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研 究 報 告

はじめに

「島原大変」は,寛政四年 (1792年)に発生

したわが国最大の火山災害で,普賢岳の噴火に

関連して,隣接する眉山が大崩壊 し,約 1万 5

千人の死者を出した大惨事のことである。

先般の普賢岳噴火は,そ の198年後になるが
,

全国に知れ渡ったことから,各地に埋もれてい

た200年 前の「島原大変」に関する古記事や古

絵図の数々がよみがえり,地元にとっては新た

な発見となった。古絵図は,こ れまでに約百枚

が知られており,島原市教育委員会の平尾 明

社会教育課長によって,古記事とともに精力的

に複写収集されている。

ところが,火山学の立場から島原大変を研究

している者として,そ れらの古記録を見てみる

と,突飛でそのまま受け入れるには抵抗を感じ

るものが少なくない。当時の噴火や災害の様子

は,写真や動画記録を残す手段がなかったこと

から,記事や絵図に頼らざるを得ないが,地名

や場所の間違いや,火山学的にはありえない誇

張など,伝間にもとづいたと思われるものが多

い。

そのような中で,今日まで残されている火山

地質学的痕跡に矛盾することがほとんどないの

は,島原藩が書き残したもので,最 も信頼が置

けるものである。しかし,古記事から,か って

存在していたことが明らかな絵図でも,すべて

が今日まで残されているわけではなく,未発見
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のものが若干ある。ここで取 り上げる絵図は
,

長野県松代藩真田宝物館所蔵の4枚で,こ れま

で全 く知られていなかったものも2枚含まれて

おり,地元にとっては,ま さに世紀の大発見で

あった。

I.島原藩作成島原大変古絵図

島原藩が書き残 したと思われる島原大変に関

する絵図として,少なくとも4枚実在する。ま

た,島原藩から,幕府に絵図が提出されたこと

は,古文書に記事として残っていることから,

古 くから地元郷土史家らにも知られていた。し

かし,そ れらの絵図が,既存のどれに当たるの

か,あ るいは別に存在するものか明らかではな

かった。

幕府提出絵図について,学術的に最初に論 じ

られたのは,長崎県立島原高等学校に所蔵され
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図 2 前山破裂当時之図スケッチ (小林 ら,1986)

ていた「島原大変大地図」 (図 1)で ,20数年

前同校に勤務していた西村I~●希 (1981,現雲仙

岳災害記念館調査研究部長)が発見 し,長崎県

地学会誌 (第33・ 34合 併号)で紹介された。

この絵図には,前山 (眉 山)大崩壊直後の様

子が描かれていて,現在,島原図書館に移管さ

れている。

西村 (1981)は ,こ の「島原大変大地図」の

裏に,「弐枚の内,こ の絵図江戸表へ持参する

も認替になり不用になった」と記されていると

ともに,最初の 2枚と一緒に提出された記事と

して残っている箇条書きの「添書」が,こ の図

にも記載されていることから,こ の図が寛政四

年五月十八日に提出された最初の絵図の写しの

中の 1枚だとした。

また,こ の絵図は,幕府提出資料の写しとし

た,南高来郡長の金井俊行が明治初期の「島原

市街被害之図」 (図 2)の基図で,加筆修正 し

たものとしている。

その後,昭和59-60年度に九州大学教養部国

史学研究室と人文地理学研究室 (代表 :野 口喜

久雄・小野菊雄教授)グループによる「九州地

方における近世自然災害の歴史地理学的研究」

の一環 として,小林茂・小野菊雄・関原祐一

(1986)や 関原祐一・小野菊雄 0小林茂 (1986)

により,島原大変関係の古絵図や島原藩の幕府

提出資料について,大掛かりな調査と詳細な検

討がなされ,翌年に同名の研究成果報告書が刊

行 された。また,同 グループの宮地六実 ら

(1987)に より,地質学的にも検討されている。

図3 寛政四年大震図スケッチ (小林ら,1986)

