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I まえが き

雲仙0天草国立公園として有明な雲仙岳は,硫

黄泉の温泉,春のミヤマキリシマ,秋の紅葉,

冬の霧氷と年間を通じ観光客に人気がある。肥

前国風土記に高来峰と記されている雲仙岳は,

地元では温泉岳の名で親しまれていたものであ

るが,国立公園指定後広く雲仙岳の名称でよば

れるようになった。

雲仙岳 (温泉岳)と は単独の山を示すのでは

なく,島原半島の中央にそびえている火山群の

総称である。普賢岳 (1,359m)・ 国見岳 (1,347

m)0妙見岳 (1,333m)の 二つの峰 に,野岳

(1,147m)・ 九千部岳 (1,062m)・ 矢岳 (940

m)・ 高岩山 (881m)・ 絹笠山 (860m)の 五つ

を加えた三峰五岳が,雲仙岳の主な山である。

この中でも普賢岳・国見岳・妙見岳の三峰は,

仁田峠まで車で登れ,妙見岳までロープウェィ

があるため,四季を通じて登山者の多い峰であ

る。この三峰は雲仙火山の最後の大規模な火山

活動の産物としてできたもので、活動の跡がそ

のまま地形に表れている所が多い。「九州自然歩

道」のルー トにも入っており,三峰の生成時を

想像しながら普賢岳へ登山し散策すれば,登山

の楽 しみも増すであろう。また,そ れに加えて

雲仙火山が今 も生きている山であるという認識

を持つことも無用なことではなかろう。

1977年 の夏,支笏洞爺国立公園内にある有珠

山が突如 として噴火し,昭和新山火祭に集 まっ

た観光客 を震 え上 らせた。ロープウェイの架

かっていた有珠山一帯は緑なき死の山と化 し,

洞爺湖温泉街だけでなく広い範囲が被害を受け

たことは記憶に新 しい (石田他,1977)。 また,

1979年 の本曽御岳山の噴火は,有史以後一度 も

噴火していなかっただけに「死火山」や「休火

山」 という人間がつ くつた語の無意味さを認識

させ られたことであった (曽 屋他,1980)。

雲仙火山は今 も湯煙を上げ,火山性地震を時

折おこしているれっきとした活火山であり,こ

の火山の過去の活動経過を知ることは,観光地

雲仙にとって有益なことであると考える。登山

者の多い普賢岳周辺の特徴ある地形の成因 とあ

わせて,三峰の生成史を考察してみることとす

る。

九州大学島原火山観測所の太田一也博士から

は,本地域の空中写真を使わせていただき役に

立った。野外の調査では,元長崎県立島原高等

学校教諭の溝上慶治先生にお世話になった。深

-13-



第 1図 普賢岳 ドームの火口と断層

雲仙岳 カルデラ縁

断層 (割 れ 目)

く感謝の意を表します。

H 普賢岳周辺の地形 と成 因

1峰
雲仙岳の三峰とその周辺の峰は,雲仙岳カル

デラ縁の峰と普賢岳 ドーム (溶岩円頂丘)上の

峰に分かれる。

カルデラ縁には南か ら北へ妙見岳 (1,333

m),国見岳 (1,347m),江 丸峰 (1,220m)の

峰が弧状に0.5～ 0.6kmへ だたって尾根づたいに

連なっている。これらの峰と尾根から,西,北

西,北へと,円錐火山に見られるようなスロー

プが標高500～ 1,000m付近まで伸びている。そ

して,こ の尾根の東～南側は急崖のカルデラ壁

で,普賢岳との間にあざみ谷,鬼人谷をつくっ

ている (第 1図 )。

妙見岳,国見岳,江丸峰の成因は,古普賢岳

火 口

風 穴

火山 (後述)と いうべき円錐形の山体が爆裂に

より東部が崩壊 し,山体の西部にカルデラ縁が

できその頂部が妙見岳,国見岳,江丸峰 として

残ったものと考えられる。

普賢岳 ドーム上の峰は,雲仙岳最高峰の普賢

岳 (1,359m)の 他に,北の立岩峰 (1,340m),

南東の島ノ峰 (1,253m),飯洞岩峰 (1,217m)

