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●地質・地形・景勝地
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●産業
●史跡
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●裏磐梯スキー場終点 ：箱状谷地形観察
●銅 沼（あ か ぬま） ：爆裂火口壁直下の強酸性の沼
●爆　裂　火　口　壁 ：磐梯山の形成過程を見る
●噴 火 口 の 原 生 林 ：乾燥遷移初期の低木林
●磐　　　梯　　　山 ：磐梯火山の主峰
●櫛　　　ケ　　　峰 ：磐梯火山の古期活動により形成
●赤　　　埴　　　山 ：山体を構成する岩石が赤みを帯びる
●沼　　　ノ　　　平 ：磐梯火山の新期の爆裂カルデラ
●中　　　の　　　湯 ：開湯は江戸時代初めまでさかのぼる
●小　屋　川　の　滝 ：磐梯山の古い溶岩が滝を作る

交通   猪苗代駅から磐梯高原行バスで約40分で、そこから徒歩で銅沼まで約1時間半

※公共交通機関がジオサイト周辺を通っていないため、自動車利用がお勧めです。

裏磐梯スキー場

♨

猪苗代スキー場

Bandai×2

櫛ヶ峰

弘法清水小屋

猫魔八方台口

中ノ湯

赤植山

丸山

銅沼

滑滝
磐梯山
1819

裏磐梯猫魔
スキー場

459

磐
梯
山
ゴ
ー
ル
ド
ラ
イン

26

29

28

30

22

31

27

24

2523

エリアエリア

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

磐梯火山エリア

1.磐梯山の生い立ち…………………………… 2
2.1888 年の磐梯山噴火 ……………………… 3
3.中の湯と鶴巻浄賢と関谷清景 ……………… 5
4.銅沼と馬蹄形カルデラ ……………………… 7
5.裏磐梯スキー場のリフト終点………………… 9
6.磐梯山北側の植生 ………………………… 11
7.櫛ヶ峰・赤埴山・沼ノ平 …………………… 13

DD

1

磐梯山の生い立ち1

　磐梯火山は、主峰である大磐梯（標高1816m）、櫛ヶ峰（1636m）、赤
埴山（1430m）の三つの山体からなる成層火山である（写真１）。

　磐梯山の誕生した時期ははっきり分かっていないが、1888年の噴火
の際生じた爆裂カルデラ壁の下部に、およそ70万年前を示す溶岩が露
出しているので、その頃には火山活動を開始していたと考えられる。
　磐梯山は大きく分けて古磐梯火山と新磐梯火山という新旧二つの時
期に形成された火山体から成っている（図１）。
　古磐梯火山はかつて大きな山容を誇っていたと推定されるが、現在は
櫛ヶ峰や赤埴山がその一部として残っている。古磐梯火山が約４万年前
に噴火により大規模な山体崩壊（用語解説：P14）をした後、その爆裂カルデ

ラ内にマグマが噴出し、現在
の主峰である大磐梯と小磐梯
（推定標高1750m）を中心と
する山体（新磐梯火山）が誕
生した。1888年の噴火では
小磐梯が崩壊し、現在見られ

る北方に開い
た大きな爆裂
カルデラが形
成された。

（写真1）東方から見た磐梯山

（図1）磐梯山の地質図　千葉・木村(2001)作成の図を簡略化
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1888年の磐梯山噴火2

　磐梯山は安山岩質の成層火山で、約70万年前から活動を開始した。
過去に何度となく岩なだれ（岩屑なだれ）（用語解説：P14）という山体を崩壊
させる噴火をしてきた。1888（明治21）年7月15日に発生した最後の噴
火もこのタイプである。噴火の１週間前から地震が発生していたが、地域
の人々はこれを前兆現象として受け止めることはできなかった。当日の朝7
時頃から地震が始まり、7時45分に噴火を開始した。小磐梯が水蒸気噴
火（爆発）（用語解説：P14）により、山体が崩壊し岩なだれとなって北麓の集
落を襲った。当時はまだ火山の研究がほとんど行われておらず、人々は突
然の噴火に驚いた。岩なだれのスピードは時速80kmに達し（Nakamura19
78）、人々は逃げることもできず、477人が犠牲となった。この噴火は明治

（図2）1888年噴火被害範囲　（1888磐梯山噴火報告書より）

がんせつ
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（図3）磐梯山噴火以前北ヨリ見ルノ図　（木村昌平）

