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まえがき

平成 2年 (1990)11月 17日 に,噴火を開始 し

た雲仙・普賢岳の火山活動は,新 しい溶岩 ドー

ムをつぎつぎに形成しながら,激 しい火砕流を

発生させ,広範囲に火山灰を降らせている。ま

た,溶岩の崩壊・落石によって生成された斜面

崩壊物は,大雨の度に土石流となって島原市・

深江町方面に流出し,甚大な災害を引き起こし

ている。雲仙岳の火山活動とそれに伴う自然災

害は現在もなお継続している。

雲仙・普賢岳の火山活動とその災害の実態は,

大学・地質調査所 。国土地理院 。気象庁・長崎

県・島原市・深江町などの公的研究機関はもと

より,多 くの報道機関や個人によって調査・研

究され,膨大な記録が蓄積されつつある。とく

に,以前から継続観測を行っていた九州大学理

学部付属地震火山観測所 (太田一也所長)を中

ノと`とした,大学合同観測班の調査・研究活動は

誠に顕著なものがある。

雲仙・普賢岳の火山活動に関する地学的情報

を,長崎県地学会誌にも掲載 していきたいと考

えているが,主要な噴火状況の経過を理解する

上に,「噴火活動年表」を漸次掲載 していく予

定である。ここで取り上げる年表の内容は,噴

火活動に関する自然現象を主とし,行政的・社

会的な側面の記述は最小限に止めた。

本年表の編集に際しては,主に下記の島原地

震火山観測所を中心としたの研究資料をはじめ,

新聞社の出版物や新聞記事などを参考にした。

種々ご教示を賜わった島原地震火山観測所の太

田一也所長・清水 洋助教授に対し,厚 くお礼

を申し上げる。

鎌  田 泰  彦 (長崎大学名誉教授)編
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料資

雲仙・普賢岳噴火活動年表 (1)

(1990年 7月 ～1992年 3月 )
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雲仙・普賢岳噴火活動年表 (1)(1992年 7月 -1992年 3月 )
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図 2 雲仙・普賢岳の平成溶岩 ドームの分布図
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鎌 田 泰 彦 (編 )

1990(平成 2年)               3日  3度目の噴火。屏風岩火日の噴煙の高さ

7月  July                が一時500mに達す。

4日  最初の火山性微動発生。震央は千々石町  8日  地獄跡火口内の 3ヶ 所に新噴火口。南側

木場に集中。                 150mま でに人頭大の噴石が噴出。

8月  August～ 10月  October      19日  島原市赤松谷上流に土石流が発生してい

普賢岳山頂直下の地震・火山性微動頻発。     たことが判明。幅約10m,長 さ約1.3km。

11月  November             30日  4度 目の噴火。地獄跡火口から噴火。噴

1了 日 普賢岳九十九島・地獄跡火口より水蒸気   煙の高さは約500m。

噴火。 3時35分に連続微動発生 (噴火開始時    5月  May
刻)。 8時,雲仙岳測候所が噴煙を確認。    12日  普賢岳山頂付近の地震・火山性微動増加。

