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雲仙普賢岳の内部地質構造はどこまで推定できたか!? 

 
八千代エンジニヤリング株式会社  高橋 努 

 

１.はじめに 

 雲仙普賢岳は 1990 年～1996 年の噴火において、

約２億 m3 の溶岩を噴出したとされている。そのう

ち約半分の1億m3が現在も溶岩ドームとして、1996

年の活動停止時とほぼ変わらぬ姿で現存している。 

 現存する溶岩ドームの西側斜面部は、図-1 のよう

に 35°以上の急勾配を呈しており、表層には比較的

連続のあるクラックも認められ、潜在的な崩落の危

険性を有している。このため、直下で実施している

砂防工事従事者の安全確保には、溶岩ドームの動態

監視と安定性評価が必要不可欠となっている。さら

に長期的にみると、溶岩ドームの大規模崩落に関す

る安定性評価や崩壊による影響予測、実効性の高い

防災対策の立案などが課題となっている。 

 このような背景のもと、雲仙普賢岳における火山

防災対策にとって基本的に重要となる溶岩ドーム内

部の地質構造を、現存する地形・地質や噴火現象に

関わる各種データを用いて解析した。 

 なお、本報告では｢溶岩ローブ｣は噴出口から流動

性のある溶岩として噴出し舌状に堆積した個々の溶

岩を指し、「溶岩ドーム」は 13 個の溶岩ローブで構

成された山体全体を指す用語として用いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２.溶岩ドーム内部の地質構造推定に用いた資料 

溶岩ドームは、斜面勾配が急で不安定な状況にあ

ること、また本検討を行った 2010 年当時でも溶岩

ドームの何カ所かで噴気が見られたことから、立ち

入り禁止区域が設定されていた。そのような状況に

おいては、安全性の面からボーリング等の直接的手

法による内部の地質構造を調査することは極めて困

難な状況にあった。 

このため、溶岩ドームの内部構造の解析の前作業

として、表-2に示す様々なメディアとして保管され

ている噴火当時のデータを収集･整理するとともに

新たな地形デジタルデータを作成した。解析にあた

っては、復元すべき時期（ステージ）を設定して、 

溶岩ローブの発達や大規模崩壊、火砕流

の発生などの個々の現象を加味しつつ地

質平面図と地質断面図を描きながら内部

構造を推定した。 

 

35° 
 V=100×106m3 

図-1 溶岩ドーム（北側より望む）

表-1 雲仙普賢岳における平成の噴火概略史 

表-2 解析にあたり収集した主なデータ 
資料名称 

[作 成 先] 
資料内容 数量 

溶岩ドームスケッチ 
[中田節也氏] 

ヘリコプターおよび空中写
真からの観察スケッチ 143 枚

溶岩ドーム写景図 
[陸上自衛隊] 

杉谷運動公園、俵石、大野
木場の 3 地点からの溶岩ド
ーム推移写景図〔1991 年 8
月～1995 年 7 月〕 

1696 枚

空中写真 
[国土交通省] 

1991 年 5 月～1995 年 7 月
間に撮影された空中写真 45 時期

空撮写真 噴火時にヘリコプターから
撮影された空撮写真 54 冊 

空中撮影映像 
[陸上自衛隊] 

1991 年 6 月～1993 年 10
月間の溶岩ドーム変化前後
にヘリコプターにより撮影
された溶岩ドーム空中撮影
ビデオ 

2541 本

地形図 
[国土交通省] 

