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2014/6/21国際火山噴火史情報研究所研究集会プログラム

A会場：1824教室 番号 タイトル 講演者
座長：鳥井真之

10:00 A01 花粉分析による火山噴火の植生への影響
藤木利之（岡山理科大・理）・永迫俊郎（鹿
児島大・教育）・森脇　広（鹿児島大・法
文）・奥野　充（福岡大・理）

10:15 A02 姶良カルデラ周辺の沖積低地に挟在するテフラ 森脇　広（鹿児島大・法文）

10:30 A03 ６世紀中葉の榛名FPの14Cウイグルマッチング
から何がわかるか？

奥野　充・八塚槙也（福岡大・理）・及川輝
樹・下司信夫（産総研）・星野安治（奈文
研）・中村俊夫（名古屋大・年測セ）

（休憩）

座長：下司信夫
11:00 A04 カルデラ噴火予知の展望 小林哲夫（鹿児島大・理工）

12:00-13:00 （昼食）

A会場：1824教室 番号 タイトル 講演者
座長：大野希一

13:00 A05 地質学研究室における卒業研究関連データ管理
支援システムの提案

高橋伸弥（福岡大・工）・奥村　勝（福岡
大・情報処理セ）・鶴田直之（福岡大・工）

13:15 A06 ジオパークを拠点とする市民参加型の地質デー
タの収集とその応用

奥村　勝（福岡大・情報処理セ）・鶴田直之
（福岡大・工）・鳥井真之（熊本大・減災教
育セ）・奥野　充（福岡大・理）・田口幸洋
（福岡大・理）・高橋伸弥（福岡大・工）

13:30 A07 災害情報のデータベース化と減災への応用
鳥井真之・稲本義人・中條壮大・星出和裕・
山田文彦・北園芳人（熊本大・減災教育セ）

（休憩）
座長：奥村　勝

14:00 A08 薩摩硫黄島を中心としたジオパーク構想 大岩根　尚（三島村役場）

14:15 A09
島原半島ジオパークの新たな見どころ―今後の

保全と利活用についての課題―
大野希一（島原半島ジオパーク協議会）

14:30 A10
地域の防災リテラシー向上をめざす　-熊本県阿

蘇火山地域の例-
吉川美由紀（阿蘇火山博）・児玉史郎（ＮＰ
Ｏ法人阿蘇ミュージアム）

B会場：1821教室 番号 タイトル 講演者
座長：小林哲夫

13:00 B05 カルデラ噴火の前駆過程：陥没を引き起こすト
リガー

下司信夫（産総研）

13:15 B06 阿蘇-4大規模火砕噴火直前および初期噴出物の
岩石学的特徴

長谷中利昭・黒川　聖・山崎秀人（熊本大・
自然）・森　康（北九州自然史博物館）

13:30 B07 地球物理学研究による阿蘇カルデラの深部構造 大倉敬宏（京都大・理）
（休憩）

座長：宮縁育夫

14:00 B08 三宅島2000年噴火以降の地殻変動～次の噴火へ
の準備過程

松島　健・福井海世（九州大）・及川　純・
渡邉篤志（東大震研）・奥田　隆（名古屋大
学）・小澤　拓・宮城洋介・河野裕希（防災
科研）

14:15 B09 阿多・池田カルデラの前駆的活動とその時間ス
ケール

稲倉寛仁（西日本技術開発）・成尾英仁（武
岡台校）・奥野　充（福岡大）・小林哲夫
（鹿児島大・理工）

14:30 B10 幸屋火砕流の堆積機構
鈴木桂子（神戸大・理）・藤原　誠（蒜山地
質年代学研究所）

14:45 B11 フィリピン・ルソン島、湖沼群（マール湖、堰
止湖）の音波探査

原口　強（大阪市大）・山田和芳（静岡県
庁）・Raymond Patrick R. Maximo・Danikko
John V. Rivera・Robjunelieaaa B. Lim・Cathy D.
Pogay・Marie Thess D. Quilalang・Emmanuelle
D. Mitiam・Ericson Bariso（PHIVOLCS）・藤木
利之（岡山理大）・中村俊夫（名古屋大）・
奥野　充（福岡大）

（休憩）
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ポスター会場：
1826教室

番号 タイトル 講演者

15:10-15:50 P01 露頭情報収集のためのモバイルアプリケーショ
ンの開発

矢羽田優輝（福岡大・工）・奥村　勝（福岡
大・情報処理セ）

P02 島原半島ジオパークで残したい代表的な露頭と
景観

大野希一（島原半島ジオパーク協議会）

P03 開聞岳南山麓の海食崖の層序と放射性炭素年代
片平　要（日鉄鉱コンサル）・奥野　充（福
岡大・理）

P04 南九州，姶良カルデラの完新世の隆起

森脇　広（鹿児島大・法文）・奥野　充（福
岡大・理）・永迫俊郎（鹿児島大・教育）・
大平明夫（宮崎大・教育）・松島義章（神奈
川県博）

P05
Genesis of the columnar joints in Mount Mudeung
National Park, Republic of Korea

Chungwan Lim & Changyeol Lee（Chonnam
National University）

P06
阿蘇カルデラ西方の花房層に含まれる阿蘇-３〜

阿蘇-４間のテフラと鉱物

杉山芙実子・長谷中利昭（熊本大・自然）・
森　康（北九州自然史博物館）・長谷義隆
（御所浦白亜紀資料館）・冨田克敏（菊池自

P07 放射性炭素（14C）年代値の報告について
奥野　充（福岡大）・中村俊夫（名古屋
大）・及川輝樹(産総研)・苅谷愛彦（専修大）

P08 ピナツボ火山火口湖水とPuning温泉水のSr同位
体組成

芳川雅子（京都大・理）・奥野　充（福岡
大・理）・小林哲夫（鹿児島大・理工）・柴
田知之・鳥井真之（熊本大・減災教育セ）・D.
J. Rivera, E. B. Bariso (PHIVOLCS)

P09 九重火山，三俣山の熱ルミネッセンス（TL）年
代

山崎圭二・奥野　充（福岡大・理）・高島
勲（秋田大・工学資源）

P10 阿蘇‐4小谷，肥猪火砕流堆積物および直前の
高遊原溶岩に含まれる斜長石の組成

山崎秀人・黒川　聖・長谷中利昭（熊本大・
自然）・森　康（北九州自然史博物館）

P11
Trace element systematics across eastern end of Java
island, Sunda arc (Raung-Ijen-Baluran): evidence of
slab-derived components

Esti Handini,Toshiaki Hasenaka (Kumamoto Univ.),
Haryo Edi Wibowo (Hokkaido Univ.), Agung
Harijoko (Gadjah Mada Univ.), Yasushi Mori
(Kitakyushu Museum of Natural History and

