
表 1 アンケート調査の質問項目 

図 1 情報収集におけるネット利用者の割合 

図 2 火山登山者向け情報と登山届の関連性 

図 3 登山可能なレベルの回答結果 
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１.はじめに 

栗駒山は、現在、火山活動に大きな変化はみられない

が、昭和湖やゼッタ沢周辺では人体に有毒な火山ガスが

普段から発生しており、登山する上で留意が必要である。 

秋田駒ヶ岳は、近年、火山性地震の増加が時々みられ、

2018 年２月以降、火山性微動や低周波地震などが発生

しており、「火山活動の推移」が注意･警戒されている。 

栗駒山、秋田駒ヶ岳には多くの登山者が訪れ、登山コ

ースも比較的短く火口周辺まで行くことができる。一方

で、御嶽山や草津白根山噴火のような火口周辺での突発

的な噴火が発生した場合、多くの登山者に被害がおよぶ

ことが考えられる。 

しかし、これまで登山者等の安全確保について県や市

町村に対するアンケート調査は行われてきたが、登山者

を対象とした火山防災意識についてのアンケート調査

はあまりされてこなかった。 

そこで、本研究では、登山者の火山防災のあり方を考

えるため、岩手県立大学とともに栗駒山と秋田駒ヶ岳の

登山者を対象としたアンケート調査を行うとともに、そ

の結果をもとに、火山防災の意識向上のための取り組み

について検討した。以下に、検討結果を報告する。 

２.防災意識アンケート調査の概要 

2.1.アンケートの実施時期と項目 

本調査では、火山活動が比較的静穏な栗駒山（火山活

動解説情報[臨時]が発表されていない火山）と、2017

年９月以降、火山活動が活発化しつつある秋田駒ヶ岳を

調査対象火山とした。ここで、火山活動が静穏な栗駒山

に比べ、火山活動が活発化した秋田駒ヶ岳の登山者は、

火山防災に対する意識が高いと想定し比較対象とした。

調査時期は登山客が多いと考えられる紅葉シーズンと

し、３連休であった平成 30 年 10月７日（日）に栗駒山

で、10 月８日（月）に秋田駒ヶ岳で、登山者を対象と

したアンケート調査を実施した。アンケートの質問項目

を表１に示す。 

 

 

 

 

 

2.2.アンケート調査方法と対象者数 

調査は、登山口において、登山者に直接聞き取る方法

で行った。調査対象者は栗駒山で 75人、秋田駒ヶ岳で

84 人であった。 

３.アンケート調査の結果 

3.1.回答者の基本属性 

回答者の男女比はほぼ半数であった。また、栗駒山で

は関東からのツアー客、秋田駒ヶ岳では東北地方からの

登山客が多く占めた。 

3.2.アンケート調査結果と検討 

各質問の回答に対し、単集計およびクロスチェックを

行った。以下、注目すべき事項について示す。 
１．情報収集の手段 
２．登山届の提出 
３．噴火警戒レベルの浸透 
４．突発的な火山活動に対する備え 

①約 70％の人が情報収集にネットを活用していた。 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

秋田駒ヶ岳

栗駒山

Q 情報収集にネッ ト を利用したか

利用した 利用していない

栗駒N=55

秋駒N=64

 
 

②火山登山者向け情報を「見た」または「知っている(見

てはいない)」人の半数以上は登山届を提出していた。 

0% 50% 100%

見た

見ていない（ 情報の存在は知っている）

見ていない（ 情報の存在を知らない）

「 見ていない」 のみ

Q 火山登山者向け情報に注意を払ったことと 登山届の提出

提出した 提出しない

N=34
N=48
N=51
N=23

 
 

③噴火警戒レベルを「知っている」または「聞いたこと

がある」と回答した人のうち、登山可能なレベルを理

解していたのは両火山とも約 20％であった(図 3)。 

④「噴火の可能性」があると答えた人は、両火山とも「訪

れた山が活火山と知っている」と回答した人であった。 

⑤火山活動が活発化した場合に対する登山時の備えと

して、普段持ち歩いている携帯電話や飲料水は多くの

人が持っていたが、非常食等の持参率は低かった。 

回答者の基本属性 ・性別､年齢､住まい　　 　など

情報収集行動
･情報収集方法、内容
・現地での立寄り場所　　など

登山時の安全対策 ・登山届の提出､装備品　など

火山防災意識
・活火山であること
・噴火警戒レベル　　　　　など
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図 4 噴火警戒レベルに関する理解度 