18日  噴煙量は九十九島火口減少し,地獄跡火   火ロー帯で東西性の地割れが多数発生。

日激減する。                15日  水無川上流において大量の火山灰を巻き

20日 雲仙岳を中心に震度 3～ 1の地震が連続   込んだ小規模土石流発生。平原橋流出。水無

発生。震源地は普賢岳の西北西約 8 km,深度   川流域の117世帯,461人避難。

約 7 km,M=4.3。               17日  火山噴火予知連絡会 (下鶴大輔会長)が ,

22日  普賢岳火山活動警戒連絡会議 (県・周辺   「火山活動が新段階に入った」と発表。

自治体・雲仙岳測候所など22機関)が発足。  18日 屏風岩火口から斜面に向って,東西に

雲仙岳の入山禁止。              200m以 上の長さの亀裂を確認。

25日  九十九島火回の噴煙の高さ約50m。 地獄  19日  水無川で再び土石流発生。筒野人道橋と

跡火日の地表活動消える。           筒野二号橋流出。流域住民約3,500人 に避難

12月  D ecem ber              勧告 (416世帯,1,326人が避難)。

噴火・地震活動の漸次的減少。       20日  地獄跡火日から溶岩 ドームが出現 (第 1

ドーム)。 直径40～ 50m,高 さ数10m。 3度

1991(平成 3年)                日の土石流発生。

1月  January              21日  溶岩 ドームは花弁状に大きく割れ,割れ

15日  島原半島西部に群発地震再発。震源が雲   目から噴煙が上る。

仙岳に近づく。               22日  地質調査所は,山頂一帯が12日 間で90cm

16日  地獄跡火口西縁に新噴気孔確認。      膨張と発表。

2月  February             24日  地獄跡火口が噴火。溶岩 ドーム東斜面ヘ

7日 地獄跡火口西縁噴気優勢となり,温度・  溶岩塊が崩落。最初の火砕流発生。(25日 に

炭酸ガス濃度上昇。              確認)。 以後,崩壊性火砕流が断続的に発生。

12日  普賢神社裏の新火口から噴火。屏風岩火  26日  11時 15分 ,東側斜面で大規模火砕流が下

口と命名。噴煙は約500m上 昇。         り,民家まで約200mに 迫る。水無川上流 (北

26日 眉山の崩壊に備え,島原市の16,000人 避   上木場地区)にいた作業員が火傷を負い,火

難計画発表される。              砕流による初の負傷者となる。火砕流に対す

3月  March               る警告と911世 帯,3,530人 に避難勧告。「火

17日  地獄跡火口噴火再び活発化。橘湾を震源   砕流」という表現が新聞にも登場。

とする地震で,長崎で震度 3,雲仙岳で震度  29日  これまで最大級の火砕流発生。先端部は

2。                     民家まで約400mま でに達 し,山火事も発生。

29日 九十九島・地獄跡・屏風岩の 3火国の同  30日 地獄跡火日から高さ50mの火柱が上がる。

時噴火。                     6月  June
4月  Apri1              3日  16時 9分,大規模火砕流が発生 し,約
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雲仙・普賢岳噴火活動年表 (1)