が主なもので,い ずれ も1,200m以上の標高をも

ち,こ れらの峰の間には数個の火口跡を残 して

いる (第 1図 )。

これらの峰の成因 としては,カ ルデラ底から

溶岩 ドームが序々に上昇 し,粘性の高い溶岩

ドームの頂部が峰になったもので,亀裂の多い

溶岩や巨大な岩塊が散在していて浸食はあまり

進んでいない。島ノ峰の西方一帯には,上部か

ら崩壊落下した岩塊や噴火で放出された岩塊が

集積 していて,溶岩 ドーム周縁の独得な地形を

つ くっている。同様な岩塊の集積は普賢岳 ドー

〇
一
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ムの各所に見られる。

2火 口 跡

「寛政四年島原地変記」を著した金井俊行は,

「島原地変記付録諸図」として半紙大の図を20

数枚描いている(長崎県立長崎図書館所蔵)。 こ

の諸図の中に,「普賢噴火口傍地図」というのが

ある。図には普賢神社びょうぶ岩の東に「噴火

址」と記されている。「池 (普賢池)」 とともに

噴火によってできた凹地であることがわかる。

また, OGAWA and HOMMA(1926)の 図 (片

山,1974)で は 6つの火国が記され,「 Site of

eruption in the historic age」 との説明がある。

この中で地名の記された火口跡は「Ryanobaba

(K両 Qkushilna)」 ,「 Jigoku― ato」 ,「 Fugen lke」

の 3つ で,残 り3つの火口には名はない。この

6つ の火回の位置は筆者の調査とも一致してお

り,こ こで,こ れまで名を持たなかった火口に

も,下記のように名をつけ 6つ の火口を区別し

ておきたい (第 1図 )。

(1)龍の馬場火口

島ノ峰の北西約200mに位置し,東西約200m,

南北約100mの長円形の凹地で,普賢岳 ドーム上

最大の火口である。火回底は標高1,220mで平坦

な火口原をなし,岩塊が散在し灌木が繁茂して

いる。この林の中を普賢岳への登山径が横切っ

ている。昔,こ こから一条の噴煙が立ち昇るの

を,自龍と見たことにちなみ「龍の馬場」の地

名がついたという (写真 1)。 古焼の噴出した

1657年 (明暦 3年)の 6年後1663年 の12月 2日

に 5日 間噴火したという記録がある (本 問,

1936)。

また,こ の付近一帯に「九十九島 (く じゅう

くしま)」 の地名も残っているが, これは龍ノ馬

場一帯とその南部一帯に崩壊あるいは放出され

た岩塊が多く散在しているのを島々と見たてた

地名と思われる。

(2)地獄跡火口

この火日は金井俊行の図の「噴火址」のこと

で,普賢神社から普賢池へ向う時右手下に見え

る。東西約150m,南北約100mの長円形でスリ

バチ状の凹地である。この火日からは,島原大

変 (1792年 5月 21日 )の前後に,一連の地変と

見られる噴火が記録されている。島原大変前の

1792年 2月 11日 ,泥± 0煙・小石噴出と,大変

後の1792年 7月 19日～22日 火山レキ・火山岩塊

を噴出したのを山奉行の一行が現場を踏査して

いる (片 山,1974)。

(3)普賢池火回

立岩峰の東方200mに位置し,普賢岳 ドーム上

唯一の池である普賢池を中にした直径100mの

円形の火口である。池の周 りには灌本のはえた

平地があり,日曜日などは登山者の昼食や休息

の場所として賑う所である。

(4)霧氷沢火口

霧氷の名所,霧氷沢のすぐ東にある直径70m

程の円形の火口で南に谷が開いている。普賢神

社と霧氷沢の間に位置し,普賢岳への小径はこ

の火国の北側端を通っているが,見過ごしてし

まいやすい火口跡である。周辺には大きな岩塊

が集積している。

(5)普賢岳火口

普賢岳山頂の南東目の下にあるスリバチ型の

深い火口である。山頂からは灌木におおわれた

火目が一望できる。

(6)立岩峰火口

立岩峰のすぐ南西の火口で北西に開いている。

火口としてはあまりはっきりしないが北西の開

口した下方の鬼人谷の斜面へ,火国から放出さ

れたと考えられる岩塊が転落集積しているのが

見られる。

3 断  層

普賢岳 ドーム上の断層は,均質な安山岩溶岩

上にできた割れ目の一方がずり落ちてできたも

のか,地下からの圧力の違いによリー方が移動

したものと考えられる。断層という用語が適当

かどうかわからないが,「霧氷沢断層帯」という
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用語を使 うことにした (第 1図 )。

