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磐 梯 山  と  ブ ナ 林
The Volchano Mt. Bandai and the Beech Woods

D Bandai Volcano Range Area
D 磐梯火山エリア

　磐梯火山は、磐梯山(大磐梯)

(1816m)、櫛ヶ峰(1636m)、赤埴山

(1430m)の三つの峰からなる成層

火山です。磐梯火山の活動はおよ

そ70万年前に始まりました。古い

時期の活動で、櫛ヶ峰や赤埴山を

含んだ大きな山体が形成されま

した。その山体が崩壊した後、１～

２万年前には大磐梯や小磐梯を

中心とした新しい山体ができ上が

りました。さらに、1888(明治21)年

の水蒸気爆発による噴火で小磐

梯の峰が崩壊し、切り立った崖に

岩肌が露出した爆裂火口が生じ

ました（写真１）。この時に岩なだ

れによる川のせき止めで、桧原湖

や五色沼をはじめとする裏磐梯

の湖沼群が誕生しました（図１）。
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1. The Origin of Mt. Bandai
　The volcano Mt. Bandai is a stratovolcano consisting of three peaks: Mt. Bandai (Ōbandai or “Big Bandai”, 1816m), Mt. Kushigamine 
(1636m) and Mt. Akahaniyama (1430m). Mt. Bandai became volcanically active roughly 700 thousand years ago.  The body of a large 
mountain that included both Mt. Kushigamine and Mt. Akahaniyama was formed in ancient times by this volcanic activity. After the 
body of that mountain collapsed, somewhere between 10,000 and 20,000 years ago the bodies of two new peaks, Ōbandai and Kobandai 
(“Little Bandai”), were completed. The mountain changed its shape again in 1888 when an eruption due to a phreatic explosion caused 
the peak of Kobandai to collapse, forming an explosion crater and leaving the surface of the rock on the sheer cliff exposed (Picture 1).  
At this time, rivers were dammed up because of a debris avalanche, and the collection of lakes and marshes, including Lake Hibara and 
Goshikinuma Ponds (multi-colored marshes), was born in Urabandai (“behind Bandai”)area (Figure 1).

2. The Beech Woods
　Beech trees have been known to live for over 600 years, and the time it takes for a magnificent forest of thick beech trees to 
form is generally estimated to be more than 300. However, the beech wood that is visible on the mountain trail from here 
(Happodai) to the location of what was once a hot spring known as Nakanoyu (Picture 2) primarily consists of approximately 100 
year-old beech trees (Picture 3).  In 1888, many trees in this wood, including beech trees, were knocked down either by flying 
boulders or by the blast from the eruption of Mt. Bandai, leaving a devastated area where the forest developed anew.  Visitors 
may come across several giant trees and old trees that survived the blast and that are thought to have spread their seeds and 
become the parent trees of the beech wood (Picture 4). 

　ブナは、樹齢600年をこえる

木もあり、一般的に太い立派な

ブナ林ができるのに300年以上

かかると言われています。しか

し、八方台からかつての湯治場

である中ノ湯（写真２）までの

登山道には、樹齢100年ほどの

若いブナを中心とする林が見ら

れます（写真３）。このブナ林

は、1888年の噴火でブナをはじ

めとする多くの木々が爆風や飛

んできた岩石で倒され、荒地と

なった跡から新たに育ったもの

です。そこでは、噴火を生きの

び種をつけ、若いブナ林の親木

となったと思われる巨木や老木

にも出会うことができます（写

真４）。

2 ブナ林
秋元湖
あき もと こ

銅沼
あか ぬま

中ノ湯
なか の ゆ

櫛ヶ峰
くし が みね

おお ばん だい

くし が みね あか はに やま

せい そう

さん たい

とう じ ば

なか の ゆ

ほう かい

こ ばん だい

ばく ふう

たお あれ

あと

たね

ち

じゅ れい

すい じょう き ばく はつ ふん か

がけ

いわ

ひ ばら きょ ぼく ろう ぼくこ

ご しき

ぐん

ぬま うら ばん だい

こ しょう

はだ ろ しゅつ ばく れつ しょう

図１（Figure1）　1888年の噴火前の地形（左）と噴火後の地形（右） 北海道地図株式会社 提供

写真1（Picture1）磐梯山全景西方向から1984年9月21日アジア航測撮影

写真2（Picture2）　中ノ湯（現在は営業していない）

下記の区域については、携帯電話が、

つながりにくいか、または、つなが

らない場合があります。

【中ノ湯】
　明治の噴火以前、磐梯

山の中腹には、上ノ湯と

中ノ湯と下ノ湯の３つの

湯治場がありました。

　しかし、1888年の噴火に

より上ノ湯と下ノ湯は壊滅

し、中ノ湯に宿泊していた

人のうち数人だけが助かり

ました。その中の一人、新

潟県から来ていた住職の

鶴巻浄賢は貴重な噴火体

験を証言しています。
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写真4（Picture4）　2013年9月撮影

写真3（Picture3）　2011年9月撮影

【ブナの実】
熟すと、イガイガが
さけて種子がでる。

【ブナの葉】
葉は波を打つよう
なギザギザがある。

【ブナの樹皮】
白くて滑らかであ
るが、コケに似た
地衣類がまだらに
つく。
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