4.3km流下 して北上木場を襲う。死者・行方

不明43名 ,重傷者 9名 ,焼失建物179棟 (う

ち住宅49棟 )。 大村市駐屯陸上自衛隊第16普

通科連隊救援出動。この火砕流によるとみら

れる火山灰が,16時40分から15時 40分 にかけ

て,熊本市 0延岡市・高千穂町で確認される。

5日 気象庁は, 3日 の火砕流災害に対し「平

成 3年雲仙岳噴火」と命名。

6日 死者31名 ,行方不明 4名 を確認。

7日  島原市役所,水無川流域の立入り禁止区

域の設定と住民の強制退去の勧告。収容の27

遺体のすべての身元判明,残る4遺体は未発

見。

8日  深江町役場,立入り禁止区域の設定。そ

の直後の19時 51分,地獄跡火口東側斜面で,

大きな爆発音とともに噴火し,大火砕流が火

口より5.5km下流の国道57号線に達す。焼

失家屋は20了棟 (う ち住宅72棟 ),約 9千人が

避難。

9日 新たな ドーム (第 2ド ーム)出現。海部

俊樹首相・西田国土庁長官,島原市に見舞訪

問。

10日  南・北千本木に一時避難勧告。国道57号

線全面通行止め。

11日  23時 59分,爆発音を伴う小噴火が発生し,

島原市北部千本木地区に大量の噴石 (火 山礫
0軽石)が落下。

12日  普賢岳山頂付近の著しい膨張。島原市民

に外出自粛の勧告。深江町立入禁止区域拡大。

14日  第 2ド ームが長さ100m,高さ50mに 成長。

17日  地獄跡火口よりの噴煙が南西約 4 kmの 雲

仙温泉街までに達 し,激 しい降灰。

18日  第 2ド ームの連続的成長。地獄跡火口よ

りS02に富んだ紫青色の噴煙が噴出。

19日  13時 50分から火砕流が連続 し,14時 11分 ,

大火砕流が水無川を地獄跡火口より約 4 km

流下。一部は赤松谷の支流に入る。深江町の

1,200人が緊急避難。

20日 小規模火砕流が散発的に発生。

21日 溶岩 ドームが斜面に舌状にせり出し,崩

落を繰り返す。

24日 溶岩 ドームが,長さ200m以 上,幅約160

(1992年 7月 -1992年 3月 )

m,高さ約80mに成長。建設省土木研究所・

国土地理院が,火砕流堆積物が750万 ポ (東

京 ドームの約 6杯分)に及ぶと航空測量の結

果を発表。

26日  中規模火砕流頻発。黒煙が島原市千本木

から二会地区に流れ,視界が一時10mに落ち,

車はノロノロ運転。

27日  地震頻発,9時H分に雲仙で震度 4,長

崎 3,22時 23分 に雲仙 。長崎で震度 1。 島原

市・深江町の警戒区域指定期間の延長。

28日  4時 50分 に震度 2,12時 28分に震度 1。

ともに震源は橘湾の深さ約10km。

30日  17時～20時の梅雨前線の大雨によって,

水無川・中尾川 0湯江川において相次いで大

規模土石流が発生。水無川では国道570251

号線を埋め,先端は有明海に達す。雲仙岳の

連続降雨量 192mm。 損壊家屋137戸 (う ち住宅

59棟 )。

7月  July
3日  溶岩 ドームさらに成長 し,幅約250m,

長さ約300m,高 さ約80mと過去最大規模。

5日 地質調査所は, 6・ 3大火砕流の速度は

時速130kmに 達 していたと公表。

6日 溶岩 ドームさらに成長 し,長 さ約360m,

幅約250mと 過去最大規模。

7日  土石流研究班による眉山南斜面における

旧期土石流堆積物の確認。

8日  溶岩 ドームの長さ約400mに 成長。溶岩

は 1日 約20万 パ 噴出,総容積約400万 ポに

達す。大塚建設相現地視察。

9日  溶岩 ドーム先端の表面温度430℃ を記録

(赤外線熱画像にて測定)。 政府は活火山法

(活動火山特別対策特別措置法)に基づく被

災者救援策を決定。

10日  天皇・皇后両陛下が島原市・深江町・布

津町の避難所を訪れ,被災住民を見舞われる。

12日  警戒区域指定期間の第 2次延長。噴石を

伴う火山灰, 2ヶ 月ぶりに島原市内に降る。

地獄跡火口で601℃ ,598℃ の高温を観測。

13日  地獄跡火日から高さ700mの噴煙が上が

る。

14日  溶岩 ドームの長さ470mに 達す。
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18日  溶岩 ドームの長さ約500m。 火口周辺は

