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資  料

雲仙・普賢岳噴火活動年表 級)

(1992年 4月 -1994年 3月 )

鎌 田 泰 彦 (長崎大学名誉教授)編

1992(平成 4年)                のドーム出現以来, 6月 初めで 1億 ピを超え

4月  April                たと発表。

1日 水無川流域で泥流発生,国道251号一時  13日 水無川で小規模土石流発生 したが,被害

通行止め。                  なし。

2～ 4日  中規模火砕流が東南東側に頻発。     8月  August
14日  島原鉄道,南島原駅～深江駅間全面開通。 8日 台風10号九州北部を縦断。水無川流域に

17～ 18日  中規模火砕流発生,島原市・有明町   大規模土石流が相次いで発生,住家・非住家

方面に大量の降灰。              宅240棟全半壊,島原鉄道島原外港駅一深江

22日 継続時間が 5分を超える大規模火砕流が   駅間不通。

赤松谷方面に発生。雨のため泥流発生,国道    第 7ド ームの大半が崩落 して火砕流が発生

251号一時不通。                し,赤松谷第 1渓 (炭酸水谷)を経て流下,

5月  M ay                先端の熱風は深江町大野木場を直撃 したため,

11日  雲仙天草国立公園雲仙・普賢岳火山活動   住家 4棟が倒壊・炎上,12棟の非住家が爆風

影響調査委員会 (座長・鎌田泰彦長崎大学名   によって倒壊。

誉教授,委員 8名 )が初会合を開く。     10日  普賢岳東斜面に,50～ 100m大の巨大岩

31日  5月 中も溶岩の崩落,中・小規模の火砕   塊の落下を確認。警戒区域指定期間,第20次

流が頻発する。                延長。国道57号から海側の避難勧告地域の規

6月 June                制解除は lヶ 月延期。

6日 火山活動影響調査委員会が初めて普賢岳  23日 第 8ド ームの出現を大田―也所長が上空

に入山し,風穴・普賢池付近の調査を行う。   から確認。

7日 梅雨入り。水無川で小規模土石流発生。  28日  溶岩 ドーム西側の噴気孔で初めて火炎現

12日  中規模火砕流が相次ぎ,赤松谷を流下 し,  象を清水洋助教授が確認。噴気孔の温度は約

岩床山に当る。                800度 。

15日  未明に,雲仙・小浜両温泉街に噴火以来    9月  Septem ber

最高の大量降灰。               1日  島原鉄道 (安徳駅―深江駅間)全面開通。

19日  溶岩 ドームの最頂部が過去最高の1,394  29日  水無川流域で小規模土石流発生。総雨量

m(自 衛隊測定)。               は,島原市で41mm,深江町で52mm。

23日 水無川の小規模土石流発生。         10月  October

30日 今月も,溶岩の崩落,中・小規模の火砕  19日 国道57号が, 1年 4ヶ 月ぶりに昼夜全面

流が水無川 0赤松谷方面に頻発。        開通。

7月 」uly               22日  第 5ド ームの中央部の陥没が中田節也助

1日  建設省土木研究所 (茨城県つくば市)は ,  手により確認。

普賢岳から噴出した溶岩の総量が,昨年 5月
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雲仙・普賢岳噴火活動年表(幼

11月  November
17日  雲仙岳噴火は 3年目に入る。犠牲者43名 ,

島原市・深江町で損壊 した家屋は1,000棟 を

超える。島原半島全域における被害総額は,

約1,366億 円にのぼる。普賢岳の遮、もとに堆

積 した噴出物は約 1億 3,000万 ぷで,東京

ドームの約105杯分にあたる (10月 6日 現在)。

12月  December
3日  第 9溶岩 ドームの出現

9日 科学技術庁防災科学研究所「普賢岳地表

温度が472度に低下 している。今年 5月 には

716度であった」と発表。

27日  水無川で土石流発生, 9月 29日 以来約

3ヶ 月ぶり。

1993(平成 5年 )