関原ら (1986)に よると,幕府への提出絵図

は 6枚あ り,寛政四年五月十八 日・六月三 日 0

九月二十五 日 (各旧暦)の 3回 ,各 2枚ずつ持

参 したとされている。最初の 2枚 は色絵図 (粗

絵図)で正式なものではなかったが,内覧の積

りで,老中松平定信の所に持参 したところ,同
じく,未完成の別の絵図に添付する予定であっ

た「添書」 とともに,提出させ られてしまった。

六月三日には,先の2枚 とは内容が異なる「本

絵図」2枚を提出した。ところがこの絵図は「余

り委敷」 (あ まりに詳し過ぎる)と 「認直」(書

き直し)を命じられた。そして最後の九月二十

五日には,一旦六月三日に提出した「元絵図弐

枚」と江戸表で書き直した「新絵図弐枚」の「都

合四枚」を提出したが,現存が確認されていな

いという (関 原ら,1986)。

また,関原ら (1986)は ,噴火直後 0前 山大

崩壊前の島原城下を描いた本光寺所蔵「寛政四

年大震図」 (図 3)の裏書きにも,「島原大変大

地図」と同じことが記されていることから,両
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者はセットであるが,古記録によると,「島原

大変大地図」に記載されている記事と同じ五月

十八日提出の添書は, もともと初回提出の粗絵

図のものではなかったことから,西村 (1981)

の見解を否定し,こ れら「弐枚」は六月三日に

提出された「本絵図」だとしている。

なお,「寛政四年大震図」の上半分にあたる

本光寺所蔵の仮称「甲第図」と,「大変後島原

絵図」も,幕府への報告関係図と位置付けてい

る。

このほか,関 原ら (1986)は ,「甲第図」に

ついては,五月十八日提出の粗絵図の写しか
,

そのものの可能1生があるとしている。

さらに,明治時代になって,金井 (1893)が

描いた「島原市街被害之図」 (図 2)の原図が ,

九月二十五日提出の絵図だと推定した。そして,

九月二十五日に最終的に幕府に提出された絵図

は,写 しを含めて現存が確認されていないとし

ている。

以上が,こ れまでに展開された古絵図論争で

ある。

I.新たに発見された古絵図

ところが,最近,長野県松代市の松代藩真田

宝物館に,島原大変に関する「寛政四年壬子春

肥前国島原山焼・山崩・高波絵図 四枚」が

所蔵されていることが分かった。

そのきっかけは,2003年夏に行われた国立歴

史民俗博物館の「歴史資料と災害像―歴史災害

から何を学ぶか」の企画展示に,天明の浅間山

噴火や善光寺地震とともに島原大変がとり上げ

られ,前二者の史料が豊富な真田宝物館の原田

和彦学芸員が,同展企画委員になっていたこと

から,それらの史料を検索 している過程で発掘

し,資料収集に訪れた企画展示代表者の北原糸

子東洋大学非常勤講師を通じて,筆者に知らさ

れたものである。

この 4枚の個々にはタイ トルはなく,(絵図

1)普賢祠前 (地獄跡火口)と 穴迫谷 (琵琶の

撥)の 山焼,(絵図2)穴迫谷山焼 (新焼溶岩

流),(絵図3)山焼開始後・前山山崩前の島原

城下,(絵図4)前 山山崩・高波 (眉 山大崩壊)

と城下街の様子が,そ れぞれ描かれている (写

真 1～ 4)。 これらのうち,新たに見つかった

のが (絵図 1)と (絵図2)であり,他の 2枚

は,殆 ど類似したものが地元島原市に現存 して

いる。

藩関係の古記録によると,こ の時の噴火は
,

最初に山頂部の「普賢祠前の窪み (地獄跡火

口)」 から噴煙を上げ,そのほぼ20日 後に,約
l km離れた北北東山腹の「琵琶の撥 (びわのば

し)」 から溶岩を噴出し始めた。さらに20日 後 ,

その奥の「蜂の窪」からも噴火,溶岩は琵琶の

撥から約50日 にわたり「穴迫谷 (穴底谷とも記

されている)」 を2。 5km余 り流れ下った。

溶岩噴出が低調化した頃から,隣接する前山

(眉 山)一帯で地震が激しくなり,ひ と月後に

は,こ の眉山が大崩壊 し,有明海になだれ込ん

だ岩屑流で大津波を誘発,対岸の肥後 (熊本県)