水蒸気や噴気が激 しく噴出。

20日  14時頃, 1週 間ぶ りに火口か ら約1.6km

に達する火砕流が発生。

21日  溶岩 ドームの長さ530mに成長。

23日  溶岩 ドーム中央部の表面温度は540°Cの

高温を示す。

27日  溶岩 ドームの長 さ530-540m,幅 200-

250m,高 さ250-300mに 成長。警戒区域指

定期間,第 3次延長。

28日  国道251号線の通行規制の緩和  (6月
8日 以来50日 ぶ り)。

8月  August
7日  10時 24分,中規模火砕流の一部が初めて

「お しが谷」に達す。

11日  普賢岳山頂直下の火山性微動・地震の発

生回数増加。小規模噴火による島原市内の激

しい降灰。警戒区域指定期間,第 4次延長。

12日  0時頃,2ヶ 月ぶ りの噴石を伴う火山灰

噴出。 13時 45分 に,再び噴石を伴う噴火。

15日  新 ドーム (第 3ド ーム)出現。

24日  第 3ド ームが,直径約300mに成長。

25日  頻発する火砕流が北東斜面を垂木台地に

向けて流下。 16時 55分,お しが谷下付近で火

砕流による山林火災発生。

26日  北東側斜面で火砕流相次ぎ,熱風は島原

市千本木地区の約500mま でに達す。警戒区

域指定期間の第 5次延長。

27日  長崎市・三和町・野母崎町に大量の火山

灰が初めて降る。

29日  北東斜面に火砕流の頻発によりお しが谷

が堆積物で埋まり熱風で垂木台地の樹木が焼

ける。千本木住民に早期避難の呼びかけ。

31日  島原市が,南・北千本木町を避難勧告区

域に指定。

9月  September
3日  北東斜面に中規模火砕流の頻発 し,お し

が谷へ流下。

5日  警戒区域指定期間,第 6次延長。

6日  山頂直下の火山性微動 。地震の発生数の

増加。21時21分,北東側斜面で火砕流発生 し,

島原市北側全域は真っ黒い多量の火山灰に見

舞われる。

7日 地震発生数268回 /日 ,5月 20日 以来最大

に 。

10日  噴気孔 (fumarole)付 近の温度600℃ を

記録。島原市は南 0北千本木区域を警戒区域

にま旨天E。

11日  島原市は警戒区域指定の一部の町に,短

時間の一時立ち入 りを 3ヶ 月ぶりに許可。

14日  台風 17号来襲 (最大瞬間風速28。 lm)。

15日  夕方から火砕流頻発。18時57分,最大規

模の火砕流により焼失家屋193棟 (う ち住宅

49棟 )。 深江町大野木場小学校全焼。警戒区

域指定期間,第 7次延長。

17日 新 ドーム (第 4ド ーム)が山頂の北東部

に出現。 9月 15日 の火砕流崩落跡の馬蹄形の

火口に生 じ,幅約200m,長さ約100m,厚 み

20-30rn。

18日  島原市は,水無川下流の警戒付近の住民

の短時間の立ち入 り許可。

25日  警戒区域指定期間,第 7次延長。

27日  台風19号上陸 し,有明町湯江川で小規模

土石流発生。

10月  October

4日  第 4ド ームは,長 さ約350m,幅 約200m,

高さ100mに成長。

8日 第 4ド ームより落石頻発。全体から紫青

色の煙が上昇。

15日  警戒区域指定期間,第 9次延長。島原市

0深江町,水無川下流域の384世 帯の帰宅を

許可。島原市 一口之津間のバス運行,134日

ぶりに再開。日本火山学会秋季大会開催 (仙

台市 )。 多数の 「雲仙岳噴火」関係の研究発

表あり。

22日  九大島原地震火山観測所は,溶岩 ドーム

の名称を出現順につける。

24日  地震回数,37日 ぶ りに増加。中央 ドーム

頂上付近で621℃ ,地獄跡火回の噴気孔の温

度658℃の過去最高を記録。

25日  地震回数の増加。溶岩 ドームの急速な成

長。20時45分頃,雲仙岳測候所が夜間,ド ー

ム上に「火映現象」を仁田峠から観測。

29日  10時 15分 ,第 3ドームの先端から大規模

鎌 田 泰 彦 (編 )
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雲仙・普賢岳噴火活動年表 (1)(1992年 7月 -1992年 3月 )

岩石流が発生。南東斜面を約 1。 5km下 って水  1992(平成 4年 )

無川支流の赤松川に入る。             1月  January
30日  7時 45分,火山灰を含む噴煙が1,500m  2日  第 5ド ームの最高点が普賢岳山頂(1,359