図 5 居住地と火山による傾向 

図 6 情報提供施設の利用 

４.アンケート調査結果からの考察 

調査結果を踏まえ、噴火警戒レベルや登山届等、火山

防災に関わる情報の発信・伝達方法について考察した。 
4.1.防災知識と行動の関連 

噴火警戒レベルについては、栗駒山・秋田駒ヶ岳とも

に登山者の約 90％が「よく知っている」または「聞い

たことがある」と回答した(図４.上)。このうち、噴火

警戒レベルを正しく回答できた割合は、２火山とも半数

程度にとどまり(図４.中)、登山可能なレベルを正しく

回答できた割合は２火山とも 20％と非常に低かった

(図４.下)。このことから、噴火警戒レベルの言葉自体

は浸透しているが、その具体的な意味や内容については

あまり理解されていないと考えられる。また、訪れた山

の噴火警戒レベルや、登山可能なレベルについての理解

の向上が、今後の課題である。 

情報収集の手段としてインターネットが多く利用さ

れていたことから、登山者が目を向けやすい観光協会や

登山に関する情報ページでの情報提供をしていく必要

がある。これにより、非常食等の非常用備品に対する登

山者の意識も向上するかもしれない。 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

秋田駒ヶ岳

栗駒山

Q 噴火警戒レベルを知っているか

よく 知っている 聞いたことがある あまり 知らない 知らない 無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

秋田駒ヶ岳

栗駒山

Q 各火山の現時点での噴火警戒レベルを知っ ているか

レベル1 レベル2 レベル3 レベル4 レベル5 無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

秋田駒ヶ岳

栗駒山

Q 登山可能な噴火警戒レベルを知っているか

レベル1 レベル2 レベル3 レベル4 レベル5 無回答  
 
 
 

4.2.遠方からの観光客にみられた特徴 

栗駒山は、行楽シーズン（連休）のためか、関東から

のツアー観光客が多かった(図５.上)。ツアー客の傾向

として、栗駒山が活火山であることについての認識が低

かった(図５.下)。 
また、登山届を提出することの必要性を認識していな

がら、ツアー旅行なので提出していないと回答する者も

多かった(図５.中)。ツアー旅行客（登山者）は、安全

管理面も含め、観光会社に任せきりとなる傾向が見られ

た。 
栗駒山等、ツアー客の多い活火山では、火山防災情報

に関し、観光会社への周知も重要になってくる。 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

秋田駒ヶ岳

栗駒山

Q 居住地

東北地方 関東地方 北海道地方 中部以西 無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

秋田駒ヶ岳

栗駒山

Q 登山届を提出したか

提出した 提出していない 無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

他地域

東北地方

Q 居住地域と栗駒山が活火山であるこ との認知

よく 知っている あまり 知らない 聞いたことがある 知らない

N=28
N=47

 
 

4.3.情報発信の場 

栗駒山と秋田駒ヶ岳には、火山情報を提供する施設が

あるが、利用状況に違いがあった。栗駒山の「須川ビジ

ターセンター」は、施設位置がやや寄りにくいところに

あるためか、利用者が少なかった。一方、秋田駒ヶ岳の

「アルパこまくさ」は、八合目行きバスの乗り換え場所

にあるためか、利用者が多かった(図６.上)。この立寄

り目的として、火山情報の収集と回答する者は少なかっ

た(図５.中)が、施設利用者の約 50％が、施設内に常設

されている「火山防災情報センター」に立寄り、情報を

得ていた(図５.下)。 

登山者が立寄りやすい仕組みを作れば、施設は情報発

信の場として有効活用できると考えられる。 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

須川ビジターセンター

アルパこまく さ

Q 情報提供施設への立ち寄り

立ち寄った 立ち寄っていない 無回答

N=84
N=75

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

度数
Qアルパこまく さに、 火山情報取得を目的として立ち寄っ た

目的とする 目的としていない

N=77

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

度数
Q 火山防災情報ステーショ ンを閲覧し たか

よく 見た 少し見た あまり 見ていない 見ていない

N=77

 
 

５.おわりに 

アンケート結果より、噴火警戒レベルは、登山者に十

分理解されている状況に無いことがわかった。 
一方、年齢･性別を問わず、登山者の情報源としてイ

ンターネットが活用されていることがわかった。 
粘り強い周知活動は、長い目で見れば周知に繋がると

考えられる。今後は、インターネットによる配信内容･

方法等のあり方について検討するとともに、登山者への

情報提供を多方面から行えるよう、観光会社への情報周

知、火山地での登山者立寄り場所の有効活用を考えてい

く必要がある。 

- 776 -


	ポスター発表_要旨 
	P-202 栗駒山・秋田駒ヶ岳における登山者の火山防災意識調査と検討




