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雲仙噴火－災害と復興

　島原市とその周辺地域は、1990-1995 年（平成 2- 平成 7）までの雲仙火山の噴火で、相次ぐ火砕流や土石流によっ

て被害を受けました。この視察旅行では噴火による災害やそれからの復興に焦点を当てます。私たちは被災地を訪

れ、噴火の痕跡を見学します。また、噴火を経験した地元住民の代表の方に「語り部」として当時の災害体験を語っ

て頂きます．さらに私たちは災害後の復興施設や土石流災害を防ぐための砂防事業を見学します。そして、市内の

小学校や中学校を訪れ、火山災害の経験を若い世代に伝承する取り組みを見学します。

（清水 洋）

雲仙地域のテクトニクスと地質の概要

九州の基盤地質

　九州の地質構造は内帯と外帯に中央構造線によって大きく分けられます。ただし、本州で明瞭な中央構造線は、

九州では不明瞭となり臼杵八代構造線にとって代わります（図１）。九州を構成する地質の単位は中央構造線にほ

ぼ平行に配列しており、その構造は、基本的には、古生代後期から引き続く、プレートの沈み込みによる地層の付

加とそれに伴う火山 - 変成作用によって形成されたものです。本州において、中央構造線の南側に低温高圧変成帯

（三波川帯）、北側に高温低圧変成帯（領家帯）が接する関係は九州に入ると不明確になります。内帯の領家帯では、

古生代の地層が中生代の花崗岩類によって貫かれ、中生代～新生代の内陸性の堆積岩によって覆われます。一方、

外帯では、古生代後期から新生代初期の堆積岩が南に向かって若くなるように分布し、ところどころ中期中新世の

小さな花崗岩類によって貫かれています。

図 1.　九州と日本におけるテクトニクス（構造的な場） Kamata and Kodama (1994) に加筆
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九州における火山フロントと火山活動

　中部と南部九州の新生代後期の火山活動は、約 700 万年前に始まるフィリピン海プレートの沈み込みによって

生じたものです。本州の西部にある大山火山に始まり中部九州を通って琉球弧にまで至る、現在の火山フロント（西

日本火山帯とよばれる）は約 200 万年前に確立されたものです（図２）。中部九州と南部九州では火山フロントの

上に巨大カルデラ（阿蘇、姶良、阿多、鬼界などのカルデラ）が位置しており、その周囲には火砕流台地が広大に

図 2.　九州の火山分布と火山フロント（星住 , 2006)
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広がっています。琉球弧の南、火山フロントの背後には、沖縄トラフとよばれる背弧拡大が起こっており、その地

形的な窪みはフロントに平行に北側に追跡することができます。しかし、その延長部が島原半島に上陸するのか、

あるいは、さらに北上するのかについては不明です。北部九州の背弧側では、1100 万年前からプレート内部（ホッ

トスポット）型の玄武岩の活動が続いています。この玄武岩の活動によって松浦や東松浦の小規模な玄武岩台地が

形成されました。福江島や小
お ぢ か

値賀島は、このタイプのマグマの活動によって最近できた火山です。雲仙はこの玄武

岩活動域の南限に位置しており、雲仙火山の基盤岩には、アルカリ玄武岩とソレアイト玄武岩が見られます。

中部九州のテクトニクス（構造的な場）

　別府から島原半島にのびる狭い帯状の地域には、ほぼ東西から北東南西方向に伸びる正断層や走行断層が卓越

しています。この地域は別府 - 島原地溝帯と呼ばれました（松本，1979）。別府 - 島原地溝帯では、特に、別府市

や阿蘇山の近くや島原半島において、浅所地震がしばしば群発します。多田（1985）は、測地学データから別府

- 島原地溝帯地域が過去百年間に、年間 1.4cm の割合で南北に拡大し、年間 2.5mm の割合で沈降していることを

見つけ、この別府 - 島原地溝が活動的なリフト（拡大する割れ目）であると考えました。しかし、最近の地質学的

証拠からは、この地域に広大なリフト帯が存在するとは考えにくいようです。その代わり以下のようなモデルが提

案されています。すなわち、フィリピン海プレートが九州（ユーラシアプレート）に対して斜めに沈み込むことに

よって、中央構造線を挟む両側の地域は右横ずれの動きをしています。外帯に対する内帯のずれによって雁行状で

方形の盆地（プルアパート盆地）が形成されました（佃，1993；Kamata and Kodama, 1994）。すなわち、不規

則な間隔で北東から南西に並ぶ小さな盆地が中央構造線の背後に形成されたというのです。最近の中部九州の重力

のデータからは、別府 - 島原地溝帯の中に複数の負異常を持つ盆地が配列していることが明らかにされています。

雲仙はこのような活動的な盆地群の一つである雲仙地溝の中で発達した火山です。

（中田節也）

雲仙火山の地質と噴火史

　雲仙火山の噴出物は、角閃石安山岩 - デイサイトの数多くの溶岩ドームや厚い溶岩流及び火砕物からなり、島原

半島の東西 20km 南北 25km に渡って広く分布します（図 3）。また雲仙火山が位置する雲仙地溝の南北の境界は、

火山噴出物に埋積され一部ははっきりしません。

　雲仙火山は、約 50 万年前にほぼ同時代の先雲仙火山の輝石安山岩を覆うように活動を開始しました（渡辺・星住，

1995；Hoshizumi, et al., 1999）。雲仙火山の噴出物は、大きな（径 3mm 以上）角閃石や斜長石の斑晶が多く全

活動期間を通じてほぼ同様の特徴を示します。雲仙火山は、地質調査及び山麓掘削（USDP; 雲仙科学掘削計画）に

よって、時代別に三つに区分できることがわかりました。古い方から、古期（50-30 万年前）、中期（30-15 万年前）、

新期（15 万年前 - 現在）です（図 3）。古期雲仙（50-30 万年前）の噴出物は、雲仙地溝外側の南側と北側に扇状

に広がるとともに、地溝内部ではより若い噴出物に埋積されています。地溝南側の扇状に堆積した噴出物は、先雲

仙火山岩類を覆い、軽石に富む火砕流堆積物、岩塊火山灰流堆積物（block-and-ash flow deposit）、土石流堆積物

と一部溶岩流からなります。地溝北側の火山性扇状地は北側に傾き、上流側は東西方向の断層により切断されてい

ます。北側と南側の火山性扇状地を内側に延長すると、想定される当時の山頂は、現在よりも高い位置にあります。
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千々石湾
Chijiwa Bay