溶岩ドーム形成後各時期の
地形図 15 件 

主な噴火イベント 火砕流／土石流など
ステージ
区　分

1990年 普賢岳山頂東側の地獄跡火口、

(平成２年） 九十九島火口の2ヶ所から噴火
1991年 5月20日 第1溶岩ローブ形成

5月24日 初めての火砕流発生

6月3日 大規模火砕流（死不明43人、焼失179棟）

6月4日 第2溶岩ローブ形成

6月8日 大規模火砕流（焼失207棟）

6月30日 大規模土石流（水無川 151棟被害）

8月13日 第3溶岩ローブ形成

9月15日 大規模火砕流発生（おしが谷）

9月16日 第4溶岩ローブ形成

11月25日 第5溶岩ローブ形成 Ⅲ
12月3日 第6溶岩ローブ形成

3月24日 第7溶岩ローブ形成

大規模火砕流発生（赤松谷）

土石流（水無川　244棟被害）

8月11日 第8溶岩ローブ形成

12月13日 第9溶岩ローブ形成

2月4日 第10溶岩ローブ形成

3月17日 第11溶岩ローブ形成

4月28日 大規模土石流（水無川，中尾川 579棟被害）

6月23日 大規模火砕流発生（中尾川）

6月24日 大規模火砕流発生（中尾川）

6月26日 大規模火砕流発生（水無川）

7月19日 大規模火砕流発生（水無川）

1月15日 第12溶岩ローブ形成

7月11日 第13溶岩ローブ形成
1995年 5月25日 火山噴火予知連絡会、溶岩噴出停止発表

（平成8年） 5月29日 太田一也氏「噴火は終息したといえる」
※　ステージ区分は本検討での独自設定した区分

1993年

1994年

年月日

11月17日

8月8日

1992年

Ⅰ

Ⅱ

－

Ⅳ

Ⅴ

Ⅵ

Ⅶ

Ⅷ
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(1) 溶岩ドームの空中観察スケッチ  

表-2 に示したデータのうち、溶岩ドームのスケッ

チは、現東京大学地震研究所の中田節也教授が噴火

当時、大学合同観測班の一員としてヘリコプターに

搭乗して記録したもので、溶岩ドーム全体の発達過

程が系統的にまとめられており、溶岩ドームの構造

検討に際して最も重要度が高い資料である（図-2）。 

(2) 写 景 図  

陸上自衛隊により記録された「写景図」は、普賢

岳周辺の４つの定点から、ほぼ毎日溶岩ドームの形

状を記録したものである。これは地上からのスケッ

チであることから溶岩ドームの全体形状変化が掴み

にくいという難点があるものの、噴火時の溶岩ドー

ムの変化を記録した資料として有用である（図-3）。 

(3) 空中写真 

空中写真は、1990 年の噴火以降、雲仙復興事務所

をはじめとして、国土地理院、航測会社等によって

多数撮影されており、本検討の中で 45 時期の空中写

真を収集した。現在では空中写真を画像処理するこ

とによって標高数値データの取得が可能となってい

ることもあり、地形解析用データとして非常に重要

度が高い。ただし、噴火活動中は噴煙により溶岩ド

ーム付近が噴煙で隠れているものも少なくない。こ

れらを除き本検討において実体視可能な 12 時期の

空中写真をデジタル地形データとして加工した。 

(4) 地形データのデジタル化 

溶岩ドーム内部の地質構造を三次元的に解析する

には、溶岩ローブの出現・成長・発達の過程におけ

る地形のデジタルデータをできるだけ取得して、縦

横断地形や三次元の立体地形を描くことが不可欠と

なる。 

このため、本検討では前述した空中写真に加え、

紙の地形図をデータ化し、合計 21 時期の下記形式の

デジタル地形データを作成した（図-4）。 

 3 次元 CAD データ形式（dwg 形式） 

 DEM 形式（Degital Elebation Model） 

なお、溶岩ローブは最後に出現した第 13 ローブ

（1994 年 7月 11 日出現）成長後は大きな変化が生

ないことから、これ以降のデジタルデータは最新の

航空レーザー測量データを用いた。 

 

３.地質構造の推定手法 

 溶岩ドーム内部の地質構造は、図-5 に示すフロー

に沿って各ローブの発達の初期形状と新たな溶岩ロ

ーブ形成前の最終形状の差分を基本として推定した。 

解析作業は､後述する溶岩や火砕流などの流動･堆

積機構やクリンカー・クラックなどの溶岩ローブに

関わる特徴的な形態を考慮して、内部構造の岩相境 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 溶岩ドームのスケッチ（中田節也氏提供） 

図-3 陸上自衛隊によって作成された写景図

図-4 作成した溶岩ドーム形成時のデジタル地形データ

普賢岳 
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界線を図-6に示すような手順で推定し、平面図や縦

横断図を作成して三次元な構造を推定した。 

出現が確認された 13 個の溶岩ローブは、崩壊に

よってほとんどが消失したローブや、崩壊後に崩壊

跡から出現した新たなローブに覆われたものなど

様々なパターンの形状変化を経ている。このような

形成過程を考慮しつつ溶岩ドームの内部構造を推定

するには、各溶岩ローブの形状変化を時系列的に追

跡・分析し「溶岩ドームの最終形状」を規制する「重 

 