霧氷は雲仙の冬の華である。霧氷沢は,冬に

は雲仙岳の中でも別世界をつ くり,登山者達を

たちまちおとぎの国の主人公にしてしまうほど

である。北に面 し東西にのびた霧氷沢の岩壁は,

北風をまともに受け成長 した霧氷が昼になって

も融けない (写真 2)。 霧氷沢の岩壁をつ くる霧

氷沢断層帯 とは,普賢岳 ドーム上 を東西 に横

切って伸びた地溝状の地形に名づけたものであ

る。

成因 としては,ま ず雲仙岳カルデラの底から

上昇 し盛 り上ってきた粘性の高い安山岩質溶岩

が ドームをつ くる。溶岩 ドームはさらに成長し,

カルデラ縁の高さとほとんど同じになり, ドー

ムの表層は冷却固結が進む。その後 ドーム内の

マグマの圧力が強 くなり,再び数10m上昇を始

める。固結 ドーム上には, ドームの上昇に伴い

東西方向に強い割れ目が走る。二条の平行 した

割れ目は,溶岩 ドームのゆっくりした上昇によ

り開き始め,割れ目に挟まれた部分は溝状に落

ち込む。 この溶岩 ドーム上の東西性の断裂は,

かなりの深部まで達していると見え,こ の断層

帯上に霧氷沢火回,地獄跡火口が開回している。

なお,こ の西方延長ではカルデラ壁 まで弱線が

続 くように見える(第 1図 )。 雲仙岳一帯には東

西性の断層が卓越 しているが, ドーム上の断裂

もこの方向性に関係があるかもしれない。

4 風  穴

普賢岳 ドームには,風穴 と鳩穴 という安山岩

でできた洞穴があり,昔から昭和初期 まで冷蔵

庫がわ りの洞穴 として使われていた。金井俊行

の地図にも,北穴氷室,杉ノ本氷室,製氷所な

どの古地名が出てお り,そ の場所には今 も石組

が残 り,昔はおおいに利用されていたことを物

語っている。

風穴は,夏の暖かい日にも冷気が穴の奥から

静かにふき出し,湿度の高い日などは火山の噴

気かと思うほど,穴からもやが湧き出している

ことがある。

調査の範囲では,風穴は普賢岳 ドームの北側,

西側,南側の 3ヵ 所に分かれている。これを,

「北の風穴」「西の風穴群」「南の風穴群」とよ

ぶことにする (第 1図 )。

(1)北の風穴

これは金井俊行の地図で北穴氷室と記されて

いる所で,普賢岳周回コースの鬼人谷斜面を通

る径の脇にあるため,登山者が足を止める風穴

である。入口と内部の一部に石組が残り最も利

用されていたものと思われる。立岩峰の小 ドー

ムにできた割れ日であつて,幅約 1～ 2m,走

向N10° E,傾斜 E70°をもち,岩の奥へ割れ目が

狭まりながら続いている。この南の延長線上250

mの所に立岩峰火国がある。

(2)西の風穴群

走向N10°～50¬r,傾斜90° ,幅 2m程の割れ目

ができた風穴群である。風穴の 2つ は,入口が

きちんとした石組で築かれている(写真 3)。 洞

穴の延長線上には普賢岳火国がある。

(3)南の風穴群

あざみ谷へ登る三叉路の東方約100m付近の

風穴群である。走向N50°～70° E,傾斜90° の割れ

日で,前述の風穴よりは幅も狭 く,小規模であ

るが,夏は冷気が静かにふき出している。この

程度の規模の風穴は,普賢岳 ドーム周辺には他

にもあるものと思われるが確認はしていない。

一般に火山山麓にある風穴というのは,富士

火山山麓に代表されるように,溶岩 トンネルと

称する溶岩内部の空洞部の一種であり,洞内の

温度差で対流が起こり風を感じる,と いわれて

いる。普賢岳 ドームの風穴は成因的に,富士火

山などの溶岩 トンネルによる風穴とは異なり節

理 (割れ目)に起因した洞穴である。

普賢岳の溶岩 ドームが内部の圧力により盛 り

上る時,固結を始めた溶岩にはドームの中央部,

あるいは噴火口付近に対して放射状の割れ目が

発達したと考えられる(第 2図 )。 この割れ日の
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第 2図  普賢岳 ドームの節理系