図３．雲仙火山の地質図と年代測定値



5

Cities on Volcanoes 5 conference

B1  UNZEN VOLCANO

は
じ
め
に

すなわち、雲仙火山は 50 万年前から 30 万年前にわたる最初の 20 万年間、地溝の沈降よりも速く成長し緩やか

な円錐状の火山体を形成していました。

　その後 30 万年前以降は、地溝の沈降速度が噴出物の堆積速度を上回るようになり、噴出物は地溝の内側にぶつ

かって止まるようになりました。この中期雲仙（30-15 万年前）の噴出物は、主に地溝内を東西方向に流れた溶岩

や火砕物からなります。雲仙地溝西部（雲仙温泉～小浜）では、火砕流や土石流は少なく、厚い溶岩流が地溝内部

を埋めています。地溝東部（水無川上流部～島原）では、新期の噴出物に覆われて部分的に溶岩流が露出するほか、

一部は地溝の北端を越えて火砕物が広がります。

　新期雲仙（15 万年前～現在）では、野岳、妙見岳、普賢岳、眉山の 4 つの山体が形成されました（図 4）。これ

らの火山体は、中期雲仙の高まりの東側に噴出したため火砕物は西側へは流れず東側へと流下しました。西側の小

浜地域では、新たな火砕物の供給が途絶えたため、地溝の沈降活動の結果、海が進入し、海岸線が島原半島の内側

へと湾入しました。その一方で地溝東側では、火砕流や土石流などによる火砕物が継続的に上流から流下し 、火

山性扇状地の成長が続きました。

　野岳は、新期雲仙の最初の火山体でおよそ 120-70 万年前に噴出しました。その北側に馬蹄形崩壊地形があるこ

とから、妙見岳形成以前に崩壊したようです。妙見岳は、2-3 万年前に形成された小規模な成層火山体で、径 1.5km

の妙見カルデラと呼ばれる崩壊地形があります。同時期の噴出物として、いくつかの溶岩ドームや溶岩流、火砕流

堆積物、岩屑なだれ堆積物（山体崩壊堆積物）があります。普賢岳は、妙見カルデラの内側に生成した溶岩ドーム

群です。稲生山など、普賢岳と同様に若い岩体が、普賢岳の東側にいくつか分布しています。眉山は、南北二つの

溶岩ドーム（七面山・天狗山）からなり、周辺に岩塊火山灰流堆積物が広がっています。噴出年代は 4-5 千年前

と考えられます。普賢岳は、現在も活動を続けており、1663 年と 1792 年には、それぞれ古
ふるやけ

焼溶岩と新
しんやけ

焼溶岩を

図４．南東側からみた雲仙火山と掘削地点（渡辺・星住 , 1995、Hoshizumi et al., 1999 を基に作成） 
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噴出しました。古焼溶岩は、角閃石斑晶を含む玄武岩質安山岩で、妙見カルデラのすぐ内側で噴出し長さ 1km に

わたって流下しました。新焼溶岩は、角閃石斑晶を含むデイサイトで、妙見岳の北東斜面から噴火が始まり、2km

流下しました。その一ヶ月後に発生した地震により、眉山の東斜面が大規模に崩壊し、島原市街地を飲み込みなが

ら、島原湾（有明海）に崩壊土砂が突入し、津波被害とあわせて約 15,000 人の犠牲者が生じました。この結果、

九
つ く も

十九島
じま

と呼ばれる小島が生じました。
　　　　　　　　（星住英夫）

岩 石

　雲仙火山岩類（雲仙火山の岩石）は、含カンラン石両輝石角閃石安山岩および含黒雲母角閃石デイサイト（SiO2: 

59 - 67 wt. %）から構成されます。これに対して、先雲仙火山岩類は、カンラン石玄武岩と両輝石安山岩からなり

ます（SiO2: 47 - 63 wt. %）。雲仙火山岩類は、初期の噴出物を除き、大型（3 - 20 mm）の斜長石・角閃石斑晶で

特長づけられ、総斑晶量は 25 vol. %を越えます。雲仙火山の最初期の噴出物（K-Ar 年代値：0.44 - 0.50 Ma; GSJ

未公表データ）は、少量の小型斑晶（15 - 25 vol. % , 1 - 2.5 mm）で特長づけられるデイサイト（SiO2: 64 - 68 wt. %）

であり、USDP-1 および USDP-2 コアに普遍的に認められます。（図４）一方、先雲仙期末期の噴出物（K-Ar 年代値：

0.47 - 0.52 Ma）もまた、少量（数 vol. %以下）の角閃石斑晶を含む、安山岩です（SiO2: 55 - 60 wt. %）。

　雲仙火山期と先雲仙火山期の火山活動は連続的であったにもかかわらず、両火山岩類の化学組成の違いは明瞭で

す。MgO（wt. %）に対して、主成分および微量元素組成をプロットした図５において、両火山岩類を比較すると、

先雲仙火山岩類は曲線状にプロットされるのに対して、雲仙火山岩類は直線状にプロットされます。曲線状の化学

変化トレンドは、結晶分化作用によるものと考えられ、一方、直線状のトレンドは、苦鉄質マグマと珪長質マグマ

の混合によるものと考えられます。雲仙火山岩類におけるマグマ混合モデルは、多くの研究者によって提示されて

います（例えば、Nakamura, 1995; Nakada and Motomura, 1999）。また、雲仙火山岩類中に普遍的に認められる、

無斑晶質の暗色包有物の存在について、無斑晶質の玄武岩マグマと斑晶に富むデイサイトマグマの混合あるいは

混成した証拠とも考えられています（Sugimoto et al., 2005; Browne et al., 2006）。マグマ混合の苦鉄質端成分は、

無斑晶で分化した玄武岩マグマ（MgO : 5.5 wt. %）と見積られます。島原半島において、結晶分化作用からマグマ

混合へと、マグマシステムが大きく変化した時期は、本地域における複成火山の形成の始まりと一致しています。

※ vol. %は、体積の割合。wt. %は、重量の割合を示します。
（杉本健・中田節也）
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図 5．先雲仙火山岩類および雲仙火山岩類の全岩化学組成プロット（Sugimoto et al., 2005)
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地球物理観測から推定される雲仙
火山の地下構造とマグマ供給系 
　雲仙火山の 1990-1995 年噴火では、さま

ざまな地球物理観測が大学の合同観測班や国

の研究機関によって実施され、また、噴火終

息後も人工地震探査をはじめ多くの調査や観

測が行われました。これらの調査・観測から、

雲仙火山の内部構造やマグマ供給系について

多くの知見が得られています。

地震活動と地殻変動から推定されるマグマ供給系

　1990 年（平成 2）11 月の噴火開始の約 1 年前から島原半島西方の千
ち ぢ わ

々石湾で群発地震活動が始まりました。

この地震活動は、その後普賢岳に向かうように東方へ震源域を移動させながら、1991 年（平成 3）5 月に溶岩ドー

ムが出現するまで活発な状態を保ちました。これらの震源は、千々石湾（橘湾）ではカルデラ構造を示唆するよう

に円弧状に、また、半島内では普賢岳へのマグマ上昇経路を示唆するように東へ浅くなる 2 列の帯状に、それぞ

れ分布しました（馬越ほか , 1994; Umakoshi et al., 2001、図６左図）。また、発震機構は帯状震源分布の下方に圧

力源が存在することを示しました。さらに、水準測量と GPS 観測からも同様に震源域の下方に圧力源が求められ

ました（石原 , 1993; Kohno et al., 2007; Nishi et al., 1999 、図６の source A-D）。これらのことから、千々石湾の