要イベント」を抽出・整理して、その時点における

地質構造を解析することがポイントとなる。溶岩ド

ームの最終形状を規定する「重要な噴火イベント」

としては以下が挙げられる。本検討では時系列的に

噴火イベントを整理した上で８時期の重要イベント

を抽出し、解析上の噴火ステージを８つに区分した。 
 溶岩ローブの出現 
 大規模火砕流の発生 
 溶岩ローブの大規模崩壊 

（中規模程度の火砕流の発生を伴う） 

1991(H3).10.15 表層地質 縦断 No.3 

① 

① 

① 

②1991(H3).9.15 崩
壊

②1991(H3).6.7 時点
で確認された基盤の隆

② 第 4 ローブと崩落堆積物
の境界（底面角）:約 18～22°

(1)作成した表層地質境界を縦横断面
に落とす。 

(2)溶岩ローブの出現・発達・消滅過程を考慮しつつ、崩落堆積物
とその推定境界線を設定し、内部構造を推定する。 

※○番号は作業順序

第 3 ローブ 

第４ローブ 

第 3 ローブ 

第２ローブ 

第４ローブ 

崩落堆積物 

崩落堆積物 

基 盤

第２ローブ 

図-5 地質構造の推定フロー 

図-6 解析図の作成要領 

データ収集 

地形数値データ

作成（22 時期） 

空中写真、地形図、スケッチ、写真、文献、論文、映像資料 

表層地質図作成 

（8ステージ） 

地質縦横断図作成 

（8 ステージ） 

３次元的地質構造

の解析・図の作成 

解 析 結 果 の
フィードバック 

・・・・ ・・・・

 

  

1996.7.20～2009 1992.8.27～1993.3.5 

・・・・

内部構造（縦断面）

内部構造（横断面）

・・・・ 

・・・・ 

ステージⅠ

1991.5.18～8.14 

 

 

ステージⅤ ステージⅧ

 
 

・・・・

1991.5.18 
（溶岩ドーム出現前）

第 11 ローブ 

第6-9ローブ 

隆起破砕部 

2009 

・・・・・ 
第6ローブ 

第 3 ローブ 

第4ローブ

・・・・・ 第7ローブ 

第8ローブ 

1992.8.27
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以下では内部の地質構造を推定する上で、考慮し

た事項について記述する。 
 

(1) 溶岩ローブと崩落堆積物（火砕流堆積物） 

溶岩ローブおよび崩落堆積物の平面的な分布は、

①ステージ毎の収集資料（地形データ・スケッチ・

写真・既往論文ほか）を用いて地質境界を決定した。

②断面上の分布は、平面上の地質境界位置を押さえ

た後、１段階前のステージの断面図の構造を基本に

溶岩ローブの成長に伴って斜面下方に堆積した崩落

堆積物を覆う直前の形状を反映させることを基本と

した（図-6）。 
(2) クリンカー（ブロック状部） 

雲仙の溶岩ローブに見られるクリンカーは、成長

時には溶岩ローブ上面や側面に発達し、その厚さは

10～20ｍに及んでいる。しかし、現状の露頭で観察

される累重した溶岩ローブの断面を見る限り、上下

のローブ間にはクリンカーの発達は認められない。

これは上位の溶岩ローブの成長に伴って生じるロー

ブ先端部の崩落によって、下位の溶岩ローブ上面に

発達するクリンカーが削ぎ落とされたためと想定さ

れる。溶岩ドーム内部に伏在する各ローブの間には、

クリンカーが一部残存していることは十分想定され

るが、上述のような削剥効果の寄与の程度が不明な

ので、その分布や厚みを定量的に推定できない。こ

のため、クリンカーは噴火活動の最終段階において

溶岩ローブ表面に認められる部分のみを識別するこ

ととした。 
(3) 連続するクラック 

溶岩ドームに認められるクラックのうち連続性が

高いものは、山体の安定性に関わる重要な要素とな

るため、図面や三次元モデルに表示する必要がある。

このことから、現地調査による観察結果に加え既往

資料も参考に表現すべきクラックを抽出した。 
クラックは、基本的に北北東－南南西方向で溶岩

ドームを横断する方向に発達している。本検討で図

面等に反映するクラックとしては、明瞭で連続性に

富む４条に限定した。ただし、クラックの深さに関

する情報は得られていないので、深さは表現上ロー

ブの厚みの半分程度と仮定して描写した。クラック

の傾斜角度については、現地での目視と既往資料に

基づいて設定した。 
(4) 隆起破砕部 

平成の雲仙の噴火では、マグマの上昇に伴って岩

体が内成的に成長することによる極端な隆起現象が

頻繁に認められた。これは火道からのマグマ供給に

よって、前ステージに噴出した溶岩ローブや崩落堆

積物が突き上げられたことから生じたもので、隆起

部分の内部構造は大きく破壊されていると考えられ

ることから、この部分を隆起破砕部と呼称し図面に

おいて独立的に区分することとした（図-8）。なお、

隆起破砕部の内部構造の詳細は解らないため、この

部分はステージに関係なく一律に取り扱い図面に描

写することとした。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-7 クリンカーとクラックの分布

連連続続すするるククララッックク 

ロローーブブ表表面面のの凹凹凸凸がが 
ククリリンンカカーー部部分分 

図-8 内成的成長に伴う内部構造破砕のイメージ

マグマ上昇 

隆起破砕部（内成的成長
に伴い構造が破砕）

マグマ上昇 

点線：内成的成長

以前の地表線 

溶岩ローブＡ 

溶岩ローブＢ 
溶岩ローブＣ 

内成的成長に伴う隆起範囲 

内
成
的
成
長
段
階
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４.現状の内部構造および安定性に関わる構造  
(1) 溶岩ドームの内部構造 