片側が崩壊すれば,岩壁 として急峻な地形をつ

くることになる。普賢神社のびょうぶ岩の岩壁

がその例である(写真 8)。 割れ目が拡が り内部

で崩壊落石が起 これば空洞 となり,こ れが崖の

面に現われたのが風穴である。上方で地表に達

すれば狭いクレバス状の地形をつ くることにな

る。節理系に起因するため普賢岳の風穴は狭い

割れ目として他の所 まで続いている可能性は十

分ある。火回の近 くまで割れ目が達した場合は

噴気が通ったことも十分考えられ,噴気のぬけ

た風穴があったかもしれない。

5 鳩穴 (は とあな)

1657年 (明暦 3年)の噴火で普賢池の北東 ,

飯洞岩峰の南側から溶岩が流出した。 この溶岩

を1792年 (寛政 4年)の新焼溶岩 (焼山溶岩 )

に対 して,古焼溶岩 (鳩穴溶岩)と いう。黒色

灰色の含カンラン石,黒雲母角閃石安山岩で雲

仙火山の中では幾分塩基性側によった安山岩で

ある。鳩穴はこの溶岩にできた溶岩 トンネルの

天丼が崩壊 してできた凹地形 (第 3図)である

(本間,1936)。 この穴は夏でも冷気が底によど

み,冬にできた氷が年中残っている普賢岳の名

couaFe rntettal of roof

Hbto―ana lava

第 3図  SChematic section of the Hato‐ ana lava tunnd.

(SENDO,MATSUMOTO,lMAMURA, 1967)
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第 5図  普賢兵周辺の地質図 と地質断面図
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所のひとつである。

6 鬼人谷ヮあざみ谷

雲仙岳カルデラの東側にある弧状の谷で,雲

仙岳カルデラ内に隆起 した普賢岳 ドームとカル

デラ壁 との間にできた谷である。鬼人谷は両方

が閉じた舟底形の谷であるが,水が溜 らない所

をみると,前述の節理系に関係 して,雨水は地

下水 としてどこかへぬけているものと思われる。

あざみ谷は妙見岳 と普賢岳の間の谷であって,

標高1,000mの 凹地へ と続いている (第 1図 )。

III 雲仙岳 三峰 の生成

1 古普賢岳

日本列島における第四紀火山活動のひとつと

して噴出した雲仙火山は,約30万年前ごろから

活動をはじめ活動の中心が東へ移動して後期に

いた り,「古普賢岳」ともよぶべき火山が雲仙岳

の最高峰 として形成された。古普賢岳は現在の

山でいえば,妙見岳 0国見岳・江丸峰がひとつ

にまとまった円錐型火山であり,南には野岳が

接 していた。 この時期にはまだ現在の普賢岳は

なかった。古普賢岳は,SENDO他 (1967)が “Old

Myoken― dake",そ の 溶 岩 を“Myoken… dake

lava"と ょんだのと同じである (第 4図 )。 ここ

で古妙見岳 という用語 を使わなかったのは,

別々の峰である妙見岳 0国見岳 0江丸峰を包含

している古火山であり,国見岳がこの中では最

も高 く妙見岳がこれらの峰の代表 とは何 らなら

ない。そのうえ現在は普賢岳がこの古火山の中

心であった所にそびえているのである。そのた

め「古普賢岳」が用語 として適当と考え使用する

こととした (第 5図 )。

古普賢岳は地形図,空中写真,ふ もとから見

た山の形などからみても,円錐型火山のスロー

プの一部を今 も残 している(写真 13)。 このこと

は SENDO他 (1967)も ,古妙見岳 という円錐型

成層火山をこれらの溶岩流 (妙見岳 0野岳溶岩 )