深さ 15-20km に深部マグマ溜りがあって、マグマはそこから普賢岳に向かって 40-50 度の角度で斜めに上昇した

ものと考えられます。

地球物理観測から推定される火道浅部のマグマ活動
　1990-1995 年噴火時には、火山地下浅部においてマグマ活動によるさまざまな現象が観測されました（Uhira 

et al., 1995; Yamasato, 1999; 馬越ほか , 2002、図６右図）。それらは、溶岩ドームの成長にともなう低周波地震、

ブルカノ式噴火に伴う爆発地震と圧力変動および孤立型の火山性微動などです。これらの震源は、火口から西へ約

60 度の角度で傾き下がる線上に分布しています。これらのことは、平成噴火の火道が火口から西方へ斜めに傾い

ていることを示しており、前述のように千々石湾の地下深部から斜めに上昇するマグマ供給系の存在と調和的です。

　一方、1991 年（平成 3）5 月に溶岩ドームが出現する直前には、火口直下のごく浅い場所で高周波地震が山体

膨張を伴いながら群発しました。この現象は、火道を上昇してきたマグマが火道壁から山体浅部に板状（岩脈状）

に貫入したことによって発生したと考えられます（Yamashina and Shimizu, 1999）。貫入した岩脈の長さは 400m

以上、厚みは最大で 13m、その上端の深さは約 130 ｍと推定されました。また、火道の直径は約 40m と推定され、

この値は上述のブルカノ式噴火時の圧力変動源の直径とも一致します。

　地震波トモグラフィーの結果からは、普賢岳下の海水面付近の深度に地震波が低速度で伝わる領域が見いだされ

図 6．1990-1995 年噴火に伴う地震・微動活動の震源分布と圧力源の
位置（Shimizu et al., 2006)
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ました（Nishi, 2002）。この低速度域の広がりは 1km 程度であり、孤立型微動の震源域や電気伝導度の高い領域

とも一致していることから（Kagiyama et al., 1999）、この領域には熱水系が存在している可能性が示唆されます

（Hashimoto,1997）。

地震探査によって明らかになった雲仙火山の地下構造

　雲仙火山の地下構造の解明と火道の検出を目的として、人工震源を用いた地震探査が 2001 年（平成 13）12 月

に雲仙科学掘削プロジェクトの一環として実施されました（Shimizu et al., 2005）。この探査では、雲仙地溝を南

北に横切る路線上に約 580 個の地震計を 25m 間隔で並べ、路線上の約 280 箇所で発震しました。そして、地下

構造の不連続面から反射してきた地震波を解析して雲仙火山の地下構造を推定しました。　得られた構造断面（図

７）には、雲仙地溝の陥没構造が明瞭に認められます。また、深さ 3km には圧力源 B の位置に対応する顕著な反

射面が存在しており、おそらくこれがマグマ溜りの上面であろうと推定されます。一方、海水面の深度から圧力源

B 付近まで、反射強度の著しく弱い領域がほぼ鉛直に細長く延びています。火山性地震もこの狭い領域に沿って発

生していることから、これが火道あるいは西山腹下への岩脈貫入を示すものと解釈されます。

（清水　洋、松島　健）

図 7．反射法地震探査から得られた雲仙火山の地下構造の南北断面 (Shimizu et al., 2005)
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平成噴火の概要

　 平 成 噴 火 の 概 要 は Nakada and Fujii (1993) お よ び

Nakada et al. (1999) にまとめられています。

　198 年の休止期を経て雲仙火山は 1990 年（平成 2）11

月 17 日に噴火を開始しました。小規模な火山灰噴出（水

蒸気爆発）が地獄跡火口と九
つ く も

十九島
じま

火口から始まりました。

この噴火に先駆けて 1989 年（平成 1）11 月に火山の西

部にある千々石（橘）湾の下で群発地震が発生し、その震

源は次第に山頂に移動してきました。孤立型微動が 1990

年（平成 2）7 月に初めて観測され、島原地震火山観測所（SEVO, 現在の九州大学地震火山観測研究センター）や

国立大学の研究グループは火山活動監視を強化しました。1991 年（平成 3）１月下旬に孤立型微動の回数が多く

なり、より激しい火山灰噴火（マグマ水蒸気爆発）が地獄跡火口の直ぐ西の屏
びょうぶいわ

風岩火口で 1991 年（平成 3）2 月

に発生しました。その後、次第に噴火の勢いは強くなりました。2 月に火山灰中に本質物質が認められ、その量と

サイズは時間と共に増加しました。火山灰放出が５月 12 日に突然止み、火口域の激しい膨張現象と強い消磁現象

が起こりました。こうして、５月 20 日葱坊主状の形をした溶岩尖塔が地獄跡火口に出現しました。翌日、溶岩尖

塔は複数のブロックに割れ、５月22日までに地獄跡火口は溶岩ブロックで一杯になりました。そこでは、溶岩ブロッ

クの山（溶岩ドーム）の中央に貫入した新しくて黒っぽい溶岩ブロックによって、より古い赤茶けた溶岩ブロック

を端に追いやられました（図８）。

　地獄跡火口は普賢岳（以前の山頂）の東の肩の部分にあったため、溶岩ドームが成長するほど不安定となり、同

様に火口縁も溶岩ドームの重さでより不安定になりました。溶岩ドームの崩壊は 1991 年（平成 3）５月 23 日に

始まり、最初の火砕流が５月 24 日朝に目撃されました。溶岩ドームの部分的な崩壊は溶岩ドームの成長中繰り返

され、大きめの火砕流は基盤を含むドームの大きな部分が崩れた際に発生しました。

溶岩ドーム

　最終的に溶岩ドームは東西 1.2km、南北 0.8km、厚さ

45m-25m になり、体積は約１億 m3 に達し、総噴出量 2.1

億 m3（溶岩換算）の約半分になりました（図９）。溶岩ドー

ムの東半分で普賢岳の斜面に乗りかかったようになって

いる部分は主に外成的成長した部分であり、比較的平ら

な頂部を持った西側の部分は主に内成的に成長した部分

です。　溶岩ドームはほぼ連続的に成長しましたが、そ

の成長は噴出率の異なる 20 ヶ月と 25 ヶ月の成長時期か

らなります。最大噴出率は 1991 年（平成 3）９月の日量

約 40 万 m3/ 日（毎秒 5m3/ 秒）でした（図 10）。

図 8．雲仙岳の山頂付近にある地獄跡火口を満たすように
成長する溶岩ドーム（1991 年 5 月 23 日中田節也撮影）

図 9．北東側から見た溶岩ドーム。斜面に垂れ下がる部分
（左）が外成的成長をし、平坦な頂部を持つ部分（右）

が内成的成長をしました。火山ガスは溶岩ドームに
埋もれた元の地獄跡火口の上から出ています。新旧
の溶岩ドームを取り囲む円弧状の壁は妙見カルデラ

（1994 年 2 月 28 日中田節也撮影）
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　溶岩ドームは最初、地獄跡火口の東縁をまたいで不安