P12
地質学研究室における卒業研究関連データ管理
支援システムの提案（プロトタイプシステムの
デモンストレーション）

高橋伸弥（福岡大・工）・奥村　勝（福岡
大・情報処理セ）・鶴田直之（福岡大・工）

A会場：1824教室 番号 タイトル 講演者
座長：森脇　広

16:00 A11
Tephrostratigraphy of Baegdusan and Ulleung
volcanoes using marine sediments in the Japan

Chungwan Lim（Chonnam National University）

16:15 A12 沖積層ボーリングコア得られたテフラと放射性
炭素年代による高精度編年

中西利典（福岡大・噴火史情報研）・竹村恵
二（京都大・理）

16:30 A13 桜島火山南岳成層火山体の形成時期と噴出量推
定

味喜大介（京都大・防災研）・小林哲夫（鹿
児島大・理工）

（休憩）
座長：中西利典

17:00 A14 Laschamp エクスカーションの探索：三瓶日影山
溶岩の古地磁気

林田　明・西山洋人（同志社大・理工）・沢
田順弘（島根大）・檀原　徹（京都FT）・河
野重範（栃木県博）

17:15 A15 カメルーン共和国ニオス湖周辺の火砕堆積物層
序

宮縁育夫（熊本大・教育）・小林哲夫（鹿児
島大・理工）・長谷川　健（茨城大）・金子
克哉（京都大）・Festus T. Aka（IRGM）・大
場 武（東海大）

17:30 A16 開聞岳火山の古墳時代以降の山体形成史
片平　要（日鉄鉱コンサル）・奥野　充（福
岡大・理）・小林哲夫（鹿児島大・理工）
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A01 花粉分析による火山噴火の植生への影響 

 

藤木利之（岡山理大），永迫俊郎（鹿児島大）， 

森脇 広（鹿児島大），奥野 充（福岡大） 

 

Impact on the vegetation of the volcanic eruption using pollen analysis 

 

Toshiyuki FUJIKI (Okayama Univ. of Science), Toshiro NAGASAKO (Kagoshima Univ.), Hiroshi 

MORIWAKI (Kagoshima Univ.), Mitsuru OKUNO (Fukuoka Univ.) 

 

火山噴火により生産されたテフラは，植生に何らかのインパクトを与えている。本研究ではテ

フラにより植生がどのような影響を受けたのかを復元することを試みた。 

調査地に設定した鹿児島県肝属平野の 2地点で泥炭堆積物を採取した。堆積物は，No.1コアが

384cm，No.2が 550cmあり，両堆積物から開聞 12a，開聞 6，霧島御池，桜島高峠の 4枚のテフラ

を確認することができた。さらに 14
C年代の結果は，No.1コアの 345cmで 4360±30BP，No.2コア

の 471cmで 4230±30BPであり，両堆積物とも約 5000年間の堆積物であることが解った。今回は

No.1コアの泥炭層に含まれる化石花粉の組成からテフラの植生への影響を調べた。 

その結果，樹木花粉の若干の増加と非樹木花粉の若干の減少がみられた。各分類群でみると，

コナラ属アカガシ亜属花粉の減少とシイ属花粉の増加が顕著であるが，両者はその後，降下前の

数値に戻る傾向がある。テフラ降下により一時的にコナラ属アカガシ亜属の花粉生産量に影響が

あり，相対的にシイ属の花粉が増加しただけかもしれない。非樹木花粉では分類群により増減に

ばらつきがあった。この化石花粉の増減がテフラによるものか，単に環境変化によるものかは判

断できなかった。 

今回，化石花粉の組成からテフラ

降下による植生への影響を調べたが，

肝属平野に挟在するテフラの厚さで

は植生への影響はほとんどなかった

可能性が高いと判断した。今後は分

析の間隔をさらに狭めるとともに，

絶対法による花粉分析を行い，単位

堆積あたりに堆積した化石花粉数か

らテフラ降下による植生への影響を

調査したいと考えている。 肝属平野 No.1コアの花粉変遷図 
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A02 姶良カルデラ周辺の沖積層のコアに挟在するテフラ 

 

森脇 広（鹿児島大） 

 

Tephra beds in the deposits since the last glaciation on the coastal plains around Aira Caldera,  

southern Kyushu 

 

Hiroshi MORIWAKI (Kagoshima Univ.) 

 

 姶良カルデラ周辺に広く分布する入戸火砕流台地には桜島火山を中心とした諸火山に由来する

テフラが多く存在する．こうしたテフラは最終氷期末以降の火山活動史や古環境変化の編年に重

要な対比・年代指標を提供する．ここでは，姶良カルデラ周辺に分布する臨海沖積平野を構成す

る最終氷期最盛期以降の堆積物，とりわけ海面上昇期の最終融氷期から後氷期初期にかけての海

面上昇期の堆積物に挟在するテフラの層位，産状と古環境編年的意義について報告する． 

 姶良 Tn噴火以後の最終氷期最盛期以降において，姶良カルデラ周辺には 10枚以上のテフラが

存在するが，そのうち，最終融氷期・後氷期初期の堆積物の編年には，鬼界アカホヤ火山灰(K-Ah; 

7.3 cal ka), 米丸テフラ(Yn; 8.1 cal ka) , 桜島高峠 3テフラ(Sz-Tk3; P13，10.6 cal ka)桜島薩摩テフラ

(Sz-S；12.9 cal ka)の 4枚が特に有効である．K-Ahは縄文海進がピークに達した時に降下したため，

当時の汀線は現在の臨海沖積平野をほぼ縁取るような位置にあり，沖積低地地下では汀線に近い

浅海堆積物中に介在する．Ynもほぼ海進ピーク頃の噴出物で，給源の蒲生付近では特に厚く，海

進堆積物を覆って，低地に広く分布する．年代の近い K-Ahと合わせると，縄文海進ピーク頃の

地形変化，環境変化を高精度で編年するのに有効である．Sz-Tk3は，最終融氷期の後半の海面急

上昇期(Melt water pulse 1B)に降下し，沿岸部では海成堆積物中に，内陸側では陸生堆積物中に介

在する．Sz-Sは最終融氷期前半の海面急上昇期(Melt water pulse 1A)とその後の新ドリアス期に対

応する上昇緩慢期の境界付近にあり，これを特定する上で重要なテフラである．このテフラは現

在の海岸付近では現海面下およそ 50ｍにあり，ほぼ当時の汀線付近に相当する沖積層中に介在す

る． 
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A03 ６世紀中葉の榛名 FPの 14
Cウイグルマッチングから何がわかるか？ 

 

奥野 充・八塚槙也（福岡大）・及川輝樹・下司信夫（産総研）・ 

星野安治（奈文研）・中村俊夫（名古屋大） 

 

What does mean 
14

C wiggle matching on the Haruna FP at the middle of the 6th century 

 

M. Okuno, S. Yatsuzuka (Fukuoka Univ.), T. Oikawa, N. Geshi (AIST),  

Y. Hoshino (Nara Nat. Res. Inst. Cult. Prop.) and T. Nakamura (Nagoya Univ.) 

  