がつ くった, と述べている。第 5図に示すごと

く,古普賢岳の等高線は後で破壊された東部を

除き,同心円を描いている。含カンラン石,普

通輝石,紫蘇輝石,黒雲母角閃石安山岩で流動

性は玄武岩ほど大きくはないが,幾度 も中央か

ら噴火を重ねることで円錐型成層火山を形成 し

たと考えられる。

さて,こ の火山の噴出物 としては,有明海研

究グループ (1965)に よる普賢岳火山灰層を考

えることができる。重鉱物 としてカンラン石 ,

普通輝石,紫蘇輝石,角閃石,黒雲母を含むこ

の火山灰層は 4層 に区分され,下位から暗褐色

粘土質火山灰層 (Fl),淡 褐色火山灰層 (F2),

黒色火山灰層 (F3),灰 褐色火山灰層 (F4)で層

厚 はそれぞれ40～ 50cmで ある (有 明海研究 グ

ループ,1965)。

普賢岳火山灰層は単純に 4層重なったのでは

なく,た び重なる噴火活動により円錐型火山の

古普賢岳を形づ くりながら,ま わ りに厚 く火山

灰層を堆積 していったのである。Flか ら細石器

類,F3～F4か ら縄紋晩期の土器が産出している

(有明海研究グループ,1965)。 この厚い火山灰

層の上部は,普賢岳 ドーム形成時の放出物の可

台旨性 もある。

古普賢岳火山は火山灰層か らみておおよそ

10000年 前か ら2000年 前 までの間に噴火をして

いたと推定される。

古普賢岳火山を火山噴火の形式でいえば,ス

トロンボリ式噴火であったと思われる。 この型

式の火山ではマグマは玄武岩～苦鉄質安山岩質

が一般的であるが,古普賢岳火山は黒雲母角閃

石安山岩であり幾分酸性岩に近いマグマであっ

た。ス トロンボリ式の噴出物にはしばしば紡錐

状火山弾を混えるが,古普賢岳火山に火山弾が

見 られないのはマグマの粘性の高さのためであ

ろう。

古普賢岳の完成期には,写真14の ような富士

山型の山であって,お およそ1,800mの 高さの山
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であつたと推定している。

2 雲仙岳カルデラ

古普賢岳の形成後,活動が休止 し閉鎖されて

しまった火道は,そ の後強い水蒸気爆発で開口

されてしまった。活動の休上期の期間は定かで

ないが,磐梯山の噴火の場合は過去1000年 くら

い著しい爆発がなかったあと大爆発 したという

例がある。新しいマグマが噴出せず,既存の山

体が内部に充満 した火山ガスにより破壊される

噴火を,水蒸気爆発 またはウル トラブルカノ式

噴火 という。古普賢岳の破壊はウル トラブルカ

ノ式噴火 と考えられる。 この噴火で古普賢岳の

山頂は一瞬に破壊 され,カ ルデラが形成された。

この時,始めて妙見岳,国見岳,江丸峰の峰が

カルデラ縁に誕生したのである。

カルデラは通常急壁で取囲まれており,地形

的に噴火口と混同されやすいが,噴火口に比較

してはるかに大きい直径を有するし,真の噴火

口こ直径は l kmを 越えない。また,爆発カルデ

ラは凹地の直径は 2 kmを 越えることはな く,第

1表 に示すごとく他の陥没カルデラなどに比 し

て小型である (久野,1954)。

古普賢岳が破壊されてできた凹地は,爆発カ

ルデラの特徴 と一致 している。ウル トラブルカ

ノ式噴火により山体が破壊されてできた爆発カ

ルデラと考えられ, このカルデラを「雲仙岳カ

ルデラ」 とよぶことにする。

雲仙岳カルデラは直径1.5kmで ,北西のカルデ

ラ縁に妙見岳,国見岳,江丸峰を持つカルデラ

である。雲仙岳の直径 0深 さなどをもとに爆発

第 1表  カルデラの大きさ  (久野久,1953に加筆 )

