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調査研究ノート

雲仙・普賢岳噴火災害映像素材の保存
その意義を考える

メディア研究部　入江さやか

の死者を出した。対岸の熊本県でも大きな被
害が出たことから，この災害は「島
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」と呼ばれている 3）。
平成の噴火の経過は表1のとおりである。

1990（平成2）年11月17日，山頂付近の九
つ く も

十九 
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の2つの火口で198年ぶりの噴火
が確認された。翌1991年になると噴火は活発
化し，5月20日には山頂に「溶岩ドーム」が出
現した。5月24日には，初めての「火砕流」が
発生した。「火砕流」は，溶岩ドームの一部が
崩壊し，岩石と火山ガスが混じり合って高速で
斜面を流れ下る現象を指す。流下速度は時速
100キロ以上，温度は数百度に達するなど，破
壊力の大きな現象である 4）。

しかし，当時，わが国では火山学者，メディ
アともに「火砕流」の危険性を十分認識してい
たとはいえなかった 5）。放送・新聞各社は，迫
力のある火砕流の映像を撮影するため，山頂
から約4キロ離れた北

きた

上
かみ

木
こ

場
ば

地区の高台付近に
カメラを構えていた。この場所は，報道各社の
間で「正面」「定点」（図1）などと呼ばれていた。

5月26日に，島原市は火砕流に対して初め
ての「避難勧告」を出した。対象は「定点 」
のある北上木場地区を含む5つの地区で，こ
れを受けてNHKは避難勧告区域内での取材

 1. はじめに
1991（平成3）年6月3日，噴火活動を続け

ていた長崎県の雲仙・普賢岳で大規模な火砕
流が発生した。この大火砕流によって，NHK
を含む報道各社の取材クルー，同行していたタ
クシーのドライバー，地元の消防団員，警察官， 
海外の火山学者の，合わせて43人が犠牲と
なった 1）。火砕流に対する「避難勧告」2）の出
ている区域で取材活動を行った結果，メディ
ア以外の人々をも巻き込む惨事となった。報道
に関わる者は，この出来事を決して忘れては
ならない。大火砕流から30年となる2021年，
NHK放送文化研究所（以下，文研）は，長崎
局に保管されていた雲仙・普賢岳噴火災害の
取材テープ約3,000本をデジタル化した。本稿
は，これらの映像素材を保存する意義につい
て考察する。

 2. 平成の雲仙・普賢岳噴火災害
雲仙・普賢岳は長崎県の島原半島の中央に

位置する活火山である。有史以来，たびたび
噴火を繰り返してきた。1792年の噴火の際に
は，強い地震で眉

まゆ

山
やま

（図1）が崩壊し，土砂が
有明海になだれ込んだために10メートルを超え
る津波が発生，有明海沿岸で約1万5,000人も
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をいったんとりやめた。こうした
中，5月30・31日には，夜間にも
火砕流が相次ぎ，「定点 」で撮影
を続けていた民放各社が真っ赤に
なって崩落する溶岩や山火事の迫
力ある映像を放送し，避難勧告区
域の外でカメラを構えるNHKを圧
倒した 6）。6月1日に一部の地区の
避難勧告が解除されたのを機に，
NHKは翌2日，避難勧告区域に
ある「農業研修所」（図1）にカメラ
を前進させた。「農業研修所」は，

「定点 」から500メートルほど下手

図 1　雲仙・普賢岳とその周辺の取材拠点

国土交通省長崎河川国道事務所（旧・雲仙復興事務所）提供写真を一部抜粋・加筆
（2003年9月27日撮影）
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噴火活動 自治体・メディアの対応

1990年
11月17日 198年ぶりの噴火始まる
1991年
2月12日 新たに「屛風岩火口」出現
2月20日 島原市「眉山崩壊」に備えた避難計画公表
5月15日 水無川で初めての土石流発生
5月19日 水無川で大規模な土石流発生 NHKの無人カメラが筒野橋を破壊する土石流をとらえる
5月20日 地獄跡火口に「溶岩ドーム」出現 民放・新聞社のヘリが溶岩ドームを確認
5月24日 初めての「火砕流」が発生 民放クルーが初めての「火砕流」を撮影