定に成長し（図 11）、溶岩ドームの部分的な崩落は溶岩

ドームが成長する先端から発生しました。溶岩ドームは

時間とともに大きさを増しました。噴出率が高い場合は

主に外成的に、噴出率が低い場合は内成的に成長しまし

た。外成的な部分は 13 個の独立した溶岩ローブからで

きており、多くのローブは数ヶ月成長し続けました。最

大の第 11 ローブを除いて、溶岩ローブの典型的な大き

さは長さ 300-400m で、幅 200-300、厚さ 50-100m で

した。溶岩の移動速度は出口近くでは最大 50m ／日で、

冷えて固まる先端に向かって小さくなりました。溶岩

ローブは 300-400m の長さに達した後、新しい溶岩ローブがそれ以前の溶岩ローブの隙間を埋めるように出現し

ました。新しい溶岩ローブの誕生には低周波地震が必ず増加しました。　外成的成長の間には火口床の変形がほと

んど起こりませんでしたが、内成的成長の場合には顕著に見られました。主な内成的成長が開始する 1993 年（平

成 5）11 月末までに、溶岩ドームの東半分では厚さ 200-300m まで溶岩ローブが積み重なりました。内成的ドー

ムの成長様式は Nakada et al. (1995) が枕状溶岩かパホイ

ホイ溶岩の成長に似ていると提案しました。溶岩ドームの

成長は、内成的ドームの中央に溶岩尖塔が貫入することで

終了しました（図 11）。溶岩尖塔は 1994 年（平成 6）10

月に成長を開始しました。溶岩尖塔の成長は溶岩ドーム内

での比較的強い群発地震を伴いました。この溶岩尖塔は幅

約 40m 長さ約 100m に達しました。

　外成的ドームは、上流側から伸びてきた複数の塊状の溶

岩ローブから複雑にできています。この内部は、繰り返

して起こった溶岩崩落によって深くえぐれた南側の崖に露

出しています。そこは激しくもまれた部分と塊状の部分の

繰り返しからなります。現在、外成的ドームの表面で観察

される地形は第 11 溶岩ローブの成長中（1993 年（平成

5）3 月から 10 月）に形成されたものです。ローブの表面

は成長中の変形を反映して、一般に、波打って盛り上がっ

ています。その表面の岩石はガラス質で内部の岩石は一般

的に激しく発泡しています。内成的ドームは直径数 m の

多角形の溶岩ブロックに覆われています。カタクラサイト

状になるまで強く変形した溶岩ブロックが溶岩尖塔の周囲

に散らばっています。溶岩尖塔を除いて、大きな連続性の

図 10．平成噴火中に観測された１日当たり溶岩噴出量の
時間変化（Nakada et al., 1999 に加筆）。二つの
噴出時期が認められます

図 11. 平成噴火の初期と後期に見られた溶岩ドームの平
面スケッチ（Nakada et al., 1999 に加筆）
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ある塊状溶岩が内成的ドームの頂部のあちこちに見られます。それらは異なる時期に成長した内成的ドームの殻

（Nakada et al., 1995）の一部です。内成的ドームの内部構造は南と北の崖の上部に露出しています。細かく割れ

目の入った塊状溶岩が厚さ 50m ほどの溶岩ブロックからなる層に覆われています。割れて成長した溶岩尖塔の断

面では、内部の塊状溶岩が破砕された縁部に覆われているのが見えます。

　溶岩ドーム成長が終わった（1995 年（平成 7）２月）後、溶岩ドームは一定の割合でゆっくり収縮を始めました。

この変形は 2007 年（平成 19）になっても続いています。溶岩尖塔ができた直後からその根元で噴気活動が開始し、

2007 年（平成 19）中頃で約 220℃の温度があります。

（中田節也，清水　洋，藤井敏嗣）

火砕流と土石流

平成噴火の火砕流

　雲仙火山の 1991-95 年噴火では、合計

9400 回以上のメラピタイプの火砕流（ブ

ロックアンドアッシュフロー）が、溶岩ドー

ムの部分的崩壊によって発生しました。比

較的規模の大きい火砕流は、マグマの供給

率が比較的高く、溶岩ドームが外成的成長

を示していた時期に発生しました。またそ

の流下方向は、溶岩ドームの成長方向と共

に変化しました（Nakada and Fujii, 1993）。

　1991 年（平成 3）6 月 3 日 16 時 8 分に数回の溶岩ドーム崩落によって火砕流が発生し、水無川を流れ下りま

した（図 12）。流走距離は約 3 km、体積は約 50 万 m3（DRE、 溶岩換算値）でした（Nakada et al., 1999）。こ

の火砕流から分離した火砕サージによって、43 名の方が犠牲となりました。火砕流に伴う火山灰は、島原市から

100 km 離れた地域まで降りました（Watanabe et al., 1999）。この火砕流によって、合計 147 件の家屋が炎上・

破壊されました。1991 年（平成 3）初期の火砕流の流走速度は時速 150km 以下でした（宝田ほか , 1993b）。ブ

ルカノ式噴火が、火砕流に伴って発生しました。1991 年（平成 3）6 月 8 日には、溶岩ドーム下の基盤部分が地

すべりを起こし、溶岩ドームと火道内の急激な減圧によってブルカノ式噴火が発生しました（図 13）。このとき、

70 万 m3 の火砕流が発生し、約 5.5km 流れ下りました。これにより合計 175 件の家屋が炎上・破壊されました。

6 月 11 日にも、同様のブルカノ式噴火が起こりましたが、この際には規模の大きい火砕流は発生しませんでした。

　1991 年（平成 3）9 月 15 日に、最大規模の火砕流が溶岩ドーム北部の大規模な崩壊によって発生しました。

16 時 44 分に始まった数回の火砕流は、さらに 17 時 59 分、18 時 42 分、18 時 54 分におしが谷を流れ下りま

した（図 14）。始めの火砕流の流走速度は時速 200km でした（宮原ほか , 1992）。火砕流はおしが谷を流れ下り

地形的に低い部分にそって、水無川沿いに流れ下りました。しかし、おしが谷の出口で火砕流から分離した火砕サー

ジは直進し、大
お お の こ ば

野木場小学校を直撃しました。この時、218 件の家屋や大野木場小学校を含む建物が炎上・破壊

図 12．1991 年（平成 3）6 月 3 日の火砕流堆積物の分布（Yamamoto 
et al., 1993 に加筆）。矢印は倒木の方向（火砕サージの流走方
向）。F1 と F2 は水無川沿いの急傾斜地点。ASL は火砕サージ
のローブ
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されました。火砕流の流走距離は約 5.5km でした。最大の火砕流の体積は約

