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新燃岳噴火に伴って山地斜面に堆積した火山性噴出物の特徴 
    

浅野志穂 
 

 霧島火山群新燃岳では 2011 年（平成 23 年）1 月下旬から噴煙を伴う爆発的噴火が繰り返し発生し、周辺

の山地斜面では軽石や火山灰が広く堆積した。これらの火山性噴出物の堆積は周辺の斜面における新たな土

砂流出や森林被害につながる懸念があったため、緊急的に現地調査を行い火山性土砂の堆積や移動状況につ

いて明らかにするとともに、詳細なモニタリングを行うプロジェクトを開始した。 
                                                           
研究の方法：霧島火山群新燃岳は、2011(平成 23)年の

噴火以前から災害を伴う噴火が1959年、1822年、1771年、

1716～1717 年に起きるなど、繰り返し活動をする活発な

火山である。2011 年 1 月下旬から 2 月にかけての噴火で

は周辺地域に噴火に伴う空振による被害、市街地や農地に

軽石や火山灰などの火山性噴出物が広く堆積するなどの

被害が発生した。さらに新燃岳周辺の山地斜面においては

火山性噴出物が厚く堆積して、森林流域からの土砂流出や

森林植生へ長期的な影響が及ぶ可能性も考えられた。この

ため立入が可能な範囲で特に噴出物が厚い南東方向に位

置する高千穂峰南～東側の森林斜面で火山性噴出物の堆

積状況について現地調査を行った。なお、現地調査は九州

森林管理局や宮崎森林管理署都城支署と協力して行った。 

 

結果の概要：噴火発生後約 5 ヶ月間の状況について調べ

た。火山性噴出物として軽石や火山灰が多く堆積した。堆

積深の厚い地点では、旧地表面の上に直径が 2mm 以上の軽

石が主体となる層が厚く堆積し、その上に細粒の火山灰が

薄く堆積する特徴が見られた（図－1）。また堆積深が厚く

ない場所では、軽石層がほとんど無く、火山灰層のみの堆

積が見られた。火山灰層は降雨に対する浸透能が小さくな

ることが多いため、調査当初は降雨時には浸透できない雨

水が大量に地表流として流下してこれが土石流の誘因と

なる懸念があった。しかし火山灰層は堆積した厚さが薄く

更に降雨時期前までに水や風などで緩やかに流亡するな

どして、地表面を広く覆った状態を維持することがあまり

無かったと推定され、結果的には規模の大きな土石流など

の土砂災害には至らなかったものと考えられた。一方で谷

筋では周囲から土砂が集まって下流へ流下した痕跡（図－

2）や、土石流への対策として既設堰堤の上流側に作った

土砂を待ち受けるポケットには降雨時期後に土砂が堆積

するなどの様子が見られた。このことから新燃岳周辺の河

川や渓流では降雨出水に伴って軽石を主体とする土砂流

出が継続的に生じていることが確認された。 

また、立入調査が可能な範囲でも広葉樹の中には噴火後

に落葉や葉の変色などが見られるものがあった（図－3）。

その後の経過観察によると新たに新芽が確認されるなど

回復の傾向が見られたことから、調査地点における噴火に

よる落葉などの影響は一時的なものがあったと推定され

た。しかし火口に近く、火山性噴出物が厚く堆積する地域

ではこのような森林への影響はより顕著で長期的になる

ことも予想された。このためこれらの現地調査の結果を踏

まえて、九州支所の研究メンバーにより「平成 23 年新燃

岳噴火に伴う林地被害と土砂災害評価のための緊急調査」

のプロジェクトを立ち上げて土砂移動や土壌の変化、植生

の回復などの時間的変化をモニタリングするなどの対応

を行うことにした。 

 

 

 

 

 
図－1 軽石と火山灰の堆積状況 

 

 
図－2 谷沿いの土砂の流下跡 

 

 
図－3 噴火活動による葉の枯損

 

ヒノキ若齢木における胸高直径成長と梢端の伸長成長の季節性 
 

荒木眞岳 

 

