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研 究 報 告

1985年 7月 31日 の桜島噴火による長崎県下の降灰

鎌  田 泰 彦 (長崎大学教育学部地学教室)

Ash Fall in Nagasaki Prefecture drived

from Eruption of Sakurajima Volcano,

July 31,1985

Yasuhiko KAMADA

イッキに壱岐まで」という見出しをつけて, この

珍しい降灰を報道した。桜島の火山灰の降下が長
1 . は じ ど)tニ

昭和60年 (1985)の 桜島の噴火活動による,爆発

回数,火山性地震回数及び降灰量の年合計値は,

すべての点で過去の観測値を大きく上回ったとい

われる。とくに夏季には,鹿児島市街地に多量の

降灰があり,7月 28日 18時 45分の爆発に伴う連続

した火山灰の噴出により,鹿児島気象台における

降灰量は2,476g/m2に 達し,昭和44年 (1969)4

月からの降灰量観測以来の最高を記録した。さら

に, 7月 31日 は,07時 00分,08時 48分,09時 51分

に爆発があり,噴煙は4,000m以 上の高さに上昇

し,熊本県南西部,長崎県,最 も遠い所では壱岐で

降灰が認められた (鹿児島上空4,400m付 近で31

日09時南々東の風 7m/s)(気象庁地震火山部,

1986)。

新聞報道によれば,こ の7月 31日 の爆発により

熊本県においては,水俣市で午後 1時頃から3時

間近く火山灰が降り,街を歩く人の目に灰が入り,

国の中もざらざらする様だつたという。この外,

出水市,大国市,天草の本渡市,栖本町,倉岳町

などでも降灰が観測された (熊本国日新聞, 8月

1日 )。

長崎県では, 7月 31日 午後に入ってから,最初

に島原半島南部の回之津 0カロ津佐町で降灰があり,

北上して長崎市や佐世保市でも観測された。西日

本新聞 (8月 2日 )は「桜島の火山灰,九州縦断,
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第 1図 九州西部地域図



鎌 田 泰 彦

崎においても認められたのは,長崎海洋気象台の

前身の長崎測候所が明治11年 に開設 されて以来

初めてだという (朝 日新聞, 8月 2日 )。

長崎県民にとっては,春先に来襲する黄砂現象

は年中行事的に受けとめているが,桜島の噴火に

よる降灰は全 く思いがけない現象であった。そこ

で,県内の降灰分布の実態を確認しておくため,

調査時期が多少遅すぎた感があるが,降灰からお

そ 3週間後の 8月 24日 に,長崎県地学会の100名

の会員にアンケー ト用の往復はがきを発送し,回

答をお願いした。その結果,63名の方々から返事

を頂き,あ る程度の降灰範囲をつきとめることが

できた。

2.桜島噴火による降灰調査アンケー ト

昭和60年 (1985)7月 31日 ～ 8月 1日 におけ

る,主 として長崎県下の降灰状況の実態を把握す

るため,次の様な項目についてアンケー トを行っ

た (第 1表 )。

第 1表 桜島噴火による降灰調査表

昭和60年 7月 31日 桜島噴火降灰調査

(適当な所の番号を○で囲んで下さい)

(1)あ なたの住んでいる所で,火山灰の降っ

たことに気付きましたか。

1.気付いた 2.ニ ュースなどで知った

3.全 く知 らなかった  4。 その他

(2)気付いた時刻

1。 昭和60年 7月 31日 (水)  時頃

2.〃  8月 1日 (木) 〃

(3)ど んな方法で気付 きましたか。

1.降ってくるのが見えた

2.自 動車のフロントガラス等に積 もった

3。 外に出した洗濯物がよごれた

4.家の中の床や机の上がザラザラした

5.そ の他 (         )
(4)桜島の爆発による降灰 と知ったのは。

1.直観的に 2.TV 3.ラ ジオ

4.新聞 5.そ の他 (     )
(5)そ の他,参考になることがら。

○表にあなたの住所 0氏名を記入して下さ
い 。

3.ア ンケ ー ト結果

桜島による降灰についてのアンケー トに回答が

寄せ られたのは,発送 した100通中63通であった。

問合わせの時期が,降灰のあった日より3週間も

経過した後であったため,記憶 も関心 も薄らいで

いたため回答を見送った方も多いとは予想してい

たが,お よそ60%の返信が届けられ,貴重な情報

を集めることができたのは,大 きな成果であった。

(1)あ なたの住んでいる所で火山灰の降ったこ

とに気付きましたか。

第 2表 降灰確認状況

回答数 %項

1.気付いた

2。 ニュースなどで知った

3.全 く知 らなかった

4。 その他

30     47.6

15     23.8

15     23.8

3   4.8

100.0

回答者の約半数が「気付いた」と答えている。

降灰が確認された地域は,長崎県の本土地域のほ

ぼ全域にわたっている。気付いた地域を長崎県の

南部から列記すれば,次の様である (第 3表 )。

第 3表 降灰確認地域

地域 (市及び郡 ) 回 答 数

島原市 。南高来郡 (島原半島)