100 万 m3 程度であり、この数回の火砕流の合計は約 240 万 m3 でした（Fujii 

and Nakada, 1999）。

　1993 年（平成 5）6 月 23 日 -24 日には、数回の火砕流が中尾川を流れ下

りました。火砕流は、6 月 23 日 2 時 52 分に始まり、同日 11 時 14 分、6

月 24 日 5 時 25 分に中尾川を流れ下りました。避難勧告区域に入っていた 1

名が 2 回目の火砕流に伴う火砕サージによって亡くなっています。合計 211

件の家屋が炎上・破壊されました。火砕流の流走距離は、約 4km であり、

個々の火砕流の体積は約 0.5km3 でした。この一連の火砕流の体積の合計は

約 210 万 m3 でした。1991-95 年雲仙噴火の際の火砕流・火砕サージによる

家屋の被害は全部で約 800 件でした（太田 , 1997）。

火砕流・火砕サージ堆積物

　火砕流堆積物の 1 つのフローユニット（流れの単位を示す堆積構造）は、

層厚 0.2-2m です。各々のフローユニットは、直径 2m 以下の逆級化した亜

角 - 亜円の岩塊を含みます。堆積物の表面には、ローブ（舌）状の地形（幅

10 ｍ以下）や自然堤防（幅 2.5m 以下）が見られることがあります。フロー

ユニットの基底部には、層厚 20cm 以下の岩塊に乏しい部分（最大粒径 5cm

以下、layer 2a）が多く見られます。更に各フローユニットは、層厚 5-25cm

程度の逆級化した堆積サブユニット (DSU) に細分できることがあります（図

15）。また、層厚 20cm 以下の無層理 - ラミナ状の火砕サージ堆積物がフロー

ユニットの間に見られることがあります。火砕サージ堆積物は、火砕流に比

べて粗粒部と極細粒部分の粒子が乏しい傾向があります（図 15）。

火砕流の流動・堆積機構

　夜間に自衛隊が撮影した火砕流の映像では、岩塊が回転、跳躍しながら流

走している様子が撮影されています。また、火砕流堆積物の逆級化した亜角

図 13．1991 年（平成 3）6 月 8 日に発生し
たブルカノ式噴火と火砕流（宝田ほ
か ,1993a に加筆）。(a) 溶岩ドーム下
の基盤が地すべりを起こします，(b)
溶岩ドーム及び火道内の急激な減圧
によるブルカノ式噴火の発生、(c) 破
砕された溶岩ドームと基盤の破片が
火砕流となって流下しました

図 14. 1991 年（平成 3）9 月 15 日火
砕流堆積物の分布（Fuji and 
Nakada, 1999 に加筆）。火砕サー
ジ堆積物中の矢印は、倒木の方
向（火砕サージの流走方向）を
示します
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- 亜円の岩塊や、基底部の layer2a の存在は、堆

積時に岩塊同士が衝突し、相互作用を起こした

ことを示しています。これらのことは、火砕流

が乱流状態で運ばれていたことを示唆していま

す（図 16）。火砕流の堆積機構は次のように考

えられます。まず、斜面の傾斜の変化や流路の

幅の変化によって、乱流状態の火砕流の基底部

に大きい岩塊が集まり始めます。そして、比較

的速度の遅いローブ状の高密度粒子流群が、高

速の乱流状態の火砕流の基底部に形成されるよ

うになります。フローユニットの内部にみられ

る堆積サブユニットは、この高密度粒子流群が

一度に形成されるのではなく、基底部から順に

積み重なるようにして形成されたとことを示しま

す。

平成噴火の土石流

　最初の土石流は 1991 年（平成 3）5 月 15 日に水無川

で発生しました（Hirano et al., 1992）。その後も規模の大

きい土石流が 1991 年（平成 3）6 月 30 日に水無川と湯

江川で発生しました。この土石流により、数 100 件の家

屋が破壊されました。1992 年（平成 4）8 月には水無川

沿いで頻繁に土石流が発生しました。1993 年（平成 5）

4 月 -8 月にも水無川と中尾川沿いで、土石流が発生しま

した。6 月 18 日には、水無川の橋が流され、国道 57 号

線が通行止めになりました。7 月 4 日には、中尾川で発

生した土石流により、国道 251 号線が通行止めとなりま

した。8 月 20 日には、眉山で土石流が発生し、島原市中

心街にあふれ出しました。1991-95 年噴火で、合計 1,692

件の家屋が土石流によって被害を受けました。土石流堆

積物は、数 m 以下（時には 10m 程度）の比較的円磨され

た逆級化した岩塊や巨礫を含みます。堆積物は、部分的

に層理やラミナが見られ、細粒物が乏しく、岩片支持 - 基

質支持の堆積構造を示します。

（宝田晋治・長井大輔・松島　健）

図 15．おしが谷での火砕流堆積物と火砕サージ堆積物の柱状図と粒度
分析結果（Takarada and Melendez, 2006）

図 16．1991-1995 年雲仙火砕流の流動・堆積モデル（Takarada 
and Melendez, 2006）



15

Cities on Volcanoes 5 conference

B1  UNZEN VOLCANO

雲
仙
噴
火

雲仙普賢岳噴火災害

人的被害

　今回の人的被害のほとんどは、1991 年（平成 3）6 月３日に発生した火砕流によるものであり、このとき死者・

行方不明者 43 人の人的被害が発生しました。その被害の状況は防災関係者、報道関係者、報道関係者用のタクシー

運転手、警察官、火山学者で、一般住民は 6 人でした（表 1）。その他の人的被害としては、1991 年（平成 3）5

月 26 日の火砕流で 1 人が負傷、同年 6 月 30 日の土石流で 1 人が負傷し、1993 年（平成 5）6 月 23 日の火砕流

で 1 人が死亡、同年 8 月 20 日の土石流で 1 人が負傷しています（表 2）。

人的被害の状況

（１）死亡者：44 人（行方不明者 3 人を含む）

（２）負傷者：12 人

家屋被害

　  住家　1,399 棟、

     非住家　1,112 棟、

     計　2,511 棟

土石流による被害：1,692 棟

火砕流による被害：　808 棟

噴石による被害：　　 11 棟

表１．1991 年（平成 3）6 月 3 日の死者等（死者・行方不明者）・負傷者数

表２．平成噴火の人的被害
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避難生活について

　1991 年（平成 3）5 月 15 日に初めて，住民に対して避難勧告がなされましたが、避難所は地区の集会所、学

校の体育館等を土石流からの避難所として、島原市５ヶ所、深江町３ヶ所を開設しました。1991 年（平成 3）6

表３．平成噴火の家屋被害

表４．平成噴火の被害総額
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月 3 日の大規模火砕流発生以降、警戒区域を設定し火砕流に対処することとし、避難対象地域の拡大に伴い、島

