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1。 長崎豪雨による雲仙の温泉地すべ り

昭和57年 (1982)年 7月 23日 に長崎地方を襲っ

た梅雨末期の集中豪雨により,著 しい斜面崩壊や

洪水などが発生し,299名の尊い人命が奪われ,

3,153億 円にも達する物的被害を受けた。この時

の集中豪雨域は島原半島にも及び,雲仙温泉のお

糸地獄では小規模な地すべり現象が発生した。こ

の地すべりは,地獄地帯の遊歩道にわずかな段差

を生じた程度ではあったが,地すべり発生の原因

は,素因として現在 もなお進行中の熱水変質に

よって生じた温泉余上の存在であり,ま た誘因が

異常な集中豪雨によることは明らかである。従っ

て,現時点における雲仙火山の地質学的自然現象

の推移をあらわすものとして,表面観察の程度の

ものであるが記録に止めておきたい。

2。 地 すべ り発生時 における降水量

7月 23日 の 9時から,翌 24日 9時までの24時間

降水量は,長崎地域の矢上団地の608.5111111が 最多

降水量になっている。また,23日 17～ 24時の 7時

間降水量の531.511ullは その87%を 占めるので,長

崎豪雨の降水量の大部分は,23日 の夜に集中した

といえる (荒生,1982)。

一方,雲仙岳絹笠山測候所においては,23日 17

～24時の 7時間降水量は159。 OIlullで あり,長崎地

方 と比べてかな り少ないが,24時 間降水量 は

395.OIIIIlに も達している。これは,島原半島では24

日の 3時すぎに時間雨量の50～8011ullの 強雨があっ

たためで,長崎地域 とは様相を異にしていた (荒

生,1982)。 雲仙岳の年間平均降水量は2,600111111と

されているので,その15%に 相当する降水量が 1

晩で降ったことになる。

3。 お糸地獄 の地 すべ り現象

`長
崎豪雨の約 2週間後の 8月 7日 ,長崎県理科

教育協会 (外山二郎会長)主催の現地講習会にお

いて,雲仙岳地域の地質巡検を行った際,雲仙地

獄内のお糸地獄の前面の遊歩道に,地すべ りの押

出し現象が生じていることを知った。地すべ り末

端部の幅は,日測でおよそ10mでぁり,不動地に

対しては20～30cmの 盛 り上 りを見せてのし上って

いる。末端部で道路面に覆ったアスファル ト舗装

には著しい亀裂を生じている (写真 1)。

4.雲 仙地獄 の地 すべ り地 形

雲仙温泉地帯には,北側に別所,古湯,新湯の

3地区と,その南方に離れて小地獄が含まれる。

現在,温泉湧出や噴気活動の最 も旺盛なのは新湯

地区であり,大叫喚地獄,お糸地獄,清七地獄な

どに熱湯の湧泉や噴気孔がある。この地区には,
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東側にカール状の弧状急斜面をもつ盆状地形を呈

し,西側に向い次第に温泉活動が衰微する傾向が

見られる。

石井 (1961)は ,こ うした温泉水,噴気や地熱

によって生じた変質帯が,風化・侵食作用によっ

て形成される特殊地形を「地獄地形」とよんだ。

その変遷過程によって, I)原始期,H)幼 年期 ,

Ⅲ)壮年期,Ⅳ)老年期の 4つ の時期を識別し,

とくに大叫喚地獄 とお糸地獄の地獄地形の発達に

ついて詳しく論 じている。

石井 (1961)に よれば,原始期の地獄地形は山

腹斜面に発達し,地下水の滲透によりしばしば地

すべ りが発生し,カ ール状の急崖を呈する幼年期

地形に移行する様になる。幼年期地形の特徴 とし

雲仙地獄位置図

お糸地獄は新湯の「噴気孔」記号の右側

(国 土地理院  |:25′ 000 地形図「雲仙」)

ては,巨礫に富み,強酸性の温泉水の湧出やガス

の噴出が最も盛んな所である。次いで,巨礫の細

粒化が進み,地すべ り地形が消失して盆地化が促

進されて壮年期に移行する。老年期は,窪地が泥

土の堆積によって低湿地化が進む時期であり,原

生沼の地形がこれに相当する。

本小論で扱ったお糸地獄の地すべ りでは,滑動

ブロックの背後には,脱色化した変質岩が露出し

ているので,地獄地形の発達段階では,原始期か

ら幼年期に移行する時期の現象とみなすことがで

きよう (写真 2)。
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5。 いわゆる
｀
温泉地すべり

″
について

雲仙温泉の泉質は,硫酸酸性の硫黄泉 (含硫化

水素酸性緑ばん泉～硫化水素泉)に属す。pH 2の

強酸性を呈し,泉温は最高98° Cに達する。また,

噴気の最高温度は120° Cで, 8～ 9%の硫化水素

ガス(H2S)を含み,強い二酸化硫黄臭を漂わせて

いる (太 田,1984)。 地獄一帯の岩石は,こ れら

の強酸性の温泉水や噴気によって地化学的変質を

受け,粘土化して温泉余土となったり,脱色や珪

化作用を受けた変質帯を形成する。

温泉余土に地下水が過剰に滲透すると地すべり

を起すが,こ れが ｀
温泉地すべり

″
というもので

ある。日本における地すべり現象の分類として,

小出博 (1953)に よって提唱されたものが,多 く

の研究者によって用いられている。小出の分類は,

地質学的特性に基づくもので,①第三紀層地すべ

り,②破砕帯地すべり,③温泉地すべりが識別さ

れている。

温泉地すべ りは,第四紀火山地帯に集中し,西

サ||(1967)が まとめた全国92か所の一覧表によれ

ば,地域的には北海道,東北,九州地方に多いこ

とが知 られる。有名な温泉地すべ りとしては,昭

和23年夏の霧島温泉地すべ り,昭和28年 7月 26日

に発生した箱根火山の早雲山地すべ りなどがある。

九州地方の温泉地すべ りとしては,霧島の他に,

別府の明ばん温泉や楽天地,九重山,阿蘇山,雲

仙などにある。雲仙では,昭和32年 7月 25日 の諫

早豪雨のあった時に,古湯地区の東側斜面に地す

べりが発生し,建物被害などを受けている (石井 ,

1961)。

む す び

昭和57年の 7。 23長崎豪雨の際,雲仙において

も地獄地帯で小規模な温泉地すべ りが発生してい

たことを指摘した。これに関連して,地獄地形や

温泉地すべ りの特性についても触れた。雲仙温泉

では,諫早豪雨の際にも温泉地すべ りを発生して

いるので,将来また同様な現象が再発する可台旨畦

は充分あるものと考えておかなければならない。

お糸地獄において,こ の度地すべ りを起した現

場は,その後,観光客の安全 という大義名分によ

るものか,地獄地帯の荒々しい自然景観 とは誠に

対照的な,美 しい綺麗な石畳みの遊歩道に様変 り

したことをつけ加えておく。
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写真 |.昭和57年 7月 24日 の集中豪雨により発生したお糸地獄の温泉地

すべりの末端部押 し出し現象.
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写真 2。 背面には脱色化された変質岩が露出するが,地すべり滑動には

関与していない.(昭和57年 8月 7日 撮影)
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