5月25日 気象庁が臨時火山情報で「小規模な火砕流」の発生を公表
NHKが19時のニュースで初めて「火砕流」の発生を伝える

5月26日 火砕流による初の負傷者発生 島原市が火砕流で初めての避難勧告
（北上木場，南上木場，白谷，天神元，札の元の5地区）

5月29日 火砕流による山火事発生
火砕流が民家の手前270mまで迫る

島原市と深江町に災害救助法適用
火砕流の映像をめぐり放送・新聞が取材競争を展開

5月30日 NHKは避難勧告区域内での取材を行わない方針を確認

5月31日 避難勧告区域で，報道関係者による民家の電源の無断使用，農業研修所の電話の無断使
用などが発覚

6月1日 島原市が北上木場地区，南上木場地区を除き避難勧告解除

6月2日 NHKが避難勧告区域内の「農業研修所」へ移動
民放・新聞社は「定点」で取材

6月3日 大火砕流発生
（家屋焼失・倒壊179棟）

定点・農業研修所付近にいた報道関係者など43人が被災
長崎県知事が陸上自衛隊に派遣要請
島原市が避難勧告区域を拡大，深江町（当時）が新たに避難勧告

6月7日 島原市が強制力のある「警戒区域」設定

6月8日 （家屋焼失・倒壊207棟） 島原市が警戒区域を海岸まで拡大
深江町が警戒区域設定

参考文献： 太田一也（2019）『雲仙普賢岳噴火回想録』
   雲仙岳災害記念館（がまだすドーム）ホームページ「平成大噴火」
   日本放送協会（2001）『20 世紀放送史（下）』
   長崎県総務部消防防災課（1998）『雲仙・普賢岳噴火災害誌』

表1　大火砕流までの火山活動と自治体・メディアの動き
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にあり，「高台で土石流の心配はなく，消防団
の待機所もあって安全と判断」したという7） 

（写真1）。一方，雲仙・普賢岳の“ホームドク
ター”として防災対策の中心的な役割を担って
いた九州大学島原地震火山観測所（現・地震
火山観測研究センター）所長の太田一也教授

（当時）は，島原市を通して報道機関に避難勧
告区域からの退去を再三呼びかけていたが，
多くの報道機関は，避難勧告に法的な強制力
がないことや，報道の使命を理由に応じなかっ
たという8）。

写真1　現在の農業研修所跡地（奥は普賢岳）

6月3日午後4時8分，大火砕流が発生。
高温の火砕流は定点や農業研修所付近にも

達し，NHKでは，矢内万喜男カメラマンと大
田好男ライトマンが被災，矢内カメラマンは6
月25日に，大田ライトマンは8月8日に亡くなっ
た。この火砕流による犠牲者は，報道関係者，
同行していたタクシーのドライバー，地元の消

防団員，警察官，海外の火山学者の合わせて
43人にのぼった。その後も，島原市と深江町
は5年間で約9,400回にのぼる火砕流と，火山
噴出物による土石流災害に，長く苦しめられる
こととなった。

なお，雲仙・普賢岳の惨事を教訓に，NHK
では「安全確立委員会」が設けられ，取材の
安全確保が図られた 9）。

 3. 映像素材のデジタル化
NHK長崎放送局には，1990年11月の噴火

開始から大火砕流の発生，さらにその復旧・
復興の過程を追った10年分の映像素材（β
CAMテープ）が，約7,000本保管されていた。
これらのテープの保存について検討した結果，
文研において，その一部を研究目的でデジタ
ル化して保存することになった。デジタル化し
たのは，1990年11月の噴 火開始から，6月
3日の大火砕流を含む1年分のテープで，約
3,000本である。原則として意図的な選別は行
わず，日付順にすべてのテープをデジタル化し
た。デジタル化した映像素材は，現在リスト化
を進めている途上である。この映像素材の中
には，亡くなった矢内カメラマンが撮影したと
みられるテープが3本含まれていた（写真2）。

写真2　「取材者」欄に矢内カメラマンの
名前が記されたテープ3本
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 4. 映像素材からみえること
デジタル化した映像素材には，今後の災害

報道のあり方を考えるうえで貴重な映像が多く
含まれていた。「取材の安全管理 」「火山噴火
予測をめぐる科学者とメディアのコミュニケー
ション」の2つの視点から，映像素材の内容を
みていきたい。