で崩壊 し去った物質の量を推定すれば,少なく

みつもっても0。 7k即 3と なる。因みに直径 2 kmの

磐梯山カルデラの崩壊物は約1.2km3で ぁる。

この爆発で山体崩壊 した崩壊物はどこに行っ

たのだろうか。雲仙岳カルデラ縁は西側に弧状

に残ってお り,カ ルデラ形成時に瞬時に東側が

U字形に開いたもの と思われる。そのため,崩

壊物は東の斜面を流れ下 り,古普賢岳の東方へ

堆積 したことが考えられる。

古普賢岳の東方に,眉 山の西に接 して標高550

m程のたるき (垂木)と よばれる台地がある (第

5図 )。 黒雲母角FAl石 安山岩の角レキ,亜角ンキ

からなる堆積物でできてお り,レ キは径 3mも

ある巨大なンキから l cm以 下のものまであり,

不ぞろいである(写真 5, 6)。 これらの堆積物

は爆発の時一瞬にして山腹を流れ下った岩層物

質 と考えられる。1888年 の磐梯山の水蒸気爆発

の崩壊物は,水をあまり含まない岩屑流 として

流下したということである。雲仙岳の場合 も,

同様な岩暦流あるいは岩なだれ というべきもの

と解されるので,泥流 という用語は適当ではな

い。 この堆積物を「古普賢岳岩屑流」とした (第

5図 )。 この岩暦流はカルデラ東部から流下し,

眉山で くい止められたような分布をしている6

眉山がなければ,も っと広 く分布 し,も っと低

い台地ができたにちがいない。たるき台地は堆

積後北東部の浸食が著しく現在の広さになった

のである。

この台地を形成 した堆積物の量は,厚 さ200m

で概算すれば約0.5km3以上にな り,前述の古普

カ ル デ ラ 名 直径 km カ ル デ ラ 名 直径 km

阿 蘇

あ ら

林相 根

ク レイ タ ー レイ ク

キ ラ ウ ェ ア

17--25

23--24

8-12

8-10

4-6

伊 一里 大 島

湯   河   原

※磐   梯   山

※セ ン トヘ レンズ山

※雲   仙   岳

3-4

5-6

2

1.5

1.5

※は爆発カルデラ
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賢岳の推定崩壊量 0。 7km3と 近い値 となる。古普