（図4）噴火3週間後の北側から見た磐梯山（The Eruption of Bandai-san 1889）

時代以降、日本では最大
規模である。被害の範囲
は、小磐梯を中心に東西
に約10km、南北に約
16kmに及んだ（図2）。
　これだけ大規模な被害
にもかかわらず、その噴火
は数時間で終了した。噴

煙に覆われて暗闇となっていた磐梯山周辺も、徐々に明るくなり、午後に
は新しい磐梯山の姿が現れた。噴火前に唯一北側から磐梯山を描いた
人に木村昌平がいる。彼の絵（図3）と噴火3週間後に描かれたスケッチ
（図4）を比較すると、小磐梯が跡形もなく消え去り、荒 し々い岩肌を露出し
た様子がわかる。
　一方、この噴火により、磐梯山の北側を流れていた長瀬川などの河川
がせき止められ、桧原湖や五色沼をはじめとする300余りの湖沼が作りだ
された。その美しい景観のため、1950（昭和25）年には、磐梯朝日国立公
園の指定を受け、2011（平成23）年には日本ジオパークの一つとなり、多
くの人々が訪れる観光地になっている。
　この磐梯山ジオパークの中でも、山頂を含むDエリアは、まさにその中心
で、1888年の噴火をはじめ、過去の噴火の歴史が学べるサイトとなってい
る。また、噴火による岩なだれで大地が覆いつくされた後生まれた新しい植
生についても知ることができる。
　Dエリアの入り口はすべて磐梯山の登山口であるが、中心サイトの銅
沼へ行くためには、裏磐梯スキー場口または八方台口から登るのが便利
で、山歩き用のトレッキングシューズを準備したい。登山口へは路線バスの
運行がないため、乗用車を利用する必要がある。
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中の湯と鶴巻浄賢と関谷清景3

　1888年の噴
火以前、磐梯山
山頂の北側に
湯治場があった
ことは、今ではあ
まり知られてい
ない。現在、廃
業した中の湯周
辺に一つと、そ
の南北に上の
湯と下の湯が営
業していた（図5）。
上の湯が海抜
1600m、中の湯

が1250m、下の湯が1000m辺りにあり、開湯は上の湯が1648（正保
5）年で、中の湯と下の湯が1872（明治5）年であった。
泉質と温度は、上の湯と中の湯が硫黄泉で約66度、下の湯が食塩泉で
37度であった。
　これらの温泉が開発されたことは、『会津風土記』に記録がある。磐梯
山には昔から温泉があることは知られていた。1645（正保3）年、落合村
（現在の磐梯町）の肝煎鈴木四郎右衛門が温泉の開発を申し出て許可
され、開発後には温泉司として任ぜられた。江戸時代、4月から９月の半年
間で約3千人あまりが利用していたという記録も残っている。利用者の多
くは地元や会津周辺からの客であったが、一部にはいわきや越後新津な
どからも来ていた。噴火直後に福島県では、この湯治場に県外からの温
泉利用客がいなかったかを、全国の都道府県に問い合わせた。
　県外からも多くの人が訪れる湯治場であった上の湯・下の湯は、1888
年の噴火で壊滅し、生存者がいるのは、中の湯だけであった。３つの温泉
での被災者は31名で、うち26名が死亡・行方不明であった。内訳は福島
県人が12名で、新潟県人が14名。
　新潟県の三条市から来ていた鶴巻浄賢という住職が、噴火の数日前
から中の湯に宿泊していたが、九死に一生を得、噴火の体験記を残して
いる。

（図5）温泉の位置図（The Eruption of Bandai-san 1889に加筆）
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（写真2）磐梯山中ノ湯（W.K.Burton撮影）