（1）取材の安全管理

気象庁によると，国内には111の活火山が
あり，今後も火山災害の取材は避けられない。
火山災害の恐ろしさを見せつけた雲仙・普賢
岳噴火災害の映像素材は，安全管理の重要性
を再認識させるものであった。

その一つとして，6月3日の大火砕流発生直
後，取材クルーが島原市街地にあった前線本
部から，北上木場地区の農業研修所（図1）
へ車で急行した際の映像がある。島原市街地
も黒い火山灰に覆われ，車のフロントガラスも
灰にまみれて前方が見えない。北上木場地区
に向かう細い道路に警察車両や救急車両が集
まっている。そこで，灰まみれになった消防署
員らしき男性が取材クルーの車に向かって「来
るな，来るな！ いけん，いけん，ダメだ！ 早く

帰んなさい，あぶない！ 帰んなさい！ みんな
死ぬっとばい！ 早く！」と叫び，引き返すよう促
した（写真3）。クルーはこの地点で車を降りて，
徒歩でその先に向かい取材を継続している。

この映 像を撮 影した岩 切 晋さん（当時，
NHK北九州放送局カメラマン）に当時の状況
を聞くことができた。岩切さんは，6月3日の
朝から農業研修所で火砕流を撮影していた。
撮影は24時間・交代制になっており，岩切さ
んは午後3時すぎに現場で矢内カメラマンと交
代し，本部に戻ったところで，大火砕流が発生
した。
「灰で空が真っ黒になり，現場（農業研修所）

と連絡がつかない。状況がまったくわからない
中で，『現場の状況を確認してきてくれ』と言わ
れて現地に向かいました。（車を降りて徒歩で
進んだのは）この状況を伝えなければ，記録し
なければという気持ち。どこまで火砕流が来
ているのかわからないが，行けるところまで行
こうと考えていたと思います」

農業研修所で取材を続けることについては，
大火砕流が発生する以前に，映像取材グルー
プでかなりの議論をした。「強く反対する人も
いましたが，カメラマンとして少しでもよい画

え

を
撮ろうという意識から，みんな，前に前に，と
なっていた。火砕流のハザードマップを見ては
いましたが，避難勧告が一部解除されたことも
あり，どこか油断がありました」と言う。岩切
さんは「農業研修所の当番は，前日まで2交
代制でした。雨の多い時期で負担が大きいた
め，6月3日から3交代に変わったのです。もし
2交代のままだったら，大火砕流のとき，あの
場所にいたのは私でした。当時と今とでは，安
全管理の意識は違うと思いますが，雲仙・普
賢岳で起きたことを，災害を取材するときの教

写真3　NHKの取材クルーの車に引き返すよう
呼びかける人（1991年6月3日）
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訓としてほしい」と語った。
このほか，映像素材には，噴火が活発化す

る前に，火山研究者に同行して報道各社合同
で普賢岳に登り，火口に降りてリポートしてい
るケース（1990年12月）や，土石流が頻発し
ている水

みず

無
なし

川の河床に降りて研究者に取材し
ているケース（1991年5月）など，今振り返る
と，必ずしも安全とはいえないものも見受けら
れた。

（2）火山噴火予測をめぐる

科学者とメディアのコミュニケーション

この映像素材には，前述の九州大学島原地
震火山観測所所長の太田一也教授や，火山
噴火予知連絡会の下鶴大輔会長（当時）など，
火山研究者の記者会見やインタビューが数多く
収録されている（写真4）。噴火の初期から大
火砕流に至るまで，連日のように行われた火山
研究者の記者会見やインタビューを通して視聴
すると，火山噴火予測の難しさ，そのリスクを
的確に報道することの難しさ，2つの問題が浮
かび上がってくる。

第1は，火山噴火予測そのものの難しさであ

る。映像素材を見ていくと，太田教授は，噴
火が始まった直後の1990年11月の段階では

「問題は眉山の地滑り」として，1792年の噴火
と同様の災害を警戒している。1991年5月に
溶岩ドームが出現した段階では，溶岩そのも
のが人的被害につながることはないとし，山腹
に積もった火山灰で土石流の規模が拡大する
ことを懸念している。5月24日に最初の火砕流
が発生した際には，崩れ落ちた溶岩の塊は平
坦な部分で止まっており，「そこを越えるのは時
間がかかる」としていたが，火砕流の到達範
囲が急速に拡大するのにともない，自治体やメ
ディアに働きかけ，住民の避難を強く要請した。