原市１０ヶ所、深江町８ヶ所を数え、5 月 29 日から 11 月 27 日の間で延べ 166,718 人が利用しました。

　共同避難所生活による肉体的・精神的疲労をやわらげ、プライバシーを確保することを目的として、旅館やホテ

ルを避難所として県が借り上げ、53 の施設で延べ 161,327 人が利用しました。また、旅館やホテルだけでは対応

できなかったため、客船も利用しました。

　避難の長期化が見込まれたため、38 団地に 1,455 戸の仮設住宅が建設され、1991 年（平成 3）6 月 22 日から

入居が始まり 1995 年（平成 7）12 月 25 日までの 4 年半にわたり、最大利用時（1991 年（平成 3）11 月 30 日）

には、1,444 戸 5,669 人に利用されました。

植生・環境被害

　噴火に伴い焼失、倒木並びに降灰により枯死した森林は、国有林、民有林合わせて 2,640ha で、このうち民有

林については 480ha（火砕流堆積 75ha、森林の焼失 90ha、森林の枯損 85ha、樹木（葉）の褐変・落葉 222ha、

崩壊地・土石流堆積８ha）に達しました。中でも、火砕流が最も流下した水無川流域が、被害の程度・規模とも

に最も大きく、このほか、森林被害は中尾川、湯江川、深江川、有
あ り え

家川、千々石川の各周辺流域に及んでいます。

また、火山ガス等による変色地域は、水無川をはじめ中尾川、湯江川、千々石川、有家川、深江川、神
こうじろ

代川流域と、

噴火口を中心とする山頂から中腹にかけての広範囲に発生しています。

教育被害

　小中学校では、1991（平成３）年６月 11 日の噴石により、島原市立第四小学校折
おりはし

橋分校の校舎屋根、窓ガラ

スが破損し、９月 15 日には火砕流により深江町立大野木場小学校の本校舎が焼失しました。県立学校では、６月

11 日の噴石により島原農業高等学校の温室ガラスが破損し、また、降灰により農作物・家畜に被害が出ました。

さらに、６月 11 日の噴石により、島原工業高等学校の実習棟スレート屋根が破損しました。また、５月 - ６月に

かけての度重なる土石流、火砕流等により、島原市、深江町に所在する学校においては、警戒（立入制限）区域の

設定により立入禁止となる学校や、それに伴う避難のため、転校を余儀なくされる児童・生徒の続出など、学校教

育活動に大きな影響を及ぼしました。

（杉本伸一・長井大輔・清水　洋）

直轄火山砂防事業と無人化施工 

直轄火山砂防事業の開始

　平成噴火によって雲仙普賢岳の山腹には火砕流や火山

灰が厚く堆積しました。このため、降雨によって土石流

が多発し、遂には山頂から 7.5km 離れた海岸にまで土

石流が到達し、この地域一帯は直接、間接に甚大な損害

を被りました。

　このような土石流から人命・財産を守るため、1993 図 17. 普賢岳の山腹を流れる火砕流
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年（平成５）に建設省（当時）により国家プロジェクトと

して直轄火山砂防事業が開始されました。

砂防事業の進捗状況

　雲仙普賢岳の直轄火山砂防事業は、土石流など降雨に起

因する土砂移動現象を対象にして計画が策定されていま

す。実施区域は水無川、中尾川、湯
ゆ え

江川の３つの流域です。

工事は現在、8 割以上進んでおり、交通網、農地、居住地

域などを土石流災害から守って地域の復興に貢献してきま

した。

　水無川下流域では 30 基の導流提が完成しており、土石

流の氾濫を防止しています。また、水無川上流部では、既

に砂防えん提や床固工が数基完成していますが、さらに上

流の不安定土砂の流出を防止するために床固工の整備を進

めています。

図 20. 普賢岳山腹の荒廃域と砂防事業

図 19. 土石流に対する防災システム

図 18. 土石流による深刻な被害状況
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溶岩ドームの現状

　普賢岳の山頂には今回の噴火によって溶岩ドームが出現しました。このデイサイト質の溶岩ドームは体積が約 1

億 m3 と推定されていますが、不安定な状態で堆積しているため、専門家からは、地震などにより崩落する危険性

が指摘されています。

 このようにドーム崩落が懸念されるため、工事従事者の安全を考慮してこの区域の砂防工事は無人化施工という

工法によって実施されています。

無人化施工

　無人化施工とは、人間の立ち入りが制限さ

れる危険な作業現場で、遠隔操作により建設

機械を操縦して工事を行う技術のことです。

無人化施工の技術も日々進歩しています。例

えば、これまでは遠隔操作で高精度の土工を

行うことは難しかったのですが、GPS のセン

サーを重機の各部に取り付けた無人化施工シ

ステムの開発により、高い精度で土工の出来

型管理を行うことが可能になりました。今で

は、工事の多種類の作業が無人化工法により、

従来の工法と遜色ないレベルで実施出来るよ

うになっています。

（秦　耕二）

（この項：写真提供　国土交通省雲仙復興事務所）

図 21. 溶岩ドームとその現状

図 22. 砂防事業の新しい技術 “ 無人化施工 ”
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教育と伝承 
　平成の噴火災害から 16 年が経過した現在、この島原地