を含めて約 1万 5千人の死者を出した。「島原

大変肥後迷惑」として後世に云い伝えられてい

る大惨事である。

絵図 1(写真 1)は ,寛政四年一月十八日(1792

年 2月 10日 )に噴煙活動を開始した,山頂部に

ある普賢祠前の地獄跡火国の様子である。火口

の縁に面した屏風岩を背に祠が描かれているが,

今回の噴火で1993年末に埋没するまで,同 じ位

置に普賢菩薩が鎮座 していたことは,地元に

とっては周知のことである。

火口底から祠にかけては階段が設けられてい

る。火口底や火口壁には赤い焔が描かれている

が,夜のことで,昼間は白い噴気であったろう。

最初は2か所に穴が開き,泥土を噴出している。

この絵図には「古穴ニケ所共泥にて埋」まり,

直径 1～ 3mの新しい穴が数か所描かれている。

中には高温で硫黄が付着し「黄色」 くなってい

る。

この泥土を噴出している様子は,今回の噴火

でも再現 され,噴火開始 5日 目に初めて火口底

に降 り立った時,島原藩関係古記録から想像 し

ていたものとそっ くりで,200年前にタイムス

リップして夢心地であった。残念ながら,地獄

跡火日はもとより,屏風岩,普賢神社,普賢池 ,

さらには古焼溶岩中の鳩穴まで,そ の後に成長

-3-



太 田 一 也

した溶岩 ドームで埋没 し,姿 を消してしまった

の力や階しくてならない。

この絵図の右下の「増補」と記された絵図は
,

穴迫谷筋の山腹での噴火地点である。

この絵図には「焼岩 (古焼)よ り二丁 (約 220

m)」 で,「穴そこ上」「大月谷」「lヒ通裂申候」

と記されていて,地割れと岩崩れを除くと,噴
煙や溶岩流は見られない。単純に古焼から「二

丁」の地点を求めると,「蜂の窪」になる。

しかし,脇に「又々六日より穴底地裂夫より

煙彩敷吹出申候」とあり,こ の絵図の説明であ

れば,こ の「増補」は,実際は500m離 れてい

る「琵琶の撥」となる。琵琶の撥では二月四日

より岩が崩れ始め,二月六日に噴火が始まって,

八日の夜中から溶岩噴出に至っている。蜂の窪

が噴火を始めたのは,二月二十九日である。

また,郡奉行所日記には,一乗院からの報告

として「普賢山より三拾丁北麓当穴底大ツキノ

谷申所有之此所子二月六日……硫黄吹き出し」

と記されている。当時,一乗院は穴迫を穴底と

呼んでいるが,大月谷が穴迫谷筋であり,その

谷頭であることは明白である。そうだとしたら,

この祠前の絵図を描いた時には,琵琶の撥はま

だ噴火をしてなかったが,江戸へ送り出す頃に

は噴火が始まっていたので,急いでこの「増補」

を付け加えたのかもしれない。

なお,現在も同じであるが,こ れらの地点は

山奥で,かつ急峻であり,近づくのは容易では

なかった。そのため,距離はまちまちであり,

検討に当たっては,誤差が大きいことも考慮し

なければならない。

絵図2(写真 2)は ,「琵琶の撥」 (琵琶の首

ともいう)か らの穴迫谷を流れ下る溶岩流 (新

焼溶岩)を 描いたもので,安山岩～デイサイト

質溶岩に特徴的な塊状溶岩流である。内部は流

動性を保っていて,最盛期には 1日 に約30mの

速度で流れ下っている。表層は冷えているが,

不規則な動きがあるため塊状になり,押 し合い

へし合いしながら流れに乗っている。そのため
,

溶岩塊に割れ目が入り,そ こから,封 じ込めら

れていた高温のガスが,灰 を混えながら噴き出

している様子が,木目細かく描かれている。

夜見ると,表面は「薄墨」色だが「岩中赤 く

誠に朱塗 りのことき火」で,「数十間上より」

ころげ落ちると「火煙」になり,芝木に火がつ

いたという。

この絵図の左下には,さ らに細かい観察結果

が記されていて,溶岩塊にひびが入ると,「火

を吹き」「花火を見るよう」であり,お そらく

時折大量に崩れ落ちると「黒煙数十丈 (百数十

m)吹 き上」がったという。これらは,今回の

噴火で見られたような,ま さに溶岩崩落型火砕

流の原始的な形態であり,崩壊量が少なかった

ことと,谷の勾配が緩やかであったため,火砕

流とまでには至らなかったのであろう。これら

の 2つ の絵図の描写は,火山学的にみて実際に

観察しなければ描けない正確さと繊細さがあり,

かつ,誇張がなく,記事も島原藩関係の古記録

文とほぼ同じである。その意味で,大変貴重な

資料である。

なお,絵図 3(写真 3)は ,本光寺所蔵の「寛

政四年大震図」 (図 3)と ほぼ同じであるが ,

違いは,簡略化され目立たなかった島原城郭と

武家屋敷が,それぞれ桃色と青色にくっきりと

色付けされ,文字も大きくなっている。さらに

城郭は,単に「城中」と記されていたものが大

手門と本丸が記入され,大手門一角が単なる線

から写実的な石垣へと描き変えられている。ま

た,神社や寺も赤色化 し,寺名が付け加えられ
,

一般市街地と区別されている。

絵図4(写真 4)も ,島原図書館所蔵の「島

原大変大地図」 (図 1)と ほぼ同じであるが
,

写真 3と 同じように,城郭を明確化するととも

に,焼け下る溶岩流が眉山の背後であるという

位置関係が分かるように描き加えてある。なお
,

湧き水の排水路である「音無川」も加わってお

り,そ していずれにも共通することは,新たに

東西南北の方位が示されていることである。

Ⅲ.真田宝物館「島原山焼・山崩。高波絵図」

の由来についての検討

さて,こ れらの絵図は,当 時の松代藩主真田

伊豆守幸弘公の手沢品である。これらの絵図の

写真が北原代表から送られてきた時,火山学的
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図 4 (小林 ら,1986)