賢岳の崩壊 した岩屑流の堆積物が垂木の台地を

形成したとすることに,位置・地形・岩石・物

質量などの面で矛盾はない (第 5図 )。

以上のような,ウ ル トラブルカノ式噴火 (水

蒸気爆発)に より爆発カルデラ (爆発による崩

壊カルデラ)をつ くった例 としては1888年の磐

梯山が知られているが,最近の例 として1980年

5月 18日 に噴火した北米のセントヘレンズ山が

ある。 このセントヘレンズ山の活動・地形があ

まりにも,雲仙岳カルデラに似ていて,古普賢

岳 と雲仙岳カルデラの形成時を見る思いがする

ので以下概略を述べる。

セントヘレンズ山 (2,950m)は 1980年 の噴火

前は「アメリカ富士山」 とよばれる程の優美な

円錐型火 山であった。 3月 20日 にマ グニ チ

ュー ド4.0の 地震 が セ ン トヘ レ ンズ 山の直

下で発生し,地震活動はだんだん激しくなり,

3月 末123年ぶ りに大噴火を開始。5月 中旬には

活動が静かになる。 このころ,ゴヒ斜面が 1日 に

平均1.5mの割合で膨張。七合目から九合目あた

り乾いた餅の表面のようなひび割れが目立つよ

うになる。5月 18日 マグニチュー ド5。 1の地震が

引き金 となり,岩なだれが起 き,急激な減圧に

よって火山体内の熱水系が開放されて水蒸気爆

発 (ウ ル トラブルカノ式噴火)が起 きた。岩な

だれも爆風 も数100度の高温だった。岩なだれは

最高時速250kmに も達 したと推測されている。岩

なだれ堆積物の総量は約2.8km3に 達した。プリ

ニー式噴火がその後 9時間も続いた。セントヘ

レンズ山をおおっていた雪や氷が溶け出し,泥

流の発生を大きくした。高温の軽石流も発生し

た。山体が崩れ去ったあとに開いた崩壊カルデ

ラは幅 2 km,長 さ 4 kmの U字形ができた。

大噴火の lヵ 月後,カ ルデラの中央 に溶岩

ドームが出現し,直径300m,高 さ50mに 成長し

たが,溶岩 ドームは次の大噴火で吹き飛ばされ,

またそのあとに盛 り上がって くるという経過を

く り返 し て い る と い う (伊 藤,1981;
SWANSON,1982)。

古普賢岳の崩壊をセントヘレンズ山の噴火 と

比べてみれば,全体 としての規模が古普賢岳が

小さい,氷による水の供給がない,軽石流の出

現がない,な どであるが,大爆発時の様子はほ

とんど同じだと考えられる。

溶岩 ドームについては,セ ントヘレンズ山に

普賢岳 ドームの規模 まで今後溶岩 ドームが成長

するか どうか興味あることである。

古普賢岳火山が角閃石黒雲母安山岩であるの

に対 して,セ ントヘレンズ火山は輝石,角閃石 ,

石英安山岩であり粘性の違いは少しあろうが,

かなり類似 した火山活動であったにちがいない。

3 普賢岳 ドーム

セントヘレンズ山で見 られたように,カ ルデ

ラ形成後カルデラの中心部に溶岩 ドームが出現

し,噴火で吹き飛ばされることが くりかえされ

たであろう。そのうちに直下のマグマが多量に

上昇 し,だんだんと盛 り上ってきた。盛 り上っ

てきた溶岩は,カ ルデラの東部標高約900mの 高

さを乗 り越え東斜面をゆっくり流下していった。

これに先だち,稲生山 ドームはできていたと考

えられる。普賢岳 ドームの成長の最後の段階 と

して, ドーム上に顕著な盛 り上 りが三 ヵ所でき,

普賢岳 (中 ノ峰)・ 立岩峰・島ノ峰の原型 となっ

た。溶岩の表面は冷却により固結してい くが,

内部からの圧力で部分的に盛 り上 り,表面に大

小のひび割れが発達した。地下の高温部 まで達

した割れ目や穴からは蓄積されたガスが噴出し,

有史時代 まで続 く噴火口として残った。その他

の大 きな割れ 目は,風穴や岩壁 として形だけ

残ったのである。

4 有史時代の溶岩流

普賢岳 ドーム形成後,お およそ1000年 あるい

は2000年 の間にどれだけの回数噴火活動があり,

どれだけの期間の休止期があったかわからない

が,1657年 に飯洞岩峰の南標高1,200m付近に噴

-21-



出目が開き,幅約100mの古焼溶岩流が標高760

mま で流下した。

それから135年たった1792年 に,古焼溶岩流の

噴出口より北東約700mの標高900mの地点から

新焼溶岩流 (含紫蘇輝石,黒雲母角閃石安山岩 )

が流下し,焼山という岩山をつ くった。 ここ火

山活動の時, ドーム上の火国も噴出し,眉 山の

東部 も大崩壊 し,いわゆる島原大変が起 きたの

である。

この有史時代の溶岩流は,普賢岳 ドームの東

部を突 き破って出てきた135年 をへだてた二筋

の溶岩流であるが,こ れに続 く火山活動は,現

在 まで191年間おきていない。

IV あ とが き

1977年有珠山噴火,1979年木曽御岳山噴火,

1980年北米セントヘレンズ山噴火と次々と大噴

火が報じられた。それぞれに興味ある火山現象

を,マ スコミの情報や論文などで知ることがで

きた。特に有珠山では溶岩 ドームの成長の過程

を知 り,本曽御岳山とセントヘレンズ山では,

火山活動の体止期間と人間の歴史の長さが極め

て異なる尺度であることを再認識 した。また,

セントヘレンズ山では,水蒸気爆発による山体

崩壊の実写をテレビで見ることができた。 これ

らの火 l蜘活動の新ししy清報は,雲仙岳の現地跡調

査・空中写真 0古文書・論文などに加えて,本

論を記すのに参考になった。

雲仙の火山活動は,古焼,新焼の流出地点か

らみれば,西から東へ移動 している。古普賢岳

が1,000mの 高さから岩なだれを起 こし,東方へ

開いたカルデラをつ くった。その後1000年以上

経たであろう,普賢岳から東へ 5 kmの 所にある

眉山が,東方の有明海へ向ったU字形凹地の山

体崩壊を起 こしている。これも,時間の間隔は

長いが,活動が東へ移つたと見ることができる。

しかも,ほ とんど同じ規模のU字形の凹地はい

ずれも東方が開いているなど類似点がある。眉

山の崩壊過程は地震説,爆裂説などあるが,片

第 2表  雲仙岳三峰の生成史

現  在

191年前

326年前

1000年前

2000生F高有

10000年前

活  動  期 噴 出 形 式 火 山 地 形

新焼溶岩流 (1792年 )

古焼溶岩流 (1657年 )

溶 岩 流

・焼 山

・鳩 穴

普賢岳 ドーム形成

稲生山 ドーム形成

溶岩 ドーム

(溶岩円頂丘 )

池

穴

岳

峰

峰

山

賢
　
　
賢

山石

ノ

生

普

風

普

立

島

稲

雲仙岳カルデラ形成 ウル トラブルカノ式爆発

・岩暦流

古普賢岳火山形成 ス トロンボリ式噴火 普賢岳火山灰層
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①古普賢岳の誕生

②
麟 難 できる

③梶轟良黒農」電竃亮具5ム上ラ

>ヽ

ヽ

④古焼溶岩流出(1657年 )
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/

＼
、
ラ

＼

/＼

～

ミ _

新焼溶岩流

′   ゞ

第 6図  雲仙岳三峰 (普賢岳・国見岳・妙見岳)の生成史

点ち

To Nishimura
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山 (1974)の 熱水による円弧地すべ り説は古