“ホームドクター”として長年，雲仙・普賢岳と
向き合ってきた研究者であっても，噴火活動の
推移の予測は容易ではなかったことがわかる。

その理由について，太田教授とともに観測
にあたっていた九州大学地震火山観測研究セ
ンター長の清水洋特任教授に，インタビューを
行った。清水教授は「普賢岳が頻繁に火砕流
を起こしてきた火山だということは，今回の噴
火のあとにボーリング調査で地質学的な知見
が得られて初めてわかったこと。当時は，1792
年の噴火のシナリオに引っ張られていた」と説
明する。30年後の現在も，活動履歴が明らか
でない活火山は多い。清水教授は，「噴火活動
の推移予測には，地震や山体膨張などのリア
ルタイムの観測だけでなく，地質学的な調査に
よる活動履歴の把握が重要である」と述べた。

第2は，火山研究者とメディアの間のコミュ
ニケーションの問題である。映像素材を見る
と，5月24日に初めて火砕流が確認されて以
降，下鶴会長など複数の火山研究者が，現地
で発生している現象を「小規模な火砕流」「き
わめて小型の火砕流 」などと表現した。これ

写真4　九州大学島原地震火山観測所の玄関外で
記者会見する下鶴会長（左）と太田教授（右）

（1991年5月26日）
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は，火山学的・科学的には正しい規模の評価
だが，報道関係者にとっては火砕流の危険性
を過小評価することにつながった，と指摘され
ている10）。

東京大学総合防災情報研究センターの関谷
直也准教授（災害情報論）は，一連の記者会
見の映像を見て「火山研究者が科学的に正し
い説明をしても，危険性が正しく伝わるとは限
らない。当時の研究者と放送側のやりとりを見
ると，研究者の意図を取材する側が正しく理
解できていなかった可能性がある」と指摘し，
そのうえで「これらの映像素材は，火山災害の
おそれがあるときに，科学者はメディアや住民
に対してどのようにメッセージを発信すべきか，
取材者が科学的な情報を正しく受け止めて伝
えるにはどうすべきか，サイエンス・コミュニ
ケーションの視点から研究する貴重な材料にな
り得る」としている。

 5. おわりに
2021年6月3日，大火砕流の発生からちょう

ど30年となった。放送・新聞では，当時を振
り返るニュースや記事も多く見受けられたが，
この災害そのものを知らない若い世代も増え，
記憶は薄れていく。

今回デジタル化した映像素材は，3つの点
で保存の意義があると考える。第1は，報道
関係者だけでなく，同行のタクシードライバー
や警戒にあたっていた消防団員，警察官など
も災害に巻き込まれた事実を記憶にとどめるこ
と，第2に，今後発生する火山災害に備えて，
安全管理を検討する貴重な「教科書」とするこ
と，第3に，長期間にわたる火山学者とメディ
アのサイエンス・コミュニケーションの貴重な
記録であることである。この大災害を風化させ

ないためにも，今後，素材のリスト化と内容の
精査を進め，活用を図っていきたい。

（いりえ さやか）

注：
 1） 内閣府（2007）「災害教訓の継承に関する専門調

査会報告書 1990-1995雲仙普賢岳」
  http://www.bousai .go.jp/kyoiku/kyokun/

kyoukunnokeishou/rep/1990_unzen_funka/
index.html

 2） 「避難勧告」が「避難指示」に一本化されたのは，
2021年5月からである。

 3） 前掲 注1
 4） 気象庁「主な火山災害」
  https://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/

tokyo/STOCK/kaisetsu/volsaigai/saigai.html
 5） 太田一也（2019）『雲仙普賢岳回想録』 長崎文献

社
 6） 日本放送協会（2001）『20世紀放送史（下）』
 7） 同上
 8） 前掲 注1
 9） NHK報道局映像取材センター（2004）『ニッポン

の「記憶」 NHK報道カメラマンの半世紀』 日経
BP社

 10） 前掲 注1