長崎市 。西彼杵郡

諌早市・大村市

佐世保市

平戸市・松浦市・北松浦郡

計

計

「2.ニ ュースなどで知った」の項目に○をつけ

た中で,次の確認方法の間に的確に答えているも

のについては,こ の「気付いた」の中に含めた。

その結果,30名が本人自身で降灰を確認したこと

が判明した。確認した場所は,県内の本土地域で

あり,五島 0壱岐・対馬の離島地域や,県外の福

岡・佐賀県は殆ど含まれていない。

(2)気付いた時刻

降灰の時刻についての記入のあったものは20

通であった。確認時亥Jの最も早い報告は,島原半
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1985年 7月 31日 の桜島噴火による長崎県下の降灰

島南端のカロ津佐町 (白 石)で 7月 31日 の14時頃が

ある。次いで,大村市 (阪口)で 16時,長崎市 (鎌

田)で 17時,佐世保市 (加藤)及び北松浦郡佐々

町 (栄岩)で 18時の報告の外,単に夕方と記入した

ものがある。その他の大部分は,翌朝の8月 1日 6

～10時 に集中している。 (地域名の後の ( )内に

報告者名を入れた。敬称省略,以下同じ)

(3)ど んな方法で気付いたか。

「その他」を含めて 5項 目を設けたが,複数回答

もあり,全部で31通 となった。最 も多かったの

は,「 自動車のフロントガラス等に積もった」の13

通と,「家の中の床や机の上がザラザラした」の12

通であった。「降ってくるのが見えた」のは,カロ津

佐町 (白 石)と 国見町 (片岡)の 2通で,共に島

原半島である。

降灰の確認は,自家用車の上に積もったのが最

も容易に気付かれており,大学生などはモーター

バイクのサドルの上に積もった火山灰に,乗車直

前に気付き,は らい落としたものが多かった様で

ある。その外,「濡れ縁がザラザラしていたので指

でとってみて分かった」(栄岩),「物干竿に灰がつ

いていた」(岩本),盆栽の葉の表面に灰が積もっ

た」(丸山),「サッシの溝にうすく積もる」(柏原)

などの報告があった。また,長崎市女の都では,

花壇に種子を蒔いた上にかぶせたビニールの風呂

敷の上に,17～ 18時の間に0.75gの 火山灰が積も

り,標本として採集した(鎌田)。

(4)桜島の爆発による降灰と知った情報源

この時の降灰が桜島起原であることは,TVと
新聞で知ったのが最も多かった。その他では,長

崎市の「赤迫のガソリンスタンドで,洗車のお知

らせがでていた」 (岩本)と いう報告もあった。

第 4表  桜島の火山灰の確認の情報源       、

回答数 %

(D その他参考になる事柄

多 くの方が,臨場感のある体験や聞き込みに

よって集めた情報など,貴重な報告が寄せられた。

降灰の確認
′
情報 と,未確認報告に分けて,報告者

と住所の市町名を記す。 (ほぼ原文のまま)

a)確認者の情報

鶴田 (北有馬町):諏訪の池でキャンプ中だっ

た。駐車場に置いた車全体が灰塵で灰色っぽ く

なっており,指で字が書ける程であった。

石川 (長崎市):8月 1日 ,机の上を生徒が雑巾

でふいていたので,火山灰 (桜島)であることを

補習授業で話した。

副島 (諌早市):私自身気がつきませんでした

が,同 じ職場の 2人の市内居住者から聞いた。灰

が目に入って痛かったという。

渡辺 (大村市):近所の人の車のフロントガラス

から降灰を採取し,小型顕微鏡で見たら火山灰で

した。薄片作成の予定です。

阪口(大村市):風が強かったので,外からの砂

かと思っていましたが,従来そのようなことがな

かったので,不思議に思った。

西村 (大村市):標本を採取して,顕微鏡で見て

みました。

松本 (佐世保市):カ ーポー トに駐車してた車の

ボンネットと窓をふきました。深夜から早朝にか

けてはドームで星を見ていましたが,降灰には気

付きませんでした。

迎 (佐世保市):佐世保北高でも観察されまし

た。

堺谷 (佐世保市):7月 31日 ,天草でキラキラ輝

きながら火山灰が降って来て, とても綺麗だった

と電話あり。佐世保では翌日気付いた。天草の方

が量が多かったようです。

栄岩 (佐々町):多 くの北松南高校の先生方の車

のフロントに相当量降灰していたので,降灰量も

多かったと思われる。

原口 (吉井町):平戸市においても8月 1日 ,自

動車・バイク等に降灰があったと聞きました。そ

の話を直接確認してまわりました。吉井町も同じ

ような灰であったことを確認しました。

b)未確認の情報

荒木 (福島町):確認のために,聞 き取 り調査を

項

1。 直観的に

2.TV
3。 ラジオ

4。 新聞

5。 その他

6

13

2

13

1

17。 1

37.2

5。 7

37.1

2.9

100.0計

(複数回答あり)
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した対象は次の通りですが,いずれも気付いてい