1月  January
15日  中規模火砕流がおよそ半年ぶりに頻発。

2月  February

4日  第10ド ーム出現。新 しい溶岩 ドームの出

現は lヶ 月ぶり。

12日  第10ド ームの中央部が高さ約70m,直径

約50mの 柱状に成長。

3月  March
5日 気象庁雲仙測候所の測量で,第 10ド ーム

の最高部が1,420mに なったことが判明。

8日  13時 42分,お しが谷方向に火砕流発生。

第10ド ームの溶岩の一部が欠落し,直径50m

ほどの岩塊が斜面に転がる。

9日  16時 42分 ,23時 01分,大規模火砕流が水

無川方面に発生 し,多量の火山灰が降る。規

模の大きい火砕流の発生は今年 1月 15日 以来。

15日  午前,強い雨のため水無川で土石流が発

生。国道57号に土石があ遮、れ,約 1時間半 ,

通行止めとなった。

17日  第11溶岩 ドームが東側斜面に出現。自衛

隊の観測では,そ の規模は長さ100m,幅数

10m,高 さ20～ 30m。

22日  23時 15分,比較的大きな火砕流が水無川

方向に発生。

4月  April

3日 太田一也所長「火山活動が再び活発化し

(1992年 4月 -1994年 3月 )

てきた」と,昨年12月 の「終息説」を自ら否

定 し,沈静には時間がかかると見解を表明。

4日 未明から中規模火砕流が頻発。

7日 国土地理院 (茨城県つくば市)の航空測

量により,溶岩 ドームの最高点が1,436mに

達 したことが判明。普賢岳山頂標高を77m上

まわる。

9日  通産省地質調査所,「通算の火砕流堆積

量 1億 5000万 ピを超える」と発表。

12日  建設省,砂防事業に伴う雲仙復興工事事

務所を島原市に開設。

22日 普賢池の 3分の 2が溶岩塊で埋まる (清

水 洋助教授の観測)。

23日 東大地震研究所などの研究で,溶岩の噴

出量が 6週間周期で増減していることが判明

する。

28日  断続的な強い雨のため水無川・中尾川で

大規模土石流が発生。被災家屋493棟 に達し,

過去最大。国道570251号 と島原鉄道寸断。

29日  降り始めから29日 午前11時までの降水量

は238mm(島原消防署)。 農林被害は約30億円。

5月  M ay
2日  午前,断続的な強い雨のため,水無川・

中尾川で再び大規模土石流が発生。島原市・

深江町で4,900人 に避難勧告。大規模火砕流

も頻発。

14日  13時 38分,大規模火砕流が北東側 3 km,

東側に2。 5km流れ下り,噴煙が山頂から高さ

2,500m以上にも達 した。

21日  18時 28分,大規模火砕流が北東斜面から

中尾川本流を流れ下る。流域の千本木地区の

176世帯,663人 に避難勧告。

22日  中尾川への火砕流頻発。21時 55分 には 3

km以上流れ下り,治水ダム付近で山火事発生。

熱風は千本木の住宅まで約30mにまで達す。

6,用   」une

2日  早朝,断続的な強い雨のため,水無川で

小規模土石流,中尾川で泥流発生。

18日  水無川,中尾川両流域で大規模土石流発

生。被災家屋118棟。土木・農林被害額は総

額10億7,500万 円にのぼる。

20日  第11ド ームが長さ400mに 成長。溶岩の
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鎌 田 泰 彦 (編 )