文書の研究から出されている。古普賢岳が,熱

水系が開放された水蒸気爆発による岩なだれと

すれば,古普賢岳と眉山は熱水の量や深さ,温

度,水蒸気の量などの違いによる崩壊形式の違

いであり,基本的には同系統の火山活動と考え

ることができるかもしれない。

いずれにしても,雲仙火山ではこのような火

山活動によって過去にエネルギーが放出された

のである。以上を,雲仙岳の三峰の生成史とし

て第 6図 と第 2表にまとめた。

火山の時間の悠長さに比べ,人間の歴史の移

り変わりの早さは対照的である。普賢岳周辺の

「江丸峰」「立岩峰」「島ノ峰」「飯洞岩峰」の山

名は,数 10年前までは使われていたはずである

が,国土地理院発行の 2万 5千分の 1の 地形図

にも,小浜町発行の 1万分の 1の 地形図にも

載っていない。このままでは,間違いなくこれ

らの山名は忘れられるであろう。すでに,地元

でもこれらの峰の名を知る人はほとんどいない

ようである。

万物の変化,盛衰は世のことわりではあって

も, このまま消滅させるには何ともおしい気が

する。山名を復活させ登山者達の口にのぼるよ

うに広 く使つてほしいと思っている。雲仙には

環境庁のビジターセンターも完成したが,野外

に密着した内容での充実に筆者は期待している。

また,雲仙を訪れた人々に山の表面の自然現象

だけでなく,長時間かかつてできた自然界の造

形物として雲仙岳を見てほしいと願っている。

参考文献

有明海研究グループ (1965):有 明0不知火海域

の第四系.地団研専報11.

石田正夫・五十嵐昭明・成田英吉0横田節哉(1977):

有珠山噴火.地質ニュース,278号 ,20-29。

伊藤和明(1981):火 山一噴火と災害一 カラー

ブックス,保育社.

片山信夫 (1974):島原大変に関する自然現象の

古記録.九大理,島原火山観測所研究報告,

第 9号,1-45。

金井俊行 (1891):島原地変記付録諸図 長崎県

立長崎図書館蔵.

久野 久 (1954):火 山及び火山岩 岩波全書.

SENDO, T.・ lⅥATSUMOTO, H。・ IMAMURA, R.

( 1967) : Geology and Petography of

Unzen Volcano.κππαπθ′θメθπγ.Sεグ.B,

Sec.1,Vol.7,No。 1,31-89.

SWANSON,D.A.(1982):Annual report of the

world volcanic eruptions in 1980, Bπ J′ .

1/bJ6・αηグθ Eγ zψ′グθη,No.20,71-79.

曽屋龍典・近藤善教 0下坂康哉 (1980):御岳山

1979年噴火。地質ニュース 306号, 6-13。

本間不二男 (1936):雲仙岳.日 本火山誌0,日

本火山学会 .

中村洋一 (1983):磐梯山の噴火 と災害.地理 ,

Vol.28, N04, 55-63.

お ことわ り

本原稿には,伊藤和明著「火山一噴火と災害一」 (保育社,カ ラーブックス)よ り引用したセン

トヘレンズ火山の爆発を撮影した写真が添付されていた (写真14～ 16)。 しかし,原著を尊重する

たてまえから削除することにした。したがって,本論文の内容を理解するために,上記の「火山

一噴火と災害一」を併せて読まれることをおすすめする。
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西村暉希 :雲仙岳の三峰 一普賢岳 0国見岳・妙見岳一の生成史 図版Ⅵ (PI.Ⅵ )

写真 1 龍ノ馬火回の説明板

写真 3 西の風穴の入回の石組 写真 4 普賢岳山頂

写真 5 たるき台地の巨礫 と,後方の普賢岳 ドーム

写真 7 普賢岳 ドーム説明板 写真 8 普賢岳 ドーム上の普賢神社びょうぶ岩
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西村暉希 :雲仙岳の三峰一普賢岳・国見岳 0妙見岳―の生成史 図版VII(PI.Ⅷ )

写真12 普賢岳山頂 より,雲仙岳カルデラ縁 と国見岳 をのぞむ

写真13 有明町からみた雲仙岳,左から,眉山,た るき台地,稲生山,普賢岳ッ国見岳,九千部岳

写真 9 普賢岳 (左 )よ り妙見岳 (中 央)を のぞむ 写真10 鬼人谷 より国見岳 をのぞむ

写真11 妙見岳 (左 ),普賢岳 (中 央左),島ノ峯 (右 )
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