 榛名火山は，6世紀に二ツ岳で２回噴火し，6世紀初頭の榛名二ツ岳渋川（Hr-FA）と 6世紀中

葉の榛名二ツ岳伊香保（Hr-FP）テフラが分布している（新井，1962；早田，1989）．両者の年代

は，考古編年から推定され，古墳時代の年代指標として利用されている（坂口，1986 など）．本

研究の試料は，榛名山東麓（36º 30’ 30.7”N, 138º 54’ 44.4”E）の Hr-FPの火砕流堆積物中の炭化樹

幹（HRFPC-1）であり，直径 25.5 cmで 29層の年輪が認められた．材組織の電子顕微鏡観察から

カバノキ属に同定されている（奥野ほか，2013）．また，樹皮直下の最外年輪には，早材部導管が

2～3個程度認められることから，晩春から初夏ごろに枯死したと考えられる．HRFPC-1から 8点

を分取し，AAA処理後，グラファイト・ターゲットを作製して名古屋大学 HVEE社製 AMSによ

り 14
C年代を測定した．得られた 14

C年代を，コンピュータープログラムOxCalv4.1.7（Bronk Ramsey, 

2009）を用いてマッチングしている．この研究では２つのデータセット IntCal09と SHCal04に対

してマッチングして比較検討した．  

 マッチング結果（2σ）は，IntCal09では cal AD 435〜452であり，Hr-FAのマッチング年代 cal AD 

485から cal AD 504（２σ）（中村ほか，2008）や考古編年（坂口，1986）と矛盾する．埼玉県行田

市の稲荷山古墳（AD 471）は，Hr-FAに覆われており，Hr-FAの上位にある Hr-FPの年代として

明らかに矛盾する．一方，SHCal04による暦年は cal AD 545〜566と得られ，これまでの考古編年

と調和的である． 

 北半球中緯度に位置する日本産樹木試料の 14
C年代は，世界標準の暦年較正データセット

IntCal04/IntCal09（Reimer et al., 2004, 2009）を用いて暦年へ較正され，上記の Hr-FAの暦年代も

IntCal04にマッチングしている．しかし，IntCal04/IntCal09と日本産の年輪試料のデータでは，中

央値で数十年から最大 100年の差がある期間がある（Sakamoto et al., 2003；中村・他，2004；尾

嵜，2009）．大気循環により局所的に 14
C濃度が変動することが知られており（Hua and Barbetti, 

2007），東アジアでは，夏季に太平洋高気圧が発達して熱帯収束帯（ITCZ）からもたらされる海

洋気団に影響され，陸上植物の 14
C濃度が低下するため，SHCal04（McCormac et al., 2004）に近



国際火山噴火史情報研究所 

第 4回研究集会講演要旨集 

- 4 - 

 

くなることが指摘されている（中村，2010）．この結果が，関東北部まで ITCZからの海洋気団の

影響を受けたことを示すとまでは言えないが，何らかの理由で北半球の暦年較正データセットの

IntCalととの地域差があることを示す．  
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A04カルデラ噴火予知の展望 

 

小林哲夫（鹿児島大） 

 

Perspectives of prediction of the caldera-forming eruption 

 

Tetsuo KOBAYASHI (Kagoshima Univ.) 

 

大規模なカルデラ噴火が発生すれば原子力発電所に深刻なダメージを与えることから，カルデ

ラ噴火の危険性を指摘する議論がマスメディアを賑わしている．その多くはカルデラ噴火は予知

できないため非常に危険だと主張しているが，本当に予知は不可能なのであるろうか？しかし数

年以内に身近な所で大規模カルデラ噴火が起こると主張する研究は皆無である．そのことはカル

デラ噴火には何らかの前兆があると薄々感じているためではなかろうか？もし噴火予知の可能性

が少しでもあるなら，それに取り組まないのは研究者としての責任を放棄していることになる． 

私はカルデラ噴火の前兆現象に関心をいだき，30年以上にわたり多くのカルデラ地域を調査し

てきた．その結果，カルデラ噴火の数千年前，あるいは数百年～数十年前，時には直前に，特異

な地学現象（噴火・地震等）が発生した事例を数多く見出してきた．現時点では，数万年～数十

万年の間隔で発生するカルデラ噴火の直前の異変を，確信をもって前兆現象と認識するのは困難

であるが，類似事例を増やし，その時系列を詳細にたどることができるようになれば，カルデラ

噴火の予知も夢ではなくなるのではなかろうか． 

今回の講演では，まず国内の鬼界カルデラ（7300年前のアカホヤ噴火）と阿蘇カルデラ（13万

年前の Aso-2 火砕流噴火）の前兆現象を紹介する．鬼界カルデラのアカホヤ噴火では，その数百

年前に大規模な山体崩壊が発生し，100 年前には流紋岩質の長浜溶岩の噴出が確認された．阿蘇

カルデラで 9万年前に発生した Aso-4 火砕流噴火と高遊原溶岩（大峰火山）の関係も類似した事

例と言える．しかし Aso-2 火砕流噴火では，その数 100 年前から異常に高温の安山岩質溶岩の噴

出が続き，最後の溶岩の噴出は Aso-2火砕流噴火の直前（1週間程度か？）であった． 

海外の類似例としては，フィリピンのピナツボ火山の 1991年噴火（安山岩質の溶岩ドームの出

現）と約 4 万年前のイロシンカルデラ形成の噴火（類質マグマの溶岩ドームの出現）があり，ア

メリカのマザマ火山（クレーターレイクカルデラ）では，約 7000年前に発生したカルデラ噴火の

数百年前から流紋岩質マグマの噴火が 4 回発生し，最後の噴火はカルデラ噴火の直前であった．

このようにカルデラ噴火の前兆現象の発生パターンには，かなりの共通性・類似性が認められる． 

 姶良カルデラについては，現在も活発な噴火活動をつづける桜島火山との成因関係を議論し，

地下深部での珪長質マグマ溜りの存在形態，カルデラ噴火への可能性等について私見を述べる． 
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A05地質学研究室における卒業研究関連データ管理支援システムの提案 

 

高橋伸弥（福岡大），奥村 勝（福岡大），鶴田直之（福岡大） 

 

Proposal of Database Management System for Graduate Study in Geology Laboratory 

Shinya TAKAHASHI (Fukuoka Univ.), Masaru OKUMURA (Fukuoka Univ.),  

Naoyuki TSURUTA (Fukuoka Univ.) 