現況における溶岩ドーム内部の地質構造を図-9

に示す。測線 NO.4 付近より西側においては、マグマ

の上昇に伴う火道周辺の隆起・破砕により、ローブ

の累重構造が保存されていない。そのため、この部

分は隆起破砕部として一括して表現した。一方、東

側は崩落堆積物と溶岩ローブの互層構造をなしてい

ると推定される。ステージ１～ステージ８までの時

系列的な解析によって、溶岩ドーム内部に現存する

であろう溶岩ローブは、第２ローブ、第４ローブ、

第６～第９ローブ、第 11A ローブと最上部の第 11B

ローブである。図-9に示す縦断No.1を例に取ると、

ドーム内部に伏在するのは第 2ローブと第 4ローブ

で、両者間には崩落堆積物が挟在されている。第 4

ローブの上位には崩落堆積物がほとんど挟在されず、

第 11 ローブが直接覆っている。なお、崩落堆積物の

最も厚い部分は約 250m と想定される。 

(2) 安定性に関わる地質構造 

溶岩ドームの安定性に関わる着目すべき地質構造

について以下に考察･整理する(図-10)。 

① 第 11 ローブ、第 4 ローブおよび崩落堆積物の境

界は、物理的・力学的不連続面と認識される。こ

れらの不連続面は、長期的には風化や変質により、 

短期的には降雨、地震などの影響を被ることによ

り弱線(弱面)として機能する可能性がある。 

② 溶岩ローブの短軸方向を横断する連続性の良い

クラックは、重力的に斜面下部方向へ滑動しよう

とする溶岩ローブの上端部の弱線として機能す

る可能性がある。 

③ 崩落堆積物は、溶岩ローブの崩壊による破砕溶岩

塊や火砕流堆積物などから構成され、局所的には

不規則かつ不均一な堆積物であると考えられる。

それら不均質な堆積物も、ある程度の広がりをも

って捉えると、斜面勾配に調和した粗粒～細粒の

堆積物が層状をなして累重していると考えられ

る。すなわち、風化・変質を被り長期的に劣化す

る部分や降雨に伴う間隙水圧の上昇により相対 

④ 

図-9 溶岩ドーム内部構造(平面図・縦横断図)[ステージⅧ] 

図-10 溶岩ドームの安定性に関わる構造 

弱線①：ローブと崩落
堆積物の境界 

隆起破砕部

第２ローブ 

第 4 ローブ 第 11B ローブ

崩落堆積物

弱線②：連続性の良いクラック

弱部③：堆積物中の水
圧上昇、細粒
分の粘土化 

基 盤

200m

1460m 

750m 
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的にすべり面となり易い部分が、それ相応の広

がりをもって伏在している可能性が考えられる。

ただし、それらの三次元的広がりについては現

時点のデータからは把握しきれていない。 

 

５.地質構造の三次元可視化 

現在の溶岩ドームは、異なる時期に噴出した溶岩

ローブが重なり合った複雑な内部構造を呈している。

したがって、溶岩ドーム形成過程およびその内部構

造を理解して安定性検討や必要な対策の立案に繋げ

るためには、溶岩ローブや崩落堆積物の空間分布を

視覚的かつ直感的に把握できることが重要となる。

そこで、前章までに検討した内部地質構造を三次元

的に可視化することが不可欠と考え、解析結果を数

値データに変換しモデル化した。作業にあたっては、

地形メッシュ・空中写真・地質区分および透過とい

った多様な表示が可能であること、モデルを移動・

回転することによって全方位から見ることが可能で

あることを開発条件とした。三次元表示データの作

成方法を図-11 に、作成した表示システムでの表示

例を図-12 に示す。 

 

６.おわりに 

 本検討によって、雲仙普賢岳の溶岩ドーム内部の

地質構造を一定の精度で推定することができた。こ

の成果は、今後の溶岩ドームの安定性検討に活用で

きるはずである。また、砂防事業説明や火山防災に

対する住民啓発のツールとしても有用と考えられる。 

本報告にあたって、国土交通省九州地方整備局雲

仙復興事務所から業務成果の利用を快諾頂いたこと

に対し、ここに記して感謝の意を表する。 
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ローブ上面が地形面タ
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複数の断面の境界線をソフ
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図-11 三次元表示手法の概要 

図-12 三次元表示システムでの表示例 
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