 ヒノキ若齢木の胸高直径成長と梢端の伸長成長の季節性を明らかにするため，10 年生のヒノキ 5個体を対

象として，胸高直径，樹高，および梢端の伸長量を 1 年間定期的に測定した。その結果，胸高直径は 4 月と

5 月に急激に成長した。夏に成長は大きく低下したが，10 月に再び増加した。一方，梢端の伸長は，5 月に

最大の伸長量を示した後，夏も大きく低下せずに 9 月まで伸長を続けた。これらのことから，胸高直径成長

と梢端の伸長成長の季節性は異なるパターンを示すことが明らかとなった。 
 
研究の方法：森林総合研究所九州支所立田山実験林内の

10 年生ヒノキ人工林を調査地とした。林分の中央付近に

タワーを設置し，タワーに隣接する 5個体を調査対象木と

した（表－１）。2011 年 3 月からほぼ 1か月に 1回の頻度

で 1年間，調査対象木の胸高直径，樹高，および梢端の伸

長量を測定した。胸高直径は，胸高位置（地上高 1.3m）

の幹の周囲長をスチールメジャーにより測定して求めた。

ヒノキの梢端（幹の先端）は湾曲しているため（図－１），

地上からの最高到達点を樹高とした。また，先端近くの主

軸にマーカーで印を付け，梢端を伸ばした状態で印から先

端までの長さを測定し，梢端伸長量を求めた。 

 

表－１ 調査対象木の概要（2011 年 4 月 5日時点） 

 

結果の概要：胸高直径，樹高，および梢端伸長のいずれ

も，4月に成長を開始し，11 月に成長が終了した。これら

の年間成長量は，それぞれ 0.5－1.1 ㎝，60－86 ㎝，59－

68 ㎝の範囲であった。 

胸高直径，樹高，および梢端伸長について，1年間の成

長経過を図－２に，1ヶ月あたりの成長量の季節変化を図

－３に示した。ただし，図－２は年間成長量を 1.0 とした

相対値で示した。また，図－３は，図－２の点と点を結ん

だ直線の傾きに相当するが，実際の測定期間が不均一なた

め，1か月を 30 日として計算して示した。 

胸高直径は 4 月初旬から急激に成長し，成長量は 4月と

5月に最大となり，この 2カ月間で年間成長量の 7割近く

に達した。夏には成長量が大きく低下したが，10 月に再

び増大し，胸高直径成長の季節変化には 2 つのピークが見

られた。樹高成長量は，6 月中旬から急激に増加し，7 月

に明瞭なピークを示した。一方，梢端は 4月下旬から伸長

を始め，伸長量は 5月に最大となったが，夏の間も大きく 

 
図－１ ヒノキの梢端（4 月 16 日撮影）。先端は湾曲し，

Ｊの字を逆さにしたような形状をしている。 

 

 

低下することなく 9月まで比較的高い値で維持された。 

樹高と梢端伸長に見られた成長パターンの違いは，ヒノ

キ梢端部の湾曲した形状に起因すると考えられた（図－

１）。すなわち，4，5月には，梢端が伸長しても湾曲して

下垂した部分が伸びるだけで（見かけの）樹高はほとんど

変化しない。しかし，6，7 月には，梢端が伸長を続ける

と同時に，梢端部の湾曲した部分が立ち上がってくるため

に樹高が増加することが観察された。湾曲部分の立ち上が

りは，梢端近くの主軸の肥大成長に伴うものと推察された。 

以上のことから，本調査地におけるヒノキ若齢木では，

胸高直径成長，梢端の伸長成長，および樹高成長の季節性

は以下のような異なるパターンを示すことが明らかとな

った。すなわち，胸高直径は 4月の成長開始から 5月にか

けて急激に成長して夏には成長が低下する。一方，梢端は

やや遅れて 5，6 月に大きく伸長するが，夏の間もそれほ

ど伸長量が低下せずに 9 月まで伸長が続く。（見かけの）

樹高は 7 月に成長のピークを持つ。10 月には樹高成長量

と梢端伸長量が大きく低下する一方，胸高直径成長量が再

び増加する。いずれの成長も 11 月下旬に終了する。 
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図－２ 胸高直径，樹高，梢端伸長の１年間の成長経過。

年間成長量を 1.0 とした相対値で示す。 
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図－３ １ヶ月あたりの胸高直径成長量，樹高成長量，梢

端伸長量の季節変化。調査対象木 5本の平均値で示す。 

個体 ID 311 312 313 320 321

胸高直径 (cm) 12.0 11.6 14.8 8.5 10.9

樹高 (cm) 810 800 930 760 793


