
 

 

 

 

 

 

  9 月 27 日 11 時 53分頃、「御嶽(剣ヶ峰：標高 3,067ｍ)」で噴火がありました。気象

庁地震火山部によると、御嶽南側斜面を噴煙が流れ下り、南側から東方にかけて噴石

や火山灰が多く確認されています。 

今後、火口から 4km 程度の範囲を中心に、居住地域近くまで影響を及ぼす噴火の発

生が予想され、噴火に伴う大きな噴石や火山灰の飛散等に十分注意する必要がありま

す。 

今のところ御嶽周辺の岐阜県における農作物や施設への影響は少ないと考えられ

ますが、火山情報とともに、風向や降雨等の気象条件にも注意を払い、火山灰等によ

る影響回避を図るため、必要に応じて下記のような対策を講じられるよう農家等への

指導をお願いします。 

 〔写真〕 

御嶽の山頂付近（9 月 28 日 11:24、長野県開田村池の沢にある定点カメラより） 

《多治見砂防国道事務所 HP 資料より》 

 

                                               

「御嶽」の噴火に伴う農作物被害対策の指導要点 
 

9月 27日 11時 53 分頃、御嶽が噴火しました。今のと

ころ目立った被害は発生していませんが、今後も、居住地域

近くまで影響を及ぼす噴火が予想されますので、火山情報を

はじめ、風向や降雨等の気象条件にも注意を払い、必要に応

じて下記のような対策を講じられるようお願いします。    

平成 26年 9月 28日 農業経営課 



被害対策 

共 通 

１ 降灰は微粒子のため、降雨等によって、柔らかくなったり、その後乾くと異常に

固く締まったりするので、降灰量が２cm 以上と多くなる場合は、土壌へのすき混

み、または可能な限り施設を含めた除灰を検討する。 

 

２ 火山の噴火によって生じる火山灰のｐＨや火山性ガスの成分はその都度異なる

ので、必要に応じて成分分析を行う。強酸性の場合はアルカリ資材（石灰等）で中

和し、また、アルカリ性の場合は、その地域の土壌ｐＨが酸性土の場合は混和によ

り対応する。 

    いずれにしても地域のｐＨに応じた土壌改良等の対応を行う。 

 

３ 収穫作業中に、相当量の灰が舞い上がることが予想される。このため防塵マスク 

やゴーグル、うがい用の水の準備を行なう。また、エアークリーナは通常作業以に 

目詰まりしやすいので、早めのフィルターの交換や清掃を行う。 

 

作物別対策 

１ 土地利用型作物 

9 月 27 日現在、8 月の降雨日照不足から水稲の収穫期、収穫作業は遅れ気味で、一

部は未収穫のままとなっている。また、ソバ、大豆は成熟期前で収穫期はソバで 10 月

中旬、大豆で 10 月下旬以降になると思われる。これらに降灰があると茎葉だけでなく

種皮部分（水稲ならモミ、大豆ならサヤ）に灰が付着すると、収穫や脱穀作業の課程

では除去されにくく、品質低下を招く恐れがある。 

  したがって、水稲収穫をできる限り早める。ソバ、大豆についてはクリーナー等の

活用も検討する。 

 

２ 野菜 

  １）野菜は、火山灰が作物に直接堆積することで起きる生育不良や商品価値の低下、

ハウス内の日照不足、火山性ガスによる茎葉の損傷（葉やけ）、落葉、枯死など

が想定される。 

  ２）噴火の規模、噴出する灰やその他噴出物、その成分、さらに気象条件によって

被害地域や規模が異なるので、これらに関する情報収集を必ず行った上で以下の

対策を講じる。 

   ３）ねぎやキャベツ、だいこん等の露地野菜については、火山灰が付着または侵入

すると商品性が著しく低下するので、収穫期に達したものは速やかに収穫する。



また、茎葉に長時間付着すると生育不良を起こすので出来る限り除灰する。 

   ４）夏秋トマトや雨よけほうれんそう、いちご等の施設野菜については、降灰によ

り光合成が阻害され生育不良を起こすことがあるので、ビニール等の被覆資材の

灰をこまめに撒水により除灰する。 

    また、大量降灰の場合は水分を含むことなどにより施設の倒壊を招く恐れがあ

るので支柱等によってハウスを補強する。 

    さらに、降灰の最中は灰がハウス内に侵入しないようハウスを締め切るように

するとともに、液肥の葉面散布や追肥により生育遅延を回避するよう努める。 

 

 ３ 果樹 

    収穫前のリンゴ等の果樹については、可能な限り収穫を早める。また、果樹園の

地表面が長期に渡って降灰に覆われると、根の発達や活力が落ち、樹勢が低下する

ので、除灰とともにｐＨに応じた土壌改資材の施用、バーク堆肥等の有機物の施用

を行う。 

 

 ４ 花き 

   露地の花木については、露地野菜と同様に、除灰とともに必要に応じて土壌改良

資材、追肥等によって樹勢の回復に努める。 

   施設ものについては、ハウスやトンネル上にある積灰をこまめに除灰するととも

に、光量が低下しないように噴霧器等で洗い流す。また、大量降灰に備えてハウス

を支柱等で補強するとともに、暖房機器等の稼働について支障のないよう点検を怠

らないようにする。 

   