域は目覚しい復興を遂げることができました。それと同時

にこの地域には数多くの噴火災害の遺構や復興のための施

設が生まれました。「平成新山フィールドミュージアム（愛

称：平成新山がんばランド）」は、これらの遺構や各種防

災施設などの火山学習資源をまるごと一つの野外博物館と

とらえています。各施設では、夫々特色あるイベント等を

通して、防災意識の高揚や火山と共生していくための知恵

を育んでいくことを目的に教育・伝承活動を実施してい

ます。例えば、平成新山ネイチャーセンターでは被災し

た垂
た る き

木台地における植生の様子をテーマにした野外観察会

や火山噴出物を調べる学習会が行われています。また、雲

仙岳災害記念館では、火山現象や自然現象を身近な材料で

再現する「キッチン火山」実験教室や、実際に災害を経験

した「語り部ボランティア」と被災地を歩きながら災害を

学ぶフィールドハイキングなどが行われ、教育普及に積極

的に取り組んでいます。　

　これらの施設の他に、教育の現場でも噴火災害を後世に

伝えていく取組みが行われています。島原市は、1991 年

（平成 3）6 月 3 日に起こった火砕流による大惨事を風化

させないように毎年 6 月 3 日を「いのりの日」としました。

市内の小中学校は，この日に合わせて災害学習に取り組んでいます。また、火砕流によって校舎が焼けてしまった

大野木場小学校では毎年 9 月 15 日を「大野木場メモリアルデー」として、いつまでも噴火災害のことを忘れない

ようにする取組みが行われています。

　九州大学地震火山観測センターは、普賢岳周辺の防災機関や自衛隊，マスコミ等に呼びかけ、普賢岳の活動の現

状を説明し、防災意識を維持するための平成新山登山を毎年行っています。しかしながら、今後さらに年数が経過

していくと、この雲仙・普賢岳噴火災害があったことすら知らない子どもたちが増えてくることは否めないでしょ

う。そのようなことがないように、この噴火による災害の脅威や教訓の記録を後世に伝承していくことは、私達の

責務でありとても大切なことです。一人でも多くの子どもに、また一年でも長く噴火災害の教訓を伝えていけるよ

う、火山・防災教育に取り組む活動が行われています。

（吉田大祐・長井大輔・清水　洋）

図 23．被災した垂木台地で火山噴出物を調べる学習会

図 24．プリンでできた火山に粘性の異なるチョコレー
トマグマを流して学ぶキッチン火山実験
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STOP 1 仁田峠

　雲仙は 1934 年（昭和 9）に開設された

日本で最初の国立公園です。仁田峠への

有料道路は、山頂駐車場まで通じていお

り、展望所からは平成新山を見ることが

できます（図 25）。平成新山の西部には

1993-1995 年（平成 5- 平成 7）に内成的

に成長したドームがあり、その頂部には

1994 年（平成 6）の終わりから 1995 年（平

成 7）の始めに出現した溶岩尖塔を見るこ

とができます。平成新山の東部には外成的

に成長した部分があり、そのすぐ東側には

火砕流堆積物などからなる急な斜面が発達

しています。また、土石流によって被害を

受けた地域が海岸線まで達している様子が

観察できます。展望所から南には、東西方

向に伸びる断層崖を見ることができ、新規

雲仙火山の扇状地堆積物が複数の断層（北

側から赤松谷断層、深江断層、布津断層）に切られてている様子が確認できます。有明海を挟んだ対岸は、1792 年（寛

政 4 年）の眉山崩壊によって津波が押し寄せた地域です。熊本市の左手に見える金峰山は、比較的古い火山です。

視界が良ければ、阿蘇や九重、霧島などの火山もここから遠望できます。                           

（中田節也）

STOP 2 南千本木被災地大露頭：
1993 年 6 月の火砕流で被災した町
　千本木地区は溶岩ドームの成長が山頂の北

東側に変わった 1993 年（平成 5）に、火砕

流や土石流によって壊滅的な被害を受けた

地域です（Nakada et al.,1999）。活発に成長

する溶岩ドームは火砕流を頻発し、千本木地

区を流れる中尾川の源流部を埋積していきま

し た。1993 年（ 平 成 5）5 月 21 日 -26 日

に発生した小規模な火砕流は、千本木地区

の 200m 上流まで迫りました。また、1993

年（平成 5）5 月 2 日や 6 月 12 日 -13 日な

どに土石流が発生し、千本木地区で 63 棟の

家屋に被害が及びました。1993 年（平成 5）

6 月 23 日 -24 日にかけては 3 回の大きな

火砕流が相次いで発生しました（遠藤・他，

1996）。これらの火砕流は溶岩ドームから2.5 

図 25. 南側から見た平成新山の様子。左部分（頂上の標高 1,480m）は内成的
に成長したドーム。平成噴火以前の山頂部（標高 1,359m）も古いドー
ムの溶岩尖塔です（長井大輔撮影）

図 26. 千本木地区を流れる 1993 年（平成 5）6 月 24 日 5 時 25 分発
生の火砕流（中田節也撮影）
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km 離れた中尾川の急崖に流れ落ち、千本木地区に広がりました。23 日 2 時 52 分、11 時 14 分の火砕サージは、

中尾川の急崖から北東方向に直線上に流れ、周辺の家屋や樹木に壊滅的な被害を及ぼしました。翌 24 日には火砕

流は地形の低所に沿って時速 70-140 km で下流に広がりました（図 26、石川・山田，1996）。

　これらの火砕流や火砕サージによって家屋 187 棟が破壊され焼失しました（図 27）。また、23 日の火砕サージ

によって避難勧告区域に入っていた 1 名の住民が犠牲になりました。ここでは、旧地表の上に一連の火砕流・火

砕サージ堆積物や土石流堆積物、降下火山灰を観察することができます。この地点からは 1792 年（寛政 4 年）

の噴火で流出した新焼溶岩を見ることができます。また、近くには雲仙科学掘削プロジェクトで掘削が行われた場

所（USDP-1、図４）があります。

1993 年（平成 5）6 月 23-24 日火砕流・火砕サージ堆積物

ユニット＃ 1

　6 月 23 日 2 時 52 分発生の火砕流に伴う火砕サージ堆積

物は、新鮮な溶岩の破片や結晶からなる火山礫 - 粗粒火山

灰で構成されています。多くは層の下部ほど粗く、細粒火

山灰に乏しい特徴があります。層厚は約 2-20 cm で観察す

る場所によって層厚は変化します。堆積物の中には、熱で

炭化した木の破片が観察できます。この火砕サージ堆積物

は直径 3 mm 程度の火山豆石を含む火山灰に覆われていま

す。堆積物は中尾川の急崖から北東方向に約 1.5 km 離れ

たところまで認められます。

ユニット＃ 2

　6 月 23 日 11 時 14 分発生の火砕流に伴う火砕サージ堆

積物は、ユニット 1 と同様な特徴を持ち、層厚

は約 2-12 cm です。この火砕サージ堆積物は

層厚約 5mm の火山灰に覆われます。堆積物は

中尾川の急崖から北東方向に約 2.1 km 離れた

ところまで認められ、ユニット 1 よりも下流に

広がっています。

ユニット＃ 3

　 6 月 24 日 5 時 25 分発生の火砕流による堆

積物は、岩塊 - 細粒火山灰までの様々な大きさ

の岩片からなる淘汰の悪い堆積物で、層厚は

2m 前後です。層の上部は高温のため赤色に酸

化した部分がみえます。層の下部では、下位の

ユニット 2 を部分的に削っている様子を観察

できます。また、堆積物の中には太さ約 15cm

に及ぶ木が炭化した状態で観察できます。さら

に詳しくみると火砕流堆積物は二つのフローユ

ニットから構成されていることが分かります。

これらは地形の低所に沿って分布しており、下

位のユニットは、中尾川の急崖から北東方向に

図 27．1993 年（平成 5）6 月の火砕流で被害を受け
た千本木地区の様子。火砕流は地形の低所に
沿って中尾川を流下しましたが（右手前方
向）、火砕サージは北東方向に直線上に広がり
ました（左方向）。（自衛隊によって被災直後
の 1993 年（平成 5）6 月 24 日に撮影）