にみてその写実性の高さに驚 くとともに,こ れ

らこそ幕府へ提出した4枚であろうと直感した。

同時に,何故このような貴重なものが松代藩に

あるのかと不思議でならなかった。

そこで若しや幸弘公が幕府の要職にあったの

ではと頭によぎり,真田宝物館に問い合わせて

みると,そ うではなかった。つぎに,当 時の島

原藩主について調べてみると,松平主殿頭忠恕

公の亡き室が真田幸弘公の妹の藤で,その藤と

の実子が,同年逝去した忠恕公の跡を継いだ藩

主忠凋公であること (林銑吉,1954),さ らに
,

原田・北原 (2003)に よると,時の老中で,最
初に藩提出絵図を受け取った松平定信の子が,

真田藩主の養子になっていることも分かった。

また,こ の4枚の絵図は,色彩も,藩主の菩提

寺である本光寺所蔵の絵図と極めてよく似てお

り,島原藩の絵師が描いた可能性が極めて高い。

これですべてが納得できた。そこで,先 に述

べた島原藩の幕府提出絵図論争に加わってみる

ことにする。

まず,こ れまで気になっていた第 1点 は,詳
し過 ぎて描 き直 しを命 じられた (関 原 ら,

1986)と されている「寛政四年大震図」と「島

原大変大地図」をみても,何故詳し過ぎるのか

不思議でならなかった。それらに代わって提出

したものとなれば,現存するものでは,島原半

島全体を描いた本光寺所蔵の「大変後島原絵

図」 (図 4)に なるが,こ の図には,津波が島

原半島各地でどの程度押し寄せたかの遡上高を

地図に記入し,普賢岳山頂の噴煙と溶岩流,そ
れに前山大崩壊の様子は極めて簡略化して描か

れているに過ぎない。まして島原城や武家屋敷 ,

城下街との関係は描かれておらず, とても幕府

が求めた図ではないような気がしてならない。

第 2点 は,六 月三 日に差 し戻 された「本絵

図」を,何故九月二十五日に再び差し出した(関

原ら,1986)か,その理由も解せなかった。

ところで,最初に絵図を差 し出した頃の,藩
の「御届書」には,「穴迫山焼いよいよ城郭に

差向焼寄申候」「城内構え塀下より凡三十丁程

に相成申候」「右之通次第に焼寄候えば城内に

掛 り候かまたは……城郭東之海へ焼抜 くか甚覚

東なく相成申候」など,溶岩流の先端と城郭と

の関係を逐次報告している (島 原藩江戸御右筆

所史料)。

そこで,詳 し過ぎるといわれた絵図は,今回

新しく見つかった写真 1と 2だ ったとしたらど

うであろうか。この 2つ の絵図は,わ れわれ火

山研究者にとっては貴重なものであるが,江戸

にいる幕府の要人が見たところで,城郭や市街

地との関係が分からないでは,災害状況の把握

には役にはたたないであろう。

そして,六月三日に提出し,持ち帰った「寛

政四年大震図」と「島原大変大地図」が,書 き

換えを命ぜられたのは,裏書があることから間

違いはない。その理由は,溶岩流や眉山大崩壊

箇所と城郭や武家屋敷,社寺との位置関係が分

かりにくかったためではないだろうか。描き直

したであろう写真 3と 4は ,先 に述べたように

この点について留意している。

まとめてみると,写真 1と 2は ,五月十八日

に見せた粗絵図をきちんと描き上げたものであ

り,写真 3と 4は ,六月三日にいったんは提出

した「寛政四年大震図」や「島原大変大地図」

をもとに,噴火地点,溶岩流先端,眉 山大崩壊

場所,城郭,寺社の相互関係が分かるように加

筆・強調し, さらに記事も若干加筆して,写真

1と 2と 一緒に,九月二十五日に正式に再提出

したとすれば,全てがうまく説明できそうに思

えてならない。
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太 田 一 也

そして,金井俊行が模写した「前山破裂当時

之図」 (図 2)の原図は,こ れら4枚のずっと

後に提出されたとすれば,真田宝物館所蔵の 4

枚が,幕府提出絵図の写しであるということに

なる。あるいは,原田和彦が指摘 (新聞記事)

しているように,五月十八日に島原藩が差し出

した相手の老中松平定信の子が,真田家の養子

になっているとなると,本物そのものである可

能性が高い。

以上は,推測の域を出ないが,歴史研究家に

は,こ のような視点で,改めて古文書を吟味し

て頂 くことを願ってやまない。

いずれにせよ,こ の4枚の古絵図の史料価値

は,既知の島原藩関係のものとともに超一級で

あり,島原大変関係資料の大発見であることに

は間違いない。

Ⅳ.「蜂の窪」の位置について

寛政噴火では,普賢禿倉前 (地獄跡火口)と

琵琶の撥,蜂の窪の 3箇所で噴火し,焼岩 (古

焼,1663年噴出)か らも一時噴煙を上げている。

前述の真田宝物館絵図 (写真 1)の 「増補」の

説明では,蜂の窪の位置については,確定的に

述べたが,こ れまで「蜂の窪」の位置について

は混乱があった。

最初にこの位置を特定したのは,駒 田(1916)

で,「蜂の窪は地獄跡の東北八百米余,恰 も飯

洞岩の背面に接 して古焼溶岩の頭端に位し,外
形蜂腰に似たる火山盆地をなし,東南方に狭除

なる開口を有す」として,図 4の ように,古焼

溶岩頭の南東に位置づけている。

しかし,島原藩奉行所日記書抜 (高橋正路 ,

1848)に は,「二月二十九日に至穴迫頭普賢山

九合日程の所蜂の窪と云所 (又飯洞岩とも云)