 

火山地質学において露頭情報を軸とした研究データの収集・蓄積は研究者個人だけでなく防災

やアウトリーチの面からも非常に重要である．国際火山噴火史情報研究所では露頭情報共有の為

のウェブサイトを試験的に公開し，データベース構築の方針について検討を進めてきた．これま

でに，火山露頭情報の収集・共有のためのWebサイト「じおログ」1や，経緯度情報や任意のキー

ワード・コメントを露頭画像に一括して付与するツール「o-GIE」などの開発を行っている．これ

らのサイト及びツールはいずれも，利用者がデータに付与した任意のタグによりシステムが自動

分類を行うことでデータベース作成の省力化を目指したものである．既に，これらのツールの基

盤となる地理情報システム向けのデータベースプラットフォーム（MOMD-GIS）を用意し，本格

運用に向けての準備を進めている段階ではあるが，上記のタグによるデータベース作成手法の有

効性を検討するには，ある程度の規模の試験データが必要である．そこで本研究では，地質学研

究室における卒業研究等の関連データを対象として，実証実験を行うこととした． 

地質学研究室において，卒業研究等でまとめられる研究資料は膨大なものとなることから，そ

れらのデータの散逸を防ぎ，かつ再利用を円滑にするようなデータ管理手法の確立は重要な課題

となる．またデータの種類としても，写真や画像だけではなく各種ドキュメントファイルや測定

結果の生データなど多岐にわたる．本研究では，これらの点を考慮してシステムを構築し，実際

の運用を通して，新たな課題や必要な機能を明らかにすることを目指す． 

 現在開発中のシステムで実装されている機能は，①タグによるファイル管理機能（次ページ図

１，図２），②各種ファイル（画像ファイル及び Word/Excel/PowerPoint/PDF 他）を一括管理する

機能（図２），③直感的な操作によるタグ検索機能（図１），④位置情報との紐付け機能（図２），

となっている．また今後実装予定の機能としては，ユーザ管理機能及び各種権限の管理機能があ

る． 

 発表では，提案システムの概要を説明し，現状での課題および今後の展望を述べる．実際の動

作については，ポスターセッションでプロトタイプシステムのデモンストレーションを行う予定

としている． 

                                            
1 露頭画像共有サイト「じおログ」http://www.acrifis-ehai.fukuoka-u.ac.jp/geolog 
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図 2 ファイル一覧ページの例 

 

図 1 タグによる管理と絞り込みの例 
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A06 ジオパークを拠点とする市民参加型の地質データの収集とその応用 

 

奥村 勝（福岡大），鶴田直之（福岡大），鳥井真之（熊本大）， 

奥野 充（福岡大），田口幸洋（福岡大），高橋伸弥（福岡大） 

 

福岡大学火山噴火史研究所のデータベースグループ班では、火山露頭情報の収集、共有のため

の Webサイト「じおログ」[1]ならびに、露頭画像などを手軽に共有サイトへ投稿するためのスマ

ートフォン向けアプリケーションの開発[2]を行ってきた。これらのシステムは地質学の専門家に

留まらず、地質学やジオサイトに興味を持つ一般の市民の方の利用も視野に入れた情報収集と共

有の仕組み作りである。我々は本システムの普及に向けて、地質遺産を多数擁するジオパークの

来訪者向けにこれらの仕組みをアレンジすることにより、ジオパークを訪問する来訪者に付加価

値の高いジオパーク体験の機会を提供すると同時に、手軽に地質データの収集に協力できる仕組

みを提供することで、ジオパークにおける教育ならびに保全活動を支援する研究プロジェクトを

計画した。 

具体的には普及の進むスマートフォンなど訪問者が身近に持つ情報端末と、位置情報技術や AR

（拡張現実）技術などを活用し、訪問者を野外の地質遺産へ適切に誘導し、付加価値の高い形で

紹介するガイド機能と簡単な操作により地質データの収集に参加できる仕組みを開発する。これ

によりジオパークを拠点とする市民参加型の協力体制を緩やかに形成し地質データ収集の間口を

広げるとともに、市民とジオパーク間に双方向性のある情報伝達サイクルの確立し、両者の間に

持続的な関係を築くことを試みる。 

本研究の最終的な目標は、ジオパークを拠点とする市民参加型の協力体制を緩やかに形成し、

地質データ収集の間口を広げるとともに、市民とジオパークの間に双方向性のある情報伝達サイ

クルの確立し、両者の間に持続的な関係を築くことである。そのためには、①ジオパークにおい

て魅力ある体験を可能にする仕組み（ガイドアプリ）と、②市民の協力により地質データの収集

が簡易に行える仕組み（地質データ収集アプリ）、を新たに開発する。また、②により収集された

データの保存および、①と②を相互に連携させ市民とジオパーク間に双方向性のある情報伝達サ

イクルを実現できる仕組みを③情報連携システムとして構築する。 

本計画は、平成 26年度科学研究費補助金に採択され、本年度より本格的に研究を着手する。本

研究集会では、本計画の目的、概要、研究計画について紹介する。 

 

[1] 「じおログ」http://www.acrifis-ehai.fukuoka-u.ac.jp/geolog 

[2] 「露頭情報収集のためのモバイルアプリケーションの開発」，矢羽田優輝，奥村勝， 

      火山噴火史研究所第 4回研究集会，2014年 6月. 
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A07災害情報のデータベース化と減災への応用 

 

鳥井真之・稲本義人・中條壮大・星出和裕・山田文彦・北園芳人 

（熊本大・減災センター） 

 

Construction of Outcrop Database and its application to disaster mitigation education 

 

Masayuki TORII, Yoshito INAMOTO, Sota NAKAJO, Kazuhiro HOSHIDE, Fumihiko YAMADA 

and Yoshito KITAZONO (IRESC, Kumamoto Univ.) 

 

 近年，防災・減災を目的として消防庁や土木学会などいくつかの団体で災害情報のデータベー

ス化が進められており，そのうちいくつかはすでに運用を開始している（例えば，四国災害アー

カイブスなど）．これらを使って容易に災害に関する情報へアクセスできるようになりつつあるが，

地域住民は居住地以外の災害情報と自らの危険とを関連性付けて認識する人は少なく，危険性の

判断は自らの実体験に基づきおこなう傾向が強いという問題点がある．一般に発生間隔が人の一

生よりも長い地質災害においてはその経験を得る機会はきわめてまれである．このような状況で，

住民の防災意識を高めるためには，居住地や職場における直接的な被災の証拠を示し危険性への

本質的な理解を深めてもらうことが効果的と考えられる．しかし，これまでの災害データベース

はおもに行政資料に基づいており，行政記録が残される以前の災害についてはデータ化が手薄で

あり，地質災害については十分な情報量とは言えない状況にある． 

 地質露頭はその地域の地質的な成り立ちを垣間見せ，罹災の記録も残されていることもあり，

普段の生活では気づかない居住地の危険性を明確に示してくれる．火山灰や溶岩そして火砕流堆

積物などの存在はその地点における火山災害の明確な指標となり，活断層や噴砂は地震災害の証

拠である．同様に崩壊堆積物，土石流堆積物，洪水堆積物などの堆積物はそれぞれの災害の明確

な直接証拠である．しかし，そのような地質を観察できる露頭は普遍的に存在するわけではない．

そこで地方自治体が管理する法面に焦点を当てその工事の段階で取得された写真や地質情報など

を位置情報にもとづいて集積整理し，その中から災害情報の抽出が出来るシステムの開発を進め

ている．これにより得られた被災の証拠をWebGISによりハザードマップなどと連携させること

で，より効果的な減災・防災教育が期待できる． 
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A08薩摩硫黄島を中心としたジオパーク構想 