図 28. 雲仙火山北東山麓における 1990-1995 年噴火噴出物の柱状図（長井、未公表資料）
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約 750 m 離れたところまで認められます。上位のユニットは、

中尾川の急崖から 2 方向（或るいはそれ以上）に分かれ、溶

岩ドームから北東方向に約 4.0 km 離れたところまで広がって

います。露頭断面では、下位のユニットの分布縁を観察する

ことができます（図 28）。

（長井大輔・宝田晋治）

STOP 3 垂木台地（平成新山ネイチャーセンター）
　垂木台地（標高 550-570 m）は、1991-1995 年溶岩ドーム

（平成新山）の東北東約 2.3 km に位置しています（図 29）。

この台地は地形的高所となっているため、1992 年（平成 4）

頃までは火砕流本体が達していない状況にありました。しか

し、度重なる火砕流の発生により、おしが谷（垂木台地の南

側）の埋積が進むとともに、北東方向へせり出した第 11 ローブの崩壊によって、火砕流本体の一部が垂木台地へ

到達するようになりました。とくに、1993 年（平成 5）6 月 23 日 -24 日にかけては 3 回の大きな火砕流が垂木台

地を通過し、千本木地区を襲って 1 名の命を奪いました（遠藤・他，1996）。それらの火砕流以外にも、おしが谷

などを流下した規模の大きい火砕流（1991 年（平成 3）9 月 15 日など）に伴う火砕サージが何度も垂木台地に到

達するとともに、火砕流の噴煙が上空へ舞い上がって降下した

火山灰も堆積しています。垂木台地における火砕流・火砕サー

ジ・降下火山灰をあわせた 1990-1995 年噴火堆積物の全層厚

は 1-2 m 程度と極端に厚いものではありません。しかし、高速

で通過した火砕サージによって多量の倒木が発生しており（図

30）、また台地の東部では倒伏に至らないまでも火砕サージの

熱を受けて焼けた樹木も多数認められました。このように垂木

台地では著しい森林被害が出ましたが、一旦は枯死したかに見

えた広葉樹などが萌芽再生している例や火山灰に埋もれたスス

キが再び発芽している状況など、自然状態による植生回復が

1996 年（平成 8）頃から観察されるようになりました（宮縁・

他，1999）。

　現在、垂木台地一帯は、火山噴火による荒廃後の自然環境の

回復過程を観察できる施設（垂木台地森林公園）として整備されており、ボランティ

アによる植樹や保育活動も行われています。2003 年（平成 15）2 月には環境省の

平成新山ネイチャーセンターがオープンし、館内には地質や動植物に関する展示が

あり、屋外では火山噴火後の自然回復過程などを学ぶことができます。また、調査

研究ゾーンがあり、森林総合研究所と長崎県によって長期モニタリングサイトが設

置され、2000 年（平成 12）以降、植生回復状況や土壌生成過程について調査が行

われています（酒井・他，2006）。

（宮縁育夫）

STOP 4 大野木場砂防みらい館
　大野木場砂防みらい館は、雲仙普賢岳の火砕流災害の実態を多くの人々に知って

いただくために設けられた施設です。ここでは、次のものを見ることができます。

図 29. 1991-1995 年溶岩ドームと垂木台地の位置関係
（2002 年（平成 14）11 月 19 日宮縁育夫撮影）

図 30. 垂木台地における火砕サージによる倒木
（1996 年（平成 8）1 月宮縁育夫撮影）

図 31. 被災前の大野木場小学校。1991 年（平成 3）6 月
3 日火砕流は水無川を流れ、その噴煙が学校の上
空に広がりました
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（旧）大野木場小学校被災校舎

　ここでは、（旧）大野木場小学校の被災校舎を保存して

あります。火砕流によって一瞬で焼き尽くされた建物や、

熱によってねじ曲げられた運動場の鉄棒などの実物を見る

ことが出来て火砕流の凄さを実感していただけます。

展望所と噴火災害の展示

　みらい館の中には、火砕流や土石流の被害の様子、溶岩

ドームの現在の状況などを分かり易く写真パネルで展示し

てあります。

3 階は展望室になっており、普賢岳や火砕流の堆積状況な

ど火山活動の実物を間近で見ることができます。

1991 年（平成 3）9 月 15 日の火砕流

　大野木場小学校は 1991 年（平成 3）9 月 15 日の火砕流によって焼失し

ました。この時の火砕流は、水無川の左支川である「おしが谷」を下って

水無川本川に流出してきました。その際、火砕流本体部は川沿いに流れま

したが、火砕流の熱風部（火砕サージ）は「おしが谷」の出口から右岸部（南

岸）へ直進して、大野木場地区を襲いました。このため、大野木場小学校

や民家などが焼失しました。幸い、学校の先生や生徒や住民の人達は事前

に避難していたので人的な被害はありませんでした。

甦ったイチョウの樹

　この火砕流によって小学校の校庭にあったイチョウの樹も校舎とともに

焼けてしまいました。しかし、この樹は次の年の春には鮮やかな緑の芽を

吹いて、逞しい生命の力を見せてくれました。うち続く噴火で沈んでいた

地域の人々の心はこのイチョウの樹にとても元気づけられました。

　大野木場小学校は火砕流で焼失しましたが、関係者の方々の努力で、こ

こから少し南へ行ったところに新しい大野木場小学校の校舎が建てられ、

今では、子供達の元気な声が響いています。

（秦　耕二）

図 32. 1991 年（平成 3）9 月 15 日の火砕
サージで被災した大野木場小学校の
近景。左手に校舎とグランド、右手
に体育館とプールが見えます

図 33. 1991 年（平成 3）9 月 15 日の火砕流被害を示す
航空写真

図 34. 火砕流の熱風で一時は枯死したかにみえたイチョ
ウの樹。傾きながらも緑の葉を付け、災害からの
回復を示す象徴的な樹になりました
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STOP 5 土石流被災家屋保存公園

　こちらには、1992 年（平成 4 年）8 月に発生した水無

川の土石流で被災した家屋 11 棟が被災時のままの状態

で保存展示されてあります。平均 2.8 ｍほど埋没してい

ます。

　11 棟のうち比較的状態の良かった３棟にはコーティ

ングをして、展示場内に半永久的に保存しています（図

35）。土石流は、大雨が引き金になって土砂と水がもの

すごい勢いで流れ下る現象です。岩石や木などを巻き込

みながら時には時速 50 キロ以上のスピードで流れ下り、

すさまじい力で大きな家ほどもある巨石を軽々と動かし、

コンクリートの橋も破壊し、氾濫し、大きな家も引きち

ぎることもあります。しかし、この普賢岳の火山灰は粉末状で水を通しにくいため、少量の雨でも土石流が発生し

ました。中には一度に数百戸の建物を埋めてしまった大土石流も発生しました。土石流による家屋の被害総数は

1,692 棟となっています。

（松下英爾）

図 35. 土石流で埋没した家屋
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