 ５ 畜産 

   １）飼料作物 

御嶽周辺地域で作付けのある飼料用トウモロコシへの被害は今のところ確認

されていないが、家畜が火山灰を取り込むと下痢等の消化器系障害や生理障害

を引き起こす場合があるので、付着した飼料は原則として給餌しないようにす

る。またやむを得ない場合でもしっかりと除灰し給餌量も少量に止める。 

    永年性草地に大量に降灰した場合は、地表面の枯死、再生力の低下が心配され

るので、刈り取り処理を行い、土壌改良や追肥等により草勢の回復に努める。 

   ２）畜舎 

        畜舎の屋根とともに、周辺の除灰を行い、家畜が体内に取り込まないようにこ

まめな除灰、搬出を行う。 

 

 



御嶽上空の風と周辺の天気の予想 

                         長野・岐阜県地方気象台                         

●御嶽山頂付近（高度約３０００ｍ）の風の予想 

９月２９日９時～３０日２４時 

風向：概ね、西～北西よりの風 

風速：９月29日は数メートル／秒 ～９メートル未満／秒 

 ９月30日は数メートル／秒 ～ １９メートル未満／秒 

●御嶽周辺（長野県側）の風の予想 

９月２９日９時～３０日２４時 

風向：概ね、北～北西よりの風 

風速：９月29日・30日ともに 

３メートル／秒 ～５メートル未満／秒 

●御嶽周辺（岐阜県側）の風の予想 

９月２９日９時～３０日２４時 

風向：概ね、北～北北東よりの風 

風速：９月29日は３メートル／秒 ～５メートル未満／秒 

    ９月30日は０メートル／秒 ～ ５メートル未満／秒 

 

天  気 

【参考】   《気象庁 火山資料より引用》 

  「御嶽」の概要 

 御嶽は、乗鞍火山列の南端に位置する成層火山で、古期・新期の火山体が侵食期をは

さんで重なり、新期御嶽の初期にはカルデラが生じたが、引き続く活動によってカルデ

ラや放射谷が埋積されて、ほぼ円錐状の現在の地形がつくられた。最新期の活動では、

山頂部に南北方向に並ぶ数個の安山岩の小成層火山を生じた。火口のいくつかは現在火

口湖となっている。岩石は玄武岩・安山岩・デイサイト(SiO2 51～69％)。1979 年の噴

火以降、蒸気の噴煙が続いている。また王滝山頂の西側及び地獄谷内に硫気地域がある。

別名、木曽御嶽山、以前は「御岳山」とも書かれた。 

 新期御嶽火山は継母岳(ままははだけ)火山群と摩利支天(まりしてん)火山群からな

る。約 9～11 万年前、広域テフラとして有効な Pm-I 降下軽石層で始まった大量の流紋

岩質の軽石噴火とそれに伴うカルデラ形成によって活動を開始した。約 8～9 万年前に

は流紋岩－デイサイト質の継母岳火山群の活動があり、カルデラを埋めて溶岩ドームや

火砕流が山体を構成した。 



 引き続いて約 8 万年前からは安山岩質の摩利支天火山群が活動した。8 つの火山から

なり、カルデラ内で火口を移動しながら活動し、カルデラはほぼ埋め立てられて現在の

御嶽火山の南北に並ぶ山頂群が形成された。この火山群の活動はほぼ 2 万年前に終了し

た。木曽川泥流堆積物はこの火山群の活動中の約 5 万年前に発生した大規模な岩屑なだ

れ－土石流堆積物であり、その流下距離は木曽川沿いに約 150km に達している。最近 2

万年間は、水蒸気爆発を中心にした活動期である(首都機能移転の火山災害に係る検討

会 HP)。 

 南東山麓では 1978 年からしばしば地震の多発がみられ、昭和 59 年（1984 年）9 月

14 日にはマグニチュード 6．8 の地震（昭和 59 年（1984 年）長野県西部地震）が発生

した。 

 

〔近年における御嶽山の火山活動〕 

 ◆1979(昭和 54)年 10 月 28 日 噴火  

  早朝、剣ケ峰の南西側斜面で割れ目から水蒸気爆発。噴火は 14 時頃最盛期を迎え、 

同夜にほぼおさまる。剣ケ峰付近に噴石が飛散、前橋付近まで降灰、噴出物総量は約

20 数万トン。山麓で降灰による農作物被害。  

  ◆1988(昭和 63)年 10 月 4～10 日 火山性地震（低周波地震）多発。  

 ◆1991(平成 3)年４月 20 日～７月 

  ・5 月 12 日 最大規模の火山性微動発生（最大振幅 4.5 ミクロン、継続時間約３分） 

  ・5 月中旬 ごく小規模な噴火 

  ・5 月 20 日の現地調査で、1979 年噴火の第 7 火口から火山灰を噴出した跡を確認

（第 7 火口はこれまで噴気もなかった）。5 月 30 日の名古屋大学による調査で、     

第７火口東側 200m 程度の範囲に最大厚さ 1cm 程度の火山灰を確認、噴出物総量

数 10 トン程度。 

 ◆1992(平成 4)年 11 月 12 日 火山性地震増加（52 回）  

 ◆1995(平成 7)年 8 月 24 日～29 日 火山性微動計 7 回発生。最大は 25 日 00 時 14 分

に発生した振幅 0.9 ﾐｸﾛﾝ、継続時間約２分間。  

 ◆2006(平成 18)年 12 月～2007(平成 19)年１月 火山性地震増加  

  下旬から山頂付近を震源とする微小な火山性地震が増加し、29 日以降は一時的に

多発。最大地震は 30 日 15 時 33 分の M1.3。 