 

大岩根 尚 （三島村役場） 

 

Approach of Mishima-mura Village centered on Satsuma Iwo-jima Island to be a member of Japanese 

Geopark Network 

Hisashi OIWANE (Mishima-mura Village) 

 

鹿児島県三島村は、３つの島で１つの自治体をなしており、かつ役場が島外にあるという特殊

な行政条件を持つ自治体である。本村も多くの離島と同様に過疎化に悩んでおり、観光地化によ

る交流・定住人口増加を目指している。本村は、活火山である薩摩硫黄島をはじめとする特異な

自然・歴史・文化的背景をもっているために多分野にわたる学術研究の対象となっており、毎年

多くの研究者が訪れている。そこで本村では、特殊な自然条件と盛んな学術研究を活かしてジオ

パーク認定を目指している。村の総人口は 370 人程度であるため、認定されれば世界最小人数の

ジオパークとなると期待されている。本公演では、本村がジオパーク認定のために解決すべき課

題である（１）離島であるために移動時間が長い、自由に往来できない等の制約がある、（２）過

疎のため実働人数が少ない、ことについての解決の取り組みを紹介する。 

（１） 離島 

離島であることの解決策として、船内セミナーを行い、乗船自体を楽しみとするよう試みてい

る。各島へ行くために鹿児島市内で乗船すると到着は 3時間から 5時間後になる。この時間を利

用し、出港直後から見える霧島、桜島、開聞岳、そして薩摩硫黄島といった一連の火山フロント

の説明や、霧島、桜島のジオパークの紹介、そして現在三島村で進行中の学術研究の解説を行っ

ている。これらは、船内時間の有効活用となる点、島に到着する前に情報を得ることができる点、

そして普段観光客が触れることのない学術的な話題を提供する点において非常に高い評価を得て

いる。 

（２）過疎 

過疎地のため実働人口が少ないことに対しては、島外から協力者を募ることで解決を図っている。

協力者としては、まずは大学等の研究者が挙げられる。研究者に対して島内の宿や移動に関する

手配、サンプリングの補助をする代わりに、研究内容や進捗を教えていただいたり、発表スライ

ドの提供をうけ一般向けツアーの資料としたり、ということを行っている。一方で、花火師、山

岳ガイド、シーカヤックのガイド等の特殊技能を持つ方々に協力を頂き、硫黄岳登山ツアーやシ

ーカヤックのツアー、硫黄岳の硫黄を使って花火を作るツアーなど、ジオに関連した他ではでき

ない独自のツアー構築を行っている。 
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A09島原半島ジオパークの新たな見どころ 

―今後の保全と利活用についての課題― 

 

大野希一（島原半島ジオパーク協議会） 

 

New Geosites in Unzen Volcanic Area Global Geopark 

– Problems of their conservation and utilization - 

 

Marekazu OHNO (Unzen Volcanic Area Geopark Promotion Office) 

 

2014年 5月 2日、国土交通省雲仙復興事務所が「雲仙岳砂防指定地利活用に関する基本的考え

方について」という文書を公表した。この文書は、入域が規制されている水無川上流域および中

尾川上流域を含む、雲仙岳周辺の砂防指定地全域の利活用の方針を示したもので、国土交通省雲

仙復興事務所と、島原半島ジオパーク推進連絡協議会、島原市、南島原市、長崎県島原振興局が

行ってきた砂防指定地の利活用の在り方に関する議論の結論をまとめたものである。 

砂防指定地の利活用は新たなジオサイトの創出につながるため、島原半島ジオパークにとって

非常に大きな意味を持つ。しかしこの砂防指定地内には、その利活用に際して細心の注意を払わ

なければならないいくつかのジオサイトが含まれている。具体的には、1991年 6月 3日火砕流の

被災地「定点」と、当時の消防団員の詰所となっていた北上木場農業研修所跡地周辺である。 

砂防指定地内におけるジオサイトの見学にあたり、国土交通省雲仙復興事務所は、①雲仙岳砂

防指定地の利活用は、原則として「自己責任」とする、②砂防指定地内のジオサイトの見学を希

望する場合は、島原半島ジオパーク協議会が窓口となる、③砂防指定地内のジオサイトの説明は

島原半島ジオパーク協議会が行う、④入域に際してはヘルメットを着用し、専門の引率者やガイ

ドの随行を原則とする、等の制約を設けている。しかし、現地に不慣れな不特定多数の訪問客を

砂防指定地内に入域させることを考慮した場合、これらの制約だけでは明らかに不十分である。 

国土交通省による文書の公表を受け、島原半島ジオパーク協議会は、砂防指定地への入域目的

や一度に入域させる訪問者の数の上限、入域申請の具体的な方法や顧客及び案内者の安全管理体

制なども含めた独自のガイドラインを作成した。そしてそれを地域住民の代表者に共有した。ま

た同時に、砂防指定地内においてジオパークの認定ガイドの現地研修を実施し、被災地を含む砂

防指定地内でどのような説明をなすべきかをガイド同士が議論する場を提供している。 

被災地の健全な利活用がうまくいけば、東日本大震災の被災地に大きな影響を与えうる。既に旅

行会社から、砂防指定地への入域を含むツアー造成の打診も来ている。今後、どのようにして砂

防指定地内に訪問客を招き入れればよいのか。利用者及び案内者の在り方が問われる。 
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A10 地域の防災リテラシー向上をめざす 

―熊本県阿蘇火山地域の例― 

 

吉川美由紀（阿蘇火山博），児玉史郎（(NPO)阿蘇ミュージアム） 

 

COLLABORATING EDUCATIONAL PROJECT for DISASTER PREVENTION 

between elementary schools and the Aso volcano museum 

in the Aso volcanic areas, Japan 

 

Miyuki YOSHIKAWA (Aso Volcano Museum), Shiro KODAMA (AMUSE) 

 