に達する。                  m)に あと4mに迫る。

11月  November             3日  溶岩 ドーム表面温度200℃以と測定され

4日 第 4ドームの付け根の隆起部分を中心に,   る。

盛んに溶岩が崩落。警戒区域指定期間,第 10  5日  第 5, 6ドームに亀裂,崩落相次ぐ。中

次延長。                   規模火砕流の先端は,赤松谷支流の最も近い

5日 第 4ドーム南側の隆起部分が高くなり,   民家の300m手前で停止。

湧き出し回は花弁状となる。         11日  第 5ド ームの頂上が普賢岳 (1,359m)

13日  自衛隊島原災害派遣隊が,初めて普賢岳   山頂の高度に達する。

の溶岩 ドームに地上から接近 し,周囲を視察。 13日 警戒区域指定期間,第 13次延長。

14日  溶岩 ドーム,長さ500m,幅250m,厚 さ  16日  第 5ドームの成長による連続的圧縮の結

250mの 規模に成長。火口下の地震の発生回   果,第 4ド ームが崩壊。

数が100回 /日 を超える。           30日  第 6ドームが成長し,第 5ド ーム山頂部

21日  火山噴火予知連の下鶴会長が 「溶岩 ドー   に追る高さに達す。

ムは過去最大の2,300万 ぷに達 しており,更    2月  February
に成長を続けている。大規模火砕流や土石流  2日  17時 38分,火砕流が島原市上木場近くに

に引き続き警戒が必要」とコメント。      達 し,市内に大量の火山灰が降る。

23日  地震発生回数の増加, 1日 200回 を超え  6日  ドームの溶岩塊の崩壊が 1日 400回以上

る。                     に達す。

24日  第 4ド ームの西に花弁状の溶岩塊が成長  10日  北東斜面より熱水の放出。

し,第 5ド ーム出現。警戒区域指定期間,第   12日  警戒区域指定期間,第 14次延長。島原市

11次延長。                   ・深江町避難勧告区域の緩和。

27日  中規模の火砕流が赤松谷の上流部に発生。 16日  第 6ド ームの崩落で発生じた火砕流によ

12月  December             り大量の火山灰が降り,国道251・ 51号が一

1日  火山性地震が540回 /日 発生。1990年 H   時通行止めになる。

月17日 の噴火以後の最多を記録。       18日  第 5ドームの頂上が,普賢岳山頂より約

6日  溶岩の噴出量が約5,800万 ポ (東京 ドー   20m高い1,380mの 高度に達する。

ム約47杯分)に達す。            22日  第 5ドームの継続的隆起が続 く。

12日  赤松谷川に中規模火砕流発生。その先端    3月  M arch

はもっと近い民家の300m手前に達す。     1日  中規模火砕流頻発 (16回 )。 1～ 2時半

14日  警戒区域指定期間,第 12次延長。      にかけ,未明に水無川流域で小規模土石流発

16日  第 5ドームは,長 さ300m,幅 150mに成   生。下流の国道251号 や島原鉄道の線路が土

長。                     砂で埋没。土石流の発生は, 6月 30日 の大規

19日  第 6ド ームの確認。            模土石流以来約 8ヶ月ぶり。

20日  第 6ドームの規模,長 さ約200m,厚 さ  7日 不通になっていた島原鉄道の島原外港駅

約70m。                   一深江駅間 (6.4km)が 6日 ぶりに前面開通。

27日  島原鉄道は運休 していた島原外港―深江  13日  避難勧告区域の緩和により,北千本木町

間が6.4kmの 運行を206日 ぶりに再開。      の住民が半年ぶりに帰宅。

14日  宮沢喜一首相が,島原市・深江町の被災

地を視察。
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19日  第 6ド ームの付け根付近で溶岩の供給が

活発。

22日  中規模火砕流発生。その先端は最 も近い

民家の150m手前で停止。

23日  火山性地震 0火 山性微動が,そ れぞれ

586回 ,98回発生。

25日 第 6ド ームの南麓に,第 了ドームが出現。

31日  3月 に入って頻発 している中・小規模火

砕流は,月 末まで殆ど連 日発生 した。

―- 24 -一