なかった。 (本校職員 0町役場・松浦農協福島支所

及び農業指導員)。 福島町では,人が異常に気付 く

程の降灰は無かったのではないかと思われます。

時宜を得た調査と,結果を大変楽しみにしていま

す。

堀口 (鷹島町):全 く知らなかった。

林 (茂)(壱岐郷ノ浦町):だ 学ヽ校職員全員B名

の人が知らないと答えました。

山内 (壱岐郷ノ浦町):多 くの方に聞きました

が,灰 らしいものは誰も気付いていません。

川原 (対馬厳原町):対馬では飛来しなかったよ

うです。同僚・生徒からの報告もありませんでし

た。

鎌 田 泰 彦

● 降灰確認地域

o 降灰未確認地域

第 2図  昭和(1985)7月 31日 の桜島噴火による

降灰地域 (天 草諸島は新聞報道による)

梅野 (対馬上県町):7月 18日 以来雨がなく,全
く気付きませんでした。

高田 (五島富江町):ニ ュースで知りましたが,

富江町には見られなかったようです。

石川 (五島上五島町):他の数人に聞いてみまし

たが,気付いた人はおりませんでした。

岸川 (佐賀市):佐賀県内でも一応,佐賀教育セ

ンター,唐津東高,武雄高に聞いてみましたが,

気付いていないようです。

井上 (太宰府市):全 く気付かなかった。

4。 まとめ (考察 )

昭和60年 7月 31日 の桜島の噴火による降灰が
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1985年 7月 31日 の桜島噴火による長崎県下の降灰

長崎県下にも及んだというきわめてまれな現象を, さった熊本大学教養部長谷義隆博士に厚く御礼申

長崎県地学会の多くの会員に御協力を願い,確認  し上げる。アンケートによる調査では長崎県地学

情報と未確認情報を併せて考察した結果,ほぼ降  会の会員諸氏の御協力を仰いだ。回答をお寄せ下

灰の分布範囲を限定することができた。分布の東  さつた方の御芳名を記し,感謝の意を表したい。

限は,有明海中部から長崎 0佐賀の県境をたどっ  (会員名簿順 0敬称略)

て伊万里湾に抜ける線となる。また,西限は五島   林  徳衛  浅岡 哲人  声原 君栄

灘までは張り出してはいなかったと思われる。    荒木員壽男  石川 直衛  石川 光弘

佐賀・福岡県や,伊万里湾内の長崎県の福島や   稲益 雅代  井上 昌幸  今村  宏

鷹島でも確認できなかったのは,多良岳 0虚空蔵   岩尾雄四郎  岩本 義弘  内田 信也

山 0国見岳などを連ねた稜線が障壁となったため   梅野 壮助  大久保利彦  太田 一也

ではなかろうか。すなわち,天草を通過して火山   大平 俊行  岡沢  昭  緒方 幹雄

灰を運んできた噴煙は,長崎県に入る頃から次第   小田 忠昭  柏原公二郎  片岡 富夫

に高度を減じ,大村湾上空を通過した後,平戸島   勝  幸八  加藤 寿俊  鴨川 信行

の北の海面で消滅したものと考えられる。一部で   河内 俊雄  河口 盛男  川原 和博

報道された壱岐については, 3名の方から不確認   岸川  昇  楠本  満  古賀大八郎

の情報が寄せられたので,た とえ到達したとして   近藤  功  堺谷 和子  坂田 輝行

も,き わめて希薄になっていたものと思われる。   塩口  登  白石 成美  副島 猛俊

火山灰を運搬した噴煙の先端は,桜島から直線   高田 光昌  田島 俊彦  鶴田 義成

距離でおよそ120kmの 加津佐に14時 ,200kmの 佐世   永田 和久  西村 暉希  栄岩 吉郎

保に18時頃に到達している。7月 31日 の朝に3回   故林  茂  林 礼次郎  原口 孝昭

の爆発があったが,噴煙上昇時刻を9時 とすれば,  藤田  光  堀口 承明  松尾浩太郎

加津佐までの平均時速は約24km/h,佐世保までは   松尾  司  松本 直弥  丸山 稜人

約22km/hの 移動であったことが推定される。この   宮崎 義生  迎  満康  本山平二郎

値は,鹿児島上空の風速 7m/s(25km/h)に 近似   山内 正志  山口 修弘  吉田喜美子

している。                     渡辺 博光

長崎県下の桜島噴火による降灰の実態調査を進

めるのに当たり,気象学的な考察について適切な

御教示を賜わつた長崎大学教育学部荒生公雄教授 ,

また熊本県の降灰についての新聞記事をお送り下
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