熊本県阿蘇地域の児童が、防災・科学リテラシーを向上できる小学校６年生理科の単元「土地

のつくりと変化」の学習指導計画・学習指導案作りと実践および活用できる教材（資料）づくり

が、本研究の目的である。阿蘇火山地域は、昨年7 月には未曾有の豪雨災害（水害）に見舞われ

た。特殊な地質構造をもつ阿蘇においては、有史以来、噴火はもとより水害が頻繁に発生してい

る。災害の発生に伴いハード対策は重要だが、市民の災害への知識に基づく能動的な行動・避難

も大変重要になる。 

我々は、2005 年以降、社会貢献と市民の防災（および科学）リテラシー向上を目的として、毎

年２、３の小学校と学校毎の特色をテーマにした総合学習活動を実施してきた。その結果「地域

の特色を地球科学的な視点でより多く理解し、郷土を誇れる」「郷土の特色を論理的に理解し、

災害などの緊急時に情報が処理でき、目的に応じて能動的に思考・行動できる」人材育成ができ

たとの評価を得た。ただ、総合学習ででは、活動展開範囲に限界がある。従って、より多くの小

学校に適用できるよう「理科」の単元学習で人材育成ができることを期待し、開発し実践した。 

実践後は、協力校の教員および児童にアンケート調査を実施した。一般的に「土地のつくりと変

化」は、児童にとって苦手分野に位置づけられている。「防災を意識した」と回答した児童は少

なかったが、それに対して多数の「理解」「楽しい」と回答を得たのは、意外な結果であり、苦

手とされる地学分野を能動的に学習したい、という欲求につながると考えられる。「自発的な行

動」が重要項目の１つと考えられる「防災」において、今回の事業はある程度の成果は得られた、

と考えられる。今年度は、本活動をより多くの学校に普及することと共に、教員より要望のあっ

た授業で活用できる資料作成を目指している。  ※本研究は、科学技術振興機構のサイエンス

パートナーシッププロジェクトの助成活動です。 
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B05 カルデラ噴火の前駆過程：陥没を引き起こすトリガー 

 

下司信夫（産総研） 

 

Precursory process for caldera eruption: trigger for collapse 

 

Nobuo GESHI (Geological Survey of Japan, AIST) 

 

大規模火砕流（ignimbrite）を噴出するような巨大噴火は、陥没カルデラの形成を伴うことがふ

つうである．急速なマグマの噴出による急激なマグマ溜まりの減圧は，マグマ溜まりの天井の崩

壊，すなわちカルデラの陥没を引き起こす．カルデラの陥没は，マグマ溜まりへのカルデラブロ

ックの沈降と，環状断層に沿うリングダイクの形成により，大量のマグマの噴出を促進する．多

くのカルデラ形成噴火でみられる，大規模火砕流の直下に存在する降下軽石や，より小規模な火

砕流堆積物の存在は，陥没開始に先立ち多量のマグマが短時間のうちに噴出したことを示唆する．

たとえば，姶良カルデラから 29ka に発生した AT 噴火 では，入戸火砕流堆積物の直下に陥没に

先行して噴出した大隅降下軽石が存在する．カルデラ陥没に先立つ前駆噴火の噴出量は，同じ火

山における顕著な陥没を起こさなかった最大噴火の噴出量を上回る．このような関係は，噴出量

の推定が比較的精度良く行われている他のカルデラなどでも認められる．陥没開始までの噴出量

はカルデラのサイズ（径）と正相関があり，大型のカルデラほど前駆噴火の噴出量は大きい． 

陥没カルデラ形成に必要な噴出量を，ピストンシリンダー型モデルを用いて推定した．マグマ

溜まりの減圧量は，マグマ溜まりの総体積に対するマグマ噴出量の比（噴出比）とマグマの体積

弾性率にコントロールされる(Kumagai et al.2001 Science)．環状断層の径が大きいほど，すなわち

大型のカルデラほど陥没開始までの噴出比は小さくなるため，より大量の火砕流を陥没開始後に

噴出し得る．また陥没開始までの噴出量を噴出比で割ると，それぞれの火山の陥没前のマグマ溜

まりの体積が求められる．環状断層の直径が約 15km，マグマ溜まり天井の深さが約 6km と考え

られる姶良カルデラの場合，噴火開始前のマグマ溜まりの体積は約 600 立方 km であったと推測

され，陥没開始までにその約 8%が大隅降下軽石として噴出したと推測される． このような巨大

なマグマ溜まりは，十分な長時間をかけて蓄積されると考えられる．したがって，カルデラ火山

からの巨大火砕流噴火の発生メカニズムの理解には，なぜ特定のイベントでだけマグマ溜まりの

崩壊を引き起こすに十分な前駆噴火が発生しうるのかを理解しなければならないだろう． 
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B06阿蘇-4大規模火砕噴火直前および初期噴出物の岩石学的特徴 

 

長谷中利昭，黒川 聖，山崎秀人（熊本大，自然），森 康（北九州自然史博） 

 

Petrological characteristics of pre- and early stage Aso-4 pyroclastic products 

 

Toshiaki HASENAKA , Kiyoshi KUROKAWA, Hideto YAMASAKI (Kumamoto Univ.), Yasushi 

MORI (Kitakyushu Natural Sci. & History) 

 

 大規模なカルデラ形成噴火に至るまでにマグマ供給系にどのような変化が起こったかを知る

ことは，将来起こりうるカルデラ噴火のプロセスを理解する上で重要である．阿蘇-4火砕噴火に

おいて大規模噴火の前駆噴火からカルデラ形成噴火に至るまでのマグマの組成変化，鉱物組成変

化について現在までに分かっていることをまとめた． 

（１）阿蘇-3〜阿蘇-4火砕噴火の間に，カルデラ西部に存在した湖に花房層が堆積した．花房層

上部には，新鮮な発泡ガラス，両輝石，斜長石を含み，角閃石を欠く給源不明のテフラ，新鮮な

斜長石，角閃石，両輝石結晶を含むシルト層，凝灰岩層，下位より多くの角閃石を含むシルト層

が見られ，その上に阿蘇-4火砕流堆積物が乗る．テフラに含まれる火山ガラスは阿蘇-3，阿蘇-4

テフラに含まれるガラスと同じ組成トレンドを示す（杉山ら，2014，本研究会講演要旨参照）． 

（２）カルデラ東方の竹田市荻町野鹿において阿多テフラ（10.5万年前）〜阿蘇-4火砕流堆積物間

のテフラ（阿蘇3/4）と土壌が連続して観察される．金子ら（2006）は阿蘇-3テフラ→阿蘇3/4テフ

ラ→阿蘇-4テフラのガラス組成が連続的にK2O減少，H2O増加，温度低下（1000℃→ 900℃）をす

ることを示した．給源が不明の阿蘇3/4テフラの軽石には角閃石は含まれない． 

（３）カルデラ縁から西方5kmに大峰火砕丘が噴出し，そこから高遊原溶岩が流出した．岩石の

K-Ar年代は誤差の範囲で阿蘇-4テフラと同じであり，溶岩の上に土壌をはさまずに阿蘇-4テフラ

が乗っているので，直前のイベントだと思われる．大峰スコリア（62-66 SiO2 wt. %），高遊原溶

岩の全岩組成トレンド（63-66 SiO2）は，阿蘇-4テフラの全岩組成トレンドと異なり，異なる親マ

グマ，異なる物理化学条件で結晶分化作用が起こったと考えられる．斑晶鉱物組合せは斜長石，

単斜輝石，斜方輝石，不透明鉱物で，微斑晶に角閃石を含む．斜長石斑晶は An50-An60 のユニモ

ータ ルな組成分布を持つ．マフィックマグマの混合を示す岩石学的特徴は認められない． 

（４）阿蘇-4火砕噴火の初期ステージの小谷火砕流サブユニット（Watanabe, 1978）は主にカルデ

ラ南方に分布する．軽石の全岩組成は67-69 SiO2 wt. %で，上述のように直前流出の高遊原溶岩よ
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りSiO2 に富み，組成トレンドは異なる．斑晶鉱物組合せは斜長石，単斜輝石，斜方輝石，不透明

