
1. The Frightening Features of Mt. Bandai

　この場所は1888(明治21)年7月15日の噴火で誕生した地形です。現在ある大磐梯の北側に位置していた小磐梯

が、水蒸気爆発によりその山体が崩壊し、北側に岩なだれとなって流れ下りました。噴火前には、磐梯山の北側

には多くの川や沢が流れていました（図１）。噴火後、それらの川や沢は岩なだれによる堆積物によりせき止め

られ、300余りの湖沼が誕生しました（図２）。この時の噴火では、磐梯山周辺の住民の500名近くが犠牲とな

り、明治時代以降では最大の火山災害となりました。

　また、山体崩壊により急峻な崖がつくられたため、その崖が大雨などで崩れることがありました。1888年の噴

火以降、1938(昭和13)年と1954(昭和29)年の２度、磐梯山の火口壁に斜面崩壊が起こっています。

　火山活動は災害をもたらすばかりではありません。この裏磐梯ス

キー場のリフト終点は、磐梯山の雄大な景色が迫ってくる絶好の

ジオサイト（見どころ）です。1888年の噴火で生じた磐梯山の内部

構造がわかる火口壁が見渡せます (写真３)。そして、その噴火で誕

生した裏磐梯の湖沼群が広がります。桧原湖に点在している島々

は、1888年の噴火による流れ山です。1954年の斜面崩壊は、このス

キー場となる場所を土砂が流れ下り、スキー場に適した地形をつく

り出しました（写真４）。これもまた火山の恵みの一つです。

　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に認定されました。
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  The topography here was formed on July 15, 1888 by a 
volcanic eruption from Mt. Bandai.  The body of a smaller 
peak on the north side of Ōbandai (“Big Bandai”) called 
Kobandai (“Little Bandai”) collapsed due to the resulting 
phreatic explosion and caused a debris avalanche to run 
down the north side of the mountain.  Before this eruption, 
there were many rivers and streams flowing down the 
north side of Mt. Bandai (Figure 1).  After the eruption, the 
deposits from the debris avalanche dammed up the rivers 
and streams, forming over 300 lakes and marshes (Figure 2).  
Nearly 500 people residing near Mt. Bandai fell victim to 
the eruption, making this the largest volcanic disaster in 
Japan in the post-samurai era. 
  Because of the steep cliff created by the mountain 
collapse, heavy rainfall and other factors can lead to their 
collapse.  Since the eruption in 1888, slope failure has 
occurred on the crater of Mt. Bandai twice: once in 1938 
and once in 1954.

2. The Blessings of Mt. Bandai Volcano 
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写真3(Picture3)火口壁と内部の様子

写真４(Picture４)火山の恵みでできたスキー場
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  Volcanoes do not result solely in disasters but also provide many blessings.  The activity of 
this volcano has resulted in captivating views and has made this spot a splendid place from 
which to view this geo site.  Looking out to from the ski lift terminal station, visitors can 
gaze out over the crater that originated from the 1888 eruption and see the internal 
structure of Mt. Bandai (Picture 3). The collection of majestic lakes and marshes in 
Urabandai born in the eruption extends into the distance.  The islands that are scattered 
across Lake Hibara are hummocks  that were also created in the 1888 eruption.  Suitable 
topography for ski slopes was created in the 1954 slope failure when earth and sand ran down the mountain where this ski slope currently lies.(Picture ４)
  In 1950 Mt. Bandai was designated Bandai Asahi National Park and was certified to be one of the Geoparks Japan in 2011.
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　The volcano Mt. Bandai became active nearly 700 thousand years ago and has erupted countless times since then, 
causing the body of the mountain to collapse on a number of occasions.Mt.Bandai eruption in 1888 caused also such a 
collapse(Picture1). 
And a similar collapse called “Okinashima debres avalanche”occurred on the southwest side of the mountain 40,000 years 
ago(Picture2).
With each collapse, rocks of all sizes flowed down the slope of the mountain in what are known as debris avalanches. These 
debris avalanches resulted in the creation of hundreds of small hills at the foot of the mountain known as hummocks.

　磐梯山という火山は約70万年前から活動を開始し、過去に何度となく山体を崩壊させる噴火をしてきました。

1888年の噴火もその山体崩壊(写真1)ですが、4万年前には、磐梯山の南西側でも発生しました(写真2)。これを翁島

岩なだれ(岩屑なだれ)と言います。山体崩壊をして大小の岩が斜面を流れ下る岩なだれ（岩屑なだれ）により、山の

麓には流れ山という何百もの小高い丘がつくられています。
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Mt. Bandai: Volcanic Activity and Debris Avalanches

D Bandai Volcano Range Area
D 磐梯火山エリア

図１(Figure1)噴火前の地形 図２(Figure２)噴火後の地形
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写真1（Picture1）裏磐梯高原エリア 写真2（Picture2）猪苗代・磐梯高原エリア


