima
  61   新島 Niijima
  62   神津島 Kozushima
  63   三宅島 Miyakejima
  64   御蔵島 Mikurajima
  65   八丈島 Hachijojima
  66   青ヶ島 Aogashima
  67     ベヨネース列岩 Beyonesu(Bayonnaise)Rocks
  68   須美寿島 Sumisujima(Smith Rocks)
  69   伊豆鳥島 Izu-Torishima
  70   孀婦岩 Sofugan
  71   西之島 Nishinoshima
  72   海形海山 Kaikata Seamount
  73   海徳海山 Kaitoku Seamount
  74   噴火浅根 Funka Asane
  75   硫黄島 Ioto
  76   北福徳堆 Kita-Fukutokutai
  77   福徳岡ノ場 Fukutoku-Oka-no-Ba
  78   南日吉海山 Minami-Hiyoshi Seamount
  79   日光海山 Nikko Seamount
  80   三瓶山 Sanbesan
  81   阿武火山群 Abu Volcanoes
  82   鶴見岳・伽藍岳 Tsurumidake and Garandake
  83   由布岳 Yufudake
  84   九重山 Kujusan
  85   阿蘇山 Asosan
  86   雲仙岳 Unzendake
  87   福江火山群 Fukue Volcanoes
  88   霧島山 Kirishimayama
  89   米丸・住吉池 Yonemaru and Sumiyoshiike
  90   若尊 Wakamiko
  91   桜島 Sakurajima
  92   池田・山川 Ikeda and Yamagawa
  93   開聞岳 Kaimondake
  94   薩摩硫黄島 Satsuma-Iojima
  95   口永良部島 Kuchinoerabujima
  96   口之島 Kuchinoshima
  97   中之島 Nakanoshima
  98   諏訪之瀬島 Suwanosejima
  99   硫黄鳥島 Io-Torishima
100   西表島北北東 Submarine Volcano
   海底火山 　NNE of Iriomotejima
101   茂世路岳 Moyorodake
102   散布山 Chirippusan
103   指臼岳 Sashiusudake
104   小田萌山 Odamoisan
105   択捉焼山 Etorofu-Yakeyama
106   択捉阿登佐岳 Etorofu-Atosanupuri
107   ベルタルベ山 Berutarubesan
108   ルルイ岳 Ruruidake
109   爺爺岳 Chachadake
110   羅臼山 Raususan
111   泊山 Tomariyama
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噴火警戒レベルが運用されている火山についての噴火警報及び噴火予報
Volcanic Warnings and Volcanic Forecasts for volcanoes where Volcanic Alert Levels are in effect

2021年12月16日　噴火警戒レベルキーワード変更

Evacuation from 
residential areas at 
risk is necessary.

Note: The target areas subject to evacuation and restrictions varies depending on local conditions and volcanic activity

Evacuation of the elderly 
and other persons requiring 
special care, and preparation 
for evacuation of residents in 
residential areas at risk is 
necessary. 

Stand by and pay 
attention to changes in 
volcanic activity. 
Preparation for the 
evacuation of the elderly 
and other persons 
requiring special care, 
depending on the situation.

Restrictions on entry to 
areas at risk, such as 
prohibition of climbing 
and restrictions on 
mountain entry. 

No action required.

Restrictions on entry to 
areas near and around 
the crater.

No restrictions. 
Restrictions on entry to 
the crater, depending 
on the situation.

Volcanic Alert Levels & Keywords Expected volcanic
activity

Action to be
taken by residents

Action to be
taken by climbers

Explanation

Eruption or imminent 
eruption  that may cause
serious damage in
residential areas and non-
residential areas near 
the crater.

Possibility or increasing
possibility of eruption that
may cause serious damage
in residential areasand non-
residential areas near 
the crater.

Eruption or possibility of 
eruption that may severely 
a�ect places near 
residential areas (possible 
threat to life in such areas).

Eruption or possibility of 
eruption that may a�ect 
areas near the crater 
(possible threat to life in 
such areas).

Calm: Possibility of volcanic 
ash emissions or other 
related phenomena may 
occur in the crater (possible 
threat to life in the crater)

Residential 
areas and
non-

residential 
areas

nearer the 
crater

(                     )

(                         )
Non-

residential
areas near
the crater

Around
the crater

Inside
the craterForecast

Abbreviated
Term

Target
area

elderly, etc.

Evacuation
of the

Restriction
on proximity
to the volcano

Restriction
on proximity
to the crater

Potential for 
increased 
activity 

Evacuation 

Residential
area

a.k.a.
Residential
area Warning

Volcanic
Warning

(                   )

(                        )
Near the
crater

a.k.a.
Near-crater
Warning

Volcanic
Warning

Level
１

Level
２

Level
３

Level
４

Level
５

Classification

Enaergency
Warning

Warning

Forecast

登山禁止・入山規

制等、危険な地域

へ の 立 入 帰省等

（状況に応じて規制

範囲を判断）。

火口周辺への立周

規制等（状況に応

じて火口周辺の規

制範囲を判断）。

特になし（状況に

応じて火口内への

立入規制等）。

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。

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）。

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。

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。

火山活動は静穏。

火山活動の状態によって、

火口内で火山灰の噴出等が

見られる（この範囲に入った

場合には生命に危険が及ぶ）。

通常の生活。（状

況に応じて火山活

動に関する情報収

集、避難手順の確

認、防災訓練への

参加等）。

通常の生活（今後の

火山活動の推移に注

意。入山規制)。状況

に応じて高齢者等の

要配慮者の避難の準

備等。

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）。

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）。

居住地域

及び
それより

火口側

火口から

居住地域

近くまで

火口周辺

火口内等

噴火警報

（居住地域）

又は

噴火警報

噴火警報

（火口周辺）

又は

火口周辺
警報

噴火予報

登山者・入山者への対応火山活動の状況 住民等の行動

説明
噴火警戒レベルとキーワード対象範囲名　称

レベル
　１

レベル
　２

レベル
　３

レベル
　４

レベル
　５

避難

高齢者等
　避難

入山規制

火口周辺
　規制

活火山で
あること
に留意

種別

特別
警報

警報

予報