鉱物に角閃石が加わる．斜長石斑晶は An37-An56 の広い組成 て ，２つの  ークを持って

いるが，どちらもコアーリムに組成の違いは見られない．斜方輝石斑晶のMg#は高遊原溶岩 74-75 

に対して，小谷軽石 73-74，単斜輝石，普通角閃石についても Mg#の違いはわずかである（山崎

ら，2014，本研究会講演要旨参照）． 

 以上，概観したように，阿蘇-4火砕噴火に至るまでに，マグマ供給系全体の温度低下トレンド，

角閃石の出現が観察されている．カルデラ噴火にマフィックマグマの関与があったことが，しば

しば報告されているが，噴火直前にマグマ混合を示すような岩石学的証拠は得られていない．角

閃石を含まない給源不明のテフラがカルデラの東にも西にも見つかっているが，それらのマグマ

が，阿蘇-4のマグマ供給系とどのような関係があるのかは今後の課題である． 
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B07 地球物理学研究による阿蘇カルデラの深部構造 

 

大倉敬宏（京都大・理・火山研究センター） 

 

はじめに 

阿蘇火山は、約 27万年前から 4度の大規模火砕流噴火を経て、南北約 25km東西約 17kmの世

界最大級のカルデラを有する火山となっている。最新の大規模噴火から約 9万年が経過した現在、

次の大規模噴火の準備がどの程度進んでいるかを調べることは重要である。本講演では、水準測

量、GPS観測、地震波形解析などにより明らかになりつつある、阿蘇カルデラの深部構造につい

て紹介する。 

阿蘇カルデラ周辺の地殻変動 

阿蘇カルデラ周辺は，九州地方において最もひずみ速度の大きい地域の一つである。国土地理

院による GPS観測では，1999年から 2008年の間に 5×10
-6の東西圧縮が検出されている（国土地

理院，2008，地震予知連絡会報）。また，阿蘇カルデラは 1997年以降 2003年まで全体として沈降

していたことも明らかになっている (村上・小沢，2004，地震２)。これらの変動や 2004年から

2008年にかけてのカルデラ内の沈降は，中央火口丘下の深さ約 6km（浅部）と約 16km（深部）

に存在する二つの変動源における収縮に引き起こされている（大倉・及川，2008など）。一方，

2003年には，カルデラ中央部が盛り上がる地殻変動が生じ，この変動は深部変動源での増圧の結

果であると考えられている（国土地理院，2004，火山噴火予知連絡会報）。 

阿蘇カルデラの地震波速度構造 

 阿蘇カルデラの地下 10km までの地震波速度構造が地震波トモグラフィー法により明らかにさ

れている(Sudo and Kong, 2001, Bull. Volcanol.)。この研究では、前述の浅部変動源に対応する、中

央火口丘西部の草千里の深さ約 6km に低速度領域が見出されており、この位置にマグマ溜まりが

存在すると考えられている。 

10km以深の S波速度構造は、レシーバー関数解析により明らかになってきている（Abe et al., 

2010など）。その結果、阿蘇カルデラ中央部の深さ 9-16km付近に地震波低速度領域（S波速度が

2.5km/s）が存在する。この領域は前述の深部地殻変動源および深部低周波地震発生域の直上に位

置しており、この領域に何らかの流体が蓄積されている可能性が高い。ただし、この低速度領域

に含まれている流体がすべてメルトであると仮定しても、その体積は最大で約 20km
3であり、浅

部マグマ溜まり内のメルトと合わせても、前回の大規模火砕流噴火で放出されたマグマのおよそ

10分の 1が蓄積されているにすぎない。しかし、次期大規模噴火にむけて、これらの領域にどの

ようにマグマが蓄積されていくか、注視すべきであると我々は考えている。 
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B08 三宅島 2000年噴火以降の地殻変動～次の噴火への準備過程 

 

松島 健・福井海世（九州大学）・及川 純・渡邉篤志（東大・地震研）・ 

奥田 隆（名古屋大学）・小澤 拓・宮城洋介・河野裕希（防災科学技術研究所） 

 

三宅島火山は 2000年の噴火以降山体の収縮が続いていたが，2006年ごろから山体深部の膨張

を示す地殻変動が継続 していることが報告されており(気象庁, 2013)現在は次の噴火に向けた準

備過程にあると考えられる．しかし地殻変動観測点は限られており，2000年の噴火以降の正確な

マグマ蓄積モデルは得られていない. 

本研究では 2011年より三宅島島内で毎年夏季に稠密なくりかえし GPS観測を実施している．

空間分解能の向上のため毎年新しい観測点を増築しており，2013年にはこれまで観測点のなかっ

た山頂火口の縁に 2点新設した．2013年現在で 21点の観測網を展開している. 

この観測データと諸機関でこれまで独自に解析されてきた定常 GPS観測データを集約・統合処

理を行うことで 2011年 9月~2013年 9月の 2年間の島内の精密な地殻変動を測定した．その結果，

島の南部には膨張，山頂部には収縮の傾向が見られた.また，圧力源モデルの推定から，火口直下

浅部(海面下 0.3km) のシル状収縮源，島南部の深さ 4~7kmのダイク状の膨張源，および深部 (海

面下 13km) の球状膨張源が確認された．従来から推定されていた深部球状膨張源のみでは，この

期間の観測結果を説明することができない．深部の球状膨張源から新たにダイク状の膨張源にマ

グマの供給が始まったと考えられる．今後は，特に南部の観測網をより密にして詳細な地殻変動

を把握し，膨張源の監視を行っていく必要がある． 

本研究は，東京大学地震研究所共同研究プログラムの援助を受けた。国土地理院、気象庁、海

上保安庁、防災科学技術研究所の GPSデータを使用した。基線解析には、高須知二氏が開発した

GNSS解析ソフトウェア. RTKLIB を使用した。 気象研究所から火山用地殻活動解析支援ソフト

ウェアMaGCAP-Vを使用した。 図の作成には GMT（Wessel and Smith, 1998）を使用した。ここ

に記して感謝する。 
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最適モデル 

1. 浅部シル（収縮） 

深さ :0.3km 

縦横：1.5×1km 

収縮量：0.4m 

体積：-5.6×105m3 

2．ダイク（膨張） 

上面深さ :4km 

走向:120度 

縦横：6.7×5km 

傾斜:50度 

開口量:0.4m 

体積：+1.3×107m3 

3．深部球状（膨張） 

深さ:-13km 

体積:1.4×107m3 
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B09阿多・池田カルデラの前駆的活動とその時間スケール 

 

稲倉寛仁（西日本技術開発），成尾英仁（武岡台校）， 

奥野 充（福岡大），小林哲夫（鹿児島大） 

 

Precursor activity of Ata and Ikeda caldera and their timescale 

 

Hirohito INAKURA (WEST JEC), Hidehito NARUO (Takeoka-dai High), 

Mitsuru OKUNO (Fukuoka Univ.), and Tetsuo KOBAYASHI (Kagoshima Univ.) 