「7月8日　当村の者と4名で磐梯山へ出発し、12日午後4時　磐梯山
の中ノ湯に到着する。その時の入浴客は40名ほどいたが、翌日より少し
ずつ減っていった。
15日、７時半頃から大地震となり、驚いて小屋より飛び出した。10分ばか
りたって、上ノ湯より100mほど上に、普通湯気の出る所から大砲3挺ほど
が一度に発射されたほどの大きな音が聞こえ、黒い煙が一度に立昇り、
山崩れの音はすさまじく、言葉では言い表せないほどで、瞬く間に黒い煙
が空を覆い、大小の石が絶え間なく落ちてきて、私たちは思い思いに四方
に逃げ出したが、数10ｍ位で全員地面に伏せた。この時は何も見えず、
まったくの暗闇となり、地震は止まらず、耳、目、鼻、口などに土砂が入り、
声を出すことも吐き出すこともできず、生きた心地が少しもしなかった。その
後1時間ほどたって、石が落ちてくることもおさまり、暗闇もようやく薄らぎ、
おぼろ月夜位になった頃、逃げるのはこの時しかないと思い、急いで逃げ
出すと、200mほど下る時に2番目の破裂があり、300mほど下る時に3番
目の破裂があり、その時は土砂だけが体にかかり、噴石はなかった。」
この体験記は、2014年9月の御嶽山の噴火を彷彿させるものがある。ど
ちらも水蒸気噴火（爆発）で、目の前で噴火が発生していることも同じである。
　ところで、この廃墟と化した中の湯（写真2）に寝泊まりしながら磐梯山
を調査した人たちが、帝国大学（現在の東京大学理学部）の関谷清景と
菊地安らである。この磐梯山の調査をもとに英語の論文を発表したので、

世界中に磐梯山の噴
火が広まり、今でも磐
梯山のスケッチ（P4 
図4）を教科書に掲載
している国もある。
　現在、中の湯は廃
業しているが、今後磐
梯山ジオパークの中
心サイトとして、ぜひ再
建してほしい。火山の
めぐみである温泉は、
磐梯山ジオパークの
宝である。
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銅沼と馬蹄形カルデラ4

　磐梯山ジオパークの
主要なジオサイトである
この沼は、あかぬまと読
ませる。
　なぜ、この漢字を当
てはめたのだろう。この
沼は1888年の水蒸気
噴火により、小磐梯が
山体崩壊をした直後に
できた。それは、バルトン
という帝国大学のお抱
え教師が残した写真か
ら知ることができる（写
真3）。現在その場所に
立つと、沼の色は赤茶
けて見えるが、その理由

は、湖底に水酸化鉄を含む赤い泥がたまっているためである。この沼には
鉄やアルミニウムやマンガンなどの金属イオンが大量に溶け込んでおり、
強酸性（ph3）のため、魚類は生息していない。磐梯山の高い場所にある
沼のため、水はここから北側の地下を通って、途中の裏磐梯スキー場の湧
水ではph4となり、その後、緑沼を通り五色沼まで流れて行く。その間に水
は濾過され、五色沼ではph6程度になり、魚類も生息できる水質となる。
　この沼の前に立つと、正面に磐梯山の1888年噴火で出現した雄大
な火口壁が迫ってくる（写真4）。壁面にいくつもの地層の重なりを見るこ
とができるが、過去の磐梯山の噴火の歴史を伝える証拠である。上半分

（写真3）銅沼が写っている噴火直後（W.K.Burton撮影）

（写真4）銅沼からの火口壁
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（写真5）イエローフォール

（写真6）西側からの磐梯山の空撮（アジア航測株式会社）

にはゆるく傾いた複数の線が見える
が、これは安山岩の溶岩と火山灰など
との境界を示す。岩石が角張って見え
る部分は溶岩である。
　櫛ヶ峰の真下の岩石が白くなって
いるのは、マグマの熱で変質したから
で、このような岩石はもろくなっている。
1888年の噴火で小磐梯が崩れたの
は、もともと地下にあったこの岩石の
性質にもよる。
　銅沼は冬になると凍結し、歩いて渡れるようになる。スノーシュー（洋風
かんじき）などをはき1時間ほど歩くと、黄色に氷った滝にたどり着く（写真
5）。これは磐梯山ジオパークならではの素晴らしい景色で、イエローフォー
ルとよばれ、冬のジオツアーで人気を博している。
　櫛ヶ峰から北側にかけての稜線の一部が窪んでいる所があるが、これ
は2011（平成23）年の東北地方太平洋沖地震で崩れたからである。こ
こ以外にも、2011年に崩落した場所がある。
　火山活動でできたくぼ地で幅2kmより大きいものをカルデラと言うが、
磐梯山の場合は北側が開いたU字形の状態のため、馬蹄形カルデラと
呼ばれる（写真6）。
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裏磐梯スキー場のリフト終点5