供給日量は10～19万 ピ。

21日  04時 21分,大規模火砕流が発生。水無川

方面に流下 して国道57号 の約650m手前まで

達す。

22日 水無川,中尾川両流域で大規模土石流発

生。島原市と深江町は,両地域の1,865世帯 ,

69832人 を対象に避難勧告を出す。

23日  02時 52分,02時 57分,11時 14分などに続

き,大規模火砕流が中尾川方向に流下し,南

千本木の家屋137棟が焼失 した。男性 1人が

焼死 し,火砕流による犠牲者は44人 になった。

24日  05時 25分,大規模火砕流が中尾川方向に

流下 し,千本木地区を横切る県道を越え,新

たに北千本木の家屋40棟以上が焼失した。23

日の被災と合わせて,計 187棟 が倒壊,焼失

した。

26日  01時 15分,最大規模の火砕流が水無川方

面に流下 し,国道57号を越えた。到達地点は

山頂の溶岩 ドームから5.4km。 島原市と深江

町は立ち入り規制を強化 し,対象者は警戒区

域が519世 帯,2,219人 ,避難勧告区域274世

帯,1,108人に拡大する。

27日  0時 49分,中規模火砕流が水無川方向に

流下する。溶岩の噴出は日量15～ 20万 ピ。

7月  」uly

16～ 17日  水無川 0中尾川両流域で断続的に土

石流が発生。国道57号 は火山岩や流木で厚 く

覆われる。被害家屋112棟。

19日  06時 21分,大規模火砕流が水無川方面に

流下 し,国道57号を越えて約50m下まで達 し

た。

21日 第11ド ームが北東へ成長 し,長さは約

250m,幅は約100m,厚 さは約70mと なる。

8月  August
2日  午後,強い雨のため,島原市 0深江町は,

水無川 0中尾川両流域の1,374世帯,5,059人

を対象に一時避難勧告を出す。眉山から発生

した泥流が市街地に流れこむ。

20日 朝の激しい雨で,島原市眉山で土石流が

発生 し,市街地の住宅など計201棟 が全半壊

や浸水被害を受ける。

31日  17時すぎから,中規模火砕流が頻発 し,

北東側のおしが谷を流下する。

10月  October

17日  雲仙・普賢岳噴火 4年 目に入る。火山性

堆積物は約 2億 3千万ポ (国土地理院調べ),

溶岩 ドームの高さは普賢岳山頂より約100m

高くなり,その体積は約 8千万ポと見積もら

れている。

12月  December
9日  溶岩 ドームの表面温度は300度以上。山

頂部の第11ド ームは成長を止めている (九大

島原地震火山観測所)。

15日  雲仙岳山頂部の浅所で火山性地震が頻発

(以後活発となる)。

19日  普賢神社壊れる (屏風岩から地震で落ち

た岩が直撃 ?)。

29日 溶岩 ドームの張り出し部が屏風岩に接近

し,普賢神社が埋没する (九大中田節也助手

の現地調査)。

1994(平成 6年 )

1月  」anuary

5日  12月 15日 から始まった震度 1の有感地震

が197回 に達す (6日以降発生 していない)。

溶岩 ドームの南西側が 6日 間で14m隆起。

11日  建設省,中尾川流域の地形測量開始。

15日  第12ド ームが出現。新鮮な灰色の溶岩が,

直径約50mの花弁状にわきだし,プ ロック化

する。

24日 今冬一番の冷込み,最低温度零下6.9° 。

火砕流は減り,表面冷える。

30日 火砕流頻発。臨時火山情報が昨年 8月 31

日以来 5ヶ 月ぶり。

2月  February
l～ 2日 火山噴火予知連絡会 (井田喜明明会

長)の雲仙ワーキンググループの会合が,現

地の島原市で初めて開かれる。「マグマの供

給源は島原半島西部のマグマだまりにある」

との見方が一致した。

6日  ドーム山頂北西側の湯江川方向に初めて

火砕流が発生 し,約500m地点に達 した。

14日  第12ド ームを中心とした隆起に伴う溶岩

の崩落により,普賢池が完全に埋没したこと
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雲仙 0普賢岳噴火活動年表(劾 (1992年 4月 -1994年 3月 )

が,九大島原観測所によって上空から確認さ   賢岳より129m高 くなったことが,気象庁雲

れた。                    仙岳測候所の測量で確認された。

18日  溶岩 ドームの最高点が1,450mに達 し,  19日 北側斜面で,火砕流が初めて湯江川上流

普賢岳 (1,359m)よ り約90m高 くなったこ   部に約 1。 6 km流れ下 り,島原市礫石原 (く れ

とが,九大中田節也助手の測量によって判明。  いしばる)の民家まで2.5kmに 迫る。26世帯 ,

3月  March               91人 が避難する。

18日  溶岩 ドームの標高が1,488mに達 し,普
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