同様焼岩吹出次第に焼下 り終には最初の焼岩

(琵琶の撥)と 一つに成ける」,あ るいは「蜂

の窪吹出崩強琵琶の撥方へ岩崩落申候」との記

事があることから,「蜂の窪」と「琵琶の撥」

は同じ谷筋でなければならない。また,空中写

真を見ても,駒田 (1916)が指摘する地点には
,

岩崩れや噴火の痕跡がない。

その10年 後に日本で開催 された国際会議

PAN― PACIFIC SCIENCE CONGRESSで の雲イ山

火山巡検ガイ ドブック (Ogawa T.and Homma R,

1926)に は,図 6の ように,飯洞岩北北東ほぼ

200mの 地点を蜂の窪 とし,そ こか らの溶岩流

を描いている。またその400m下の新焼溶岩流

噴出口を,琵琶の撥 とは明記 していないが,穴
迫噴出溶岩流の噴出地点としている。

また,本間不二男編輯 (1936)「雲仙岳」で

は,蜂の窪からの溶岩流を削除 している (図 7)。

このようなこともあり,大田 (1984)の著書

「雲仙火山」では,新焼溶岩流の頭を蜂の窪と

し,そ こからほぼ「三百間 (ほ ぼ540m)」 (島

原地変郡奉行所書抜)下 った地点を「琵琶の撥」

としてしまった (図 8)。

これに対し,本光寺所蔵の「甲第図」を再発

見し,その記載を検討した宮地ら (1987)は ,

大田 (1984)説 について異論を唱え,正確な位

置は不明としながらも,飯洞岩を中心に,北東

側半径ほぼ200mの 範囲を新たに提唱したc

確かに「甲第図」を見ると,蜂の窪は半洞岩

(飯洞岩)の南側に並び,妙見カルデラ縁の東

側に記されている。真田宝物館絵図 (写真 30

写真 5)で も同じであつた。

古記事を再検討してみても,金井俊之 (18921

の「寛政四年島原地変記」では,「蜂の窪噴火

す……飯洞岩の峰は,頂 より崩れ二峰 となれ

り」とあ り,駒 田 (1916)・ 太田 (1984)の 位

置は間違っていた。

1990年 に普賢岳が噴火を始めたことから,空

中観察の機会があり,意識的に新焼溶岩噴出地

点一帯に注目してきた。その結果,飯洞岩北北

東急斜面に,馬蹄型の地すべ り地形があ |),溶

岩流の痕跡は認め難 く,岩崩れらしきものが新

焼溶岩頭で止まっていた (写真 6)。

古記録によると,蜂の窪からは噴石を出し,

地割れや崩れが発生していても,溶岩が流れた

気配は薄い。そこで,こ の地点が,蜂の窪だと

の感触を深めた。そこで,図 9に示すような位

置を提案したい。

おわりに

これまで気になっていた蜂の窪の位置や,藩
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太田―也 :新発見の島原大変「寛政四年肥前国島原山焼 0山崩・高波絵図」 図版  I

図 6 普賢岳山頂火口群

(Ogawa丁 .and Homma F.,1926)

図 8 雲仙火山有史後・平成噴火以前の噴火地点

(太田月1984)

図 5 普賢岳山頂火口群 (駒 田31916)

図 7 普賢岳山頂火口群 (本間"1936)

-7-



太田―也 :新発見の島原大変「寛政四年肥前国島原山焼 0山崩・高波絵図」 図版  Ⅱ

南高来郡市教育委員会, p420-424。

本間不二男編韓 (1936):日 本火山誌 (二)雲