　リフト終点に立ち、北側を見ると雄大な風景が目に飛び込んでくる（写
真7）。1888年の噴火では小磐梯が山体崩壊を起こし、岩なだれが発生
した。その原因でできた景色を一望できる場所なのである。岩なだれが流
れ下った通り道が裏磐梯スキー場のゲレンデである。

　北側正面には南北
に長い桧原湖が見え
るが、これも噴火によっ
て河川がせき止められ
てできたものである。こ
の湖や小野川湖、秋
元湖が細長い地形を
しているのは、もともと
この地域が谷地形で
あったからである。
　桧原湖の中には数
多くの島々が見られる。
それは岩なだれによっ
てできた流れ山地形
で、実は湖水の下には
さらに多くの流れ山が
沈んでいる（図6）。噴
火以前には、桧原湖の

（写真7）裏磐梯スキー場リフト終点から北側の風景

（図6）磐梯山北側の火山土地条件図（国土地理院2003）
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（写真8）３本のアカマツ

（図7）1938年と1954年の崩壊　土石流及び岩なだれ堆積物の分布

東西の幅が狭い辺りに、細野という集落があったが、全て埋没し、住民の
ほとんどが犠牲になってしまった。この細野から北に約2kmの所で農作業
をしていた桧原村の斎藤豊吉の証言がある。
　「畑仕事をしていたら、地震があり、その３度目の時に、いっしょに仕事を
していた二瓶茂吉が、磐梯山が抜けるから逃げろと、大きな声を出した。私
は弁当を投げ捨て、子供一人を連れて逃げ出したが、その時には黒い煙
の中に、家のような土石が、鉄砲のように、ゴウゴウという音を出して、勢い
よく迫ってくるのがわかった。私はようやく逃げのびたが、茂吉や子供たち
は、逃げられず死んでしまった。」
　岩なだれのスピードは時速80kmに達し、ほんの数分で細野に到達した
と思われる。どれほど恐ろしかったことだろう。
　桧原湖の東側はすべて森となっている。樹木におおわれているため、こ
の場所にも多くの流れ山地形があることを想像することは難しい。その右
手には小野川湖も見える。

　このスキー場のゲレン
デは、1954年に大雨に
よる斜面崩壊で多くの
土砂が流れた（図7）。
火山の噴火やその後の
土砂災害は、たまたまス
キー場に適した地形を
作ったのである。
　リフト終点の直下の
東側ゲレンデ斜面に、
アカマツが３本まとまっ
て生えている（写真8）。

五色沼周辺のアカマツ林が植林である
ことは知られてきているが、この３本も植
林なのである。このような広範囲に植林
をした遠藤現夢たちのエネルギーに驚か
される。
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磐梯山北側の植生 (火口底と火口壁を中心に)6

　火口底の植生につい
て、北側2割と火口壁は、
1888（明治21）年の噴
火当時からの地上に発達
した植生だが、残りの火口
底の大部分は1954（昭
和29）年の火口壁崩壊に
より生じた裸地（P10 図
7）から発達した植生であ
る。明治の噴火から百数
10年、火口壁崩壊から60
数年が経過した時間経過
により、２つの発達段階が
異なる植生が、隣り合って
存在している（図8）。｢噴
火口の原生林｣は火口壁

を除く南側（磐梯山側）の8割程度の場所の植生に使える言葉である。
①銅沼の東側の林
　銅沼の展望場所から湖面をはさんで東に見える林（P7 写真4）は、
1954年の火口壁崩壊の後に発達した林で、アカマツ・ダケカンバ疎林
（用語解説：P14）となっている。高木にアカマツ、ダケカンバ、ヤシャブシがま
ばらにあり、低木層にはススキ、ノリウツギ、オオイタドリ、ハンゴンソウ、ハ
ナヒリノキ、ナナカマド、ヨツバヒヨドリ等の丈の高い草原を形成する種が
多く、ようやく陽樹林（用語解説：P14）に移行した林であることが判る。草本
層にはオシダやツタウルシ、マルバフユイチゴがあり、火口壁崩壊による
土砂が薄く堆積した場所と推定される。
②火口壁下の岩塊地
　銅沼の右手奥に広がる斜面をおおう、大型の岩が堆積した場所が見
える。この岩は直径1～2mの風化していない安山岩からなり、岩の隙間
にわずかにミヤマハンノキなどが生える。この岩が堆積した場所は幅
300m長さ500m程の広がりがあり、ミヤマホツヅジ、マルバシモツケ、ハ
ナヒリノキ、ミネヤナギ、ノリウツギなど亜高山性の低木が岩の間にわずか
に見られる。周囲からダケカンバやウダイカンバなどの陽樹の侵入がある。

（図8）噴火口底の現在植生図
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（写真9）裏磐梯スキー場東側から磐梯山を望む

③火口底中心部のアカマツ疎林
　スキー場から火口底を通る磐梯山への登山道付近には、アカマツ疎林
が広がる。この付近は1954年の火口壁崩壊の際、大量の土砂が堆積し
た場所で、数本の尾根場の高まりが波を打つように東西方向に伸びる。
このアカマツ疎林では、高木としてまばらにアカマツがあり、低木はほとん
ど無くウダイカンバやハナヒリノキがわずかに見られ、草本層はシラタマノ
キが密生している。しかし、谷状の窪地にはススキを伴いウダイカンバやヤ
シャブシ・ハナヒリノキが侵入しており、やがてはアカマツ混じりの陽樹林
に発達すると推定される。シラタマノキが密生する草本層に生育が遅い
高さ30cm樹齢15年ほどのアカマツ低木が点 と々混じり、強い酸性土壌
が生育に影響していると思われる。また、根に共生する菌類の存在が関
係すると推定される。
④火口壁に見られる林
　櫛ケ峰直下の火口壁下部にはカラマツ林があり、銅沼南側の火口壁
下部にはアカマツ林がある。これらの火口壁は1954年の崩壊では影響
を受けず、1888年の水蒸気爆発当時の地形で、生育するカラマツ、アカ
マツとも植林樹林とその実生であろう。
⑤火口底中心部のススキ草原
　火口壁が絶えず崩壊して土砂が溜まる中心部は、広い平原でススキ
草原やコメススキなどがわずかに生える荒原となっている。ここにはアカマ
ツやウダイカンバ、カラマツ、ヒメヤシャブシ等の低木がまばらに侵入してい
る。新たな土石流で埋まらなければ、陽樹林に発達するであろう。生育の
良いカラマツの周りにはコツブタケの発生があり、菌類との共生が生育を
左右すると推定される。
⑥噴火口底の北側及び火口底から桧原湖にかけての北斜面
　現在アカマツ、ウダイカンバ林が発達している。この林の大部分は
1902（明治35）年頃から始まった、遠藤現夢らによるアカマツ植林が土
台となり回復した林である。ススキ草原が広がる北斜面一帯に植樹され
たアカマツは10年ほどで種子散布が可能となり、その実生がアカマツ林
の拡大に寄与したと推定される。
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（写真10）櫛ヶ峰 （写真11）赤埴山

（写真12）赤埴林道 （写真13）沼ノ平

13 櫛ヶ峰・赤埴山・沼ノ平7

　磐梯山の主峰大磐梯の山頂（標高1816m）から北東に1.5kmに櫛ヶ
峰の山頂（1636m）が、東南東1.5kmに赤埴山の山頂（1430m）があ
る（P2 図１）。

　櫛ヶ峰は古磐梯火山を構成していた山体で、山頂部には今から20数
万年前に噴出した溶岩が見られる。細長い尾根もつことからこの名が付
いたと考えられる（写真10）。
　赤埴山は、櫛ヶ峰と同じく古磐梯火山を構成していた山体で、植生に
覆われた比較的なだらかな山容を見せている（写真11）。赤埴山の斜面
や山麓には、赤埴山（赤土の山という意味）という名が示すような、鉄分が
酸化し赤紫色に風化した火山噴出物がしばしば見られる（写真12）。

 
　櫛ヶ峰、赤埴山そして大磐梯に囲まれた位置に、長径約500mの低地
（標高約1400m）があり、沼ノ平と呼ばれている（写真13）。その名のとお
り、降水量が多い時期には沼が生じる。沼ノ平は、約2500年前に大磐
梯東側の山体崩壊によって生じた爆裂カルデラ内の低地と考えられてお
り、その時発生した岩なだれ（琵琶沢岩なだれ）が東方に流れ、琵琶沢を
通って山麓に達した。
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『山体崩壊』  
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崩壊を起こす現象。
『岩なだれ』 
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