仙岳, 日本火山学会 .

原田和彦・北原糸子 (2003):2003年 6月 28日

朝日新聞記事 .

金井俊之 (1892):寛 政四年島原地変記.地学

雑誌,第 4集,第38巻 ,76-78.

小林茂 0小野菊雄・関原祐一 (1986):島 原大

変関係絵図の検討.昭和59/60年度文部省科

学研究費補助金研究成果報告書,九州地方に

おける近世自然災害の歴史地理的研究 .

宮地六美 0小林茂・関原祐一・小野菊雄・赤木

祥彦 (1987):島 原大変に関する徳川時代の

古絵図の地質学的解釈.九州大学教養部研究

報告,第25号 , p39-52。

西村暉希 (1981):島原大変大地図,長崎県地

学会誌,33・ 34合併号,29-36.

太田一也 (1984):雲仙火山,長崎県, p50.

関原祐一・小野菊雄・小林茂 (1986):島 原大

変時における島原藩の幕府報告図について.

昭和59/60年度文部省科学研究費補助金研究

成果報告書,九州地方における近世自然災害

の歴史地理的研究, p29-35。

島原藩江戸御右筆所 :寛政四年壬子年島原山

焼山水高波一件.島原半島史,下巻,p462
-484。

高橋正路編集 (1848):寛 政四年島原地変郡奉

行所書抜。日本地震史料,別巻,島原大変 ,

p207--232。

図9 新提案の琵琶の撥と蜂の窪の位置
(国土地理院2.5万分の1地形図旧「島原」使用)

提出絵図について,その後の知見を加えて見解

を述べたが,確たるものではない。関心ある研

究者のご検討を期待するものである。

なお,本文を草するに当たっては,西村暉希

氏には,貴重なご意見を頂いた。また,新発見

の古絵図の記事については,北原糸子氏が解読

されたものを引用させて頂いた。真田宝物館学

芸員の原田和彦氏には,写真の使用を快諾して

頂いた。これらの方々に厚 くお礼申し上げる。

文 献

林 銑吉 (1954):島 原半島史,下巻,長崎県

写真 5 真田宝物館絵図 3の部分拡大図 写真 6 穴迫谷頭―帯の俯腋写真
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太田一也 :新発見の島原大変「寛政四年肥前国島原山焼・山崩・高波絵図」 図版 Ⅲ

写真 1 普賢祠前山焼 (左 :地獄跡火口)と 穴迫谷山焼 (右 :琵琶の撥=新焼溶岩噴出地点)

(真 田宝物館所蔵 )
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太田―也 :新発見の島原大変「寛政四年肥前国島原山焼・山崩・高波絵図」 図版 V

欝
曇

(新焼溶岩流先端 )写真 2 穴迫谷山焼 (真 田宝物館所蔵 )
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写真 3 普賢山焼開始後 0前山山崩前の島原城下街 (真 田宝物館所蔵)
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太田一也 :新発見の島原大変「寛政四年肥前国島原山焼・山崩・高波絵図」

(真 田宝物館所蔵 )

図版 Ⅵ

写真 4 前山々崩・高波と城下街
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