 

カルデラ噴火の前駆的活動やその時間スケールは、火山学者のみならず社会においても急速に

興味を引くものとなっている。カルデラ噴火の前には長期に及ぶ休止期間が存在すると思われが

ちであったが、最近の研究では、噴火直前までに様々な現象が発生していることが分かってきて

いる。ここでは南九州南端の規模の異なる阿多・池田の２つのカルデラを取り上げ、その前駆的

活動とその時間スケールについて考察を行なった。 

阿多カルデラは鹿児島湾南部の海底に位置し、約 105 ka（町田・新井，2011）に VEI=7クラス

の巨大噴火を引き起こした。カルデラ南西部には、玄武岩質成層火山である大野岳が位置し、そ

の山麓では大野岳のテフラが阿多火砕流堆積物に覆われているのが確認される。両者の間には顕

著な土壌の発達は見られないものの、大野岳噴出物の最上部には崖錐堆積物があることから、カ

ルデラ形成の数 100年～1000年前まで大野岳が活動していたことが推定される。このことは測定

誤差が大きいものの K-Ar 年代測定結果（0.13±0.06Ma；稲倉ほか，2012）からも支持される。大

野岳の活動期間を示唆するテフラの露頭は確認できないが、その山体規模から同地域にある開聞

岳をもとに、最長でも 2000年程度と考えられる。 

 一方、池田カルデラは薩摩半島南端に位置し、64 cal ka BP（奥野，2002）に VEI=6クラスの大

規模噴火を引き起こした。カルデラ南縁には、デイサイト質の仙田溶岩が分布し、そのいくつか

の露頭では池田火砕堆積物に直接覆われるが、両者の間に顕著な土壌が存在する場合もある。仙

田溶岩は、池田カルデラの軽石と同じ斑晶組合せで、かつ全岩化学組成もほぼ同じである。また

カルデラ周辺に分布する岩本火山灰は、池田カルデラ近傍で層厚を増し、仙田溶岩と同様に角閃

石を含むことから、同溶岩の噴出に伴うテフラの可能性が高い。テフラの噴出年代は、層位関係

から約 20 kaと推定される。  

以上のようなカルデラ形成前における玄武岩質マグマの活動（1000年以内）や噴火間隔は長い

が類似したマグマの噴出事例は、他のカルデラ噴火でも見いだされており、カルデラの前駆的活

動やその時間スケールを考える上で重要な制約条件になることが期待される。 
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B10幸屋火砕流の堆積機構 

鈴木桂子（神戸大・理）・藤原 誠（蒜山地質年代学研究所） 

Emplacement mechanism of Koya low-aspect ratio ignimbrite 

Keiko SUZUKI-KAMATA (Kobe Univ), Makoto FUJIHARA (Hiruzen Inst. Geol. Chronol.) 

 

幸屋火砕流堆積物は，九州南方の鬼界カルデラを給原とし，九州島南部地域のほか，種子島・

屋久島などに広くに分布する拡散型火砕流(low-aspect ratio ignimbrite; Walker et al., 1982)である。幸

屋火砕流堆積物は，給源近傍の薩摩硫黄島や竹島では，最大 20mの層厚で堆積し，竹島では，フ

ローユニット境界が一箇所認められる。薩摩硫黄島では粗粒岩片に富んだラグブレッチャーが分

布する。屋久島の低標高地では，２〜５mとやや厚く堆積しているが，標高 1934m付近の中央山

岳部では 0.5〜1m と薄く堆積し，堆積物の下部に弱い成層構造が認められる場合がある。幸屋火

砕流は，屋久島の他，口永良部島，種子島，九州島南部にも広く堆積しているが，いずれも層厚

１m 以内で，地形に左右されず，薄く連続的に広く堆積しており，いずれの分布地においても，

単一のフローユニットの産状を呈している。幸屋火砕流堆積物は，多量の細粒火山灰・結晶片，

発泡度の良い軽石，外来岩片からなり，分級は悪い。軽石の発泡組織は繊維状のものが多いが，

しばしば極めてよく発泡したスポンジ状の軽石が含まれる。基質は結晶片やガラス片，少量の石

質岩片からなる。非溶結堆積物で，炭化木片を多く含む地域がある。基底部には数 cm程度の ground 

layerが分布することが多く，火砕流堆積物の中には segregation pipeが発達している。 

 一連の鬼界アカホヤ噴火に含まれる火山ガラス片の化学組成は，SiO2＝75 wt%前後の高 SiO2ガ

ラスと SiO2＝65 wt%付近の低 SiO2ガラスの２種類からなり，苦鉄質マグマが混入した可能性を示

している。初期の降下軽石層，船倉火砕流堆積物を構成する火山ガラス片は，SiO2=75wt%前後の

高 SiO2ガラスのみからなるが，幸屋火砕流堆積物では，堆積物の上方に向かって SiO2=65wt%前

後の低 SiO2ガラスの混入が確認される。珪長質ガラスと苦鉄質ガラスの量比に基づいて幸屋火砕

流堆積物内部での垂直変化を求め，各地域の幸屋火砕流堆積物の対比を行ったところ，大隅・薩

摩半島に分布する幸屋火砕流堆積物の火山ガラスの化学組成は下位で SiO2=75wt%前後の珪長質

ガラスに富み，上位に向かって SiO2=65wt%前後の苦鉄質ガラスが増加する傾向が認められ，噴火

の初期の噴出物が鬼界カルデラ北方の大隅・薩摩半島に到達し，堆積したことが推定された。幸

屋火砕流堆積物のフローユニット内の途中から低シリカ火山ガラスが混入することから，降下軽

石をもたらしたプリニー式噴火の後，火道拡大により幸屋火砕流が発生し，火砕流発生中に低 SiO2

マグマが高 SiO2マグマに混合して放出されるようになったと考えられる。幸屋火砕流堆積物のガ

ラス化学組成の垂直変化は，流れから徐々に堆積物を落として累積的に堆積する progressive 

aggradationの堆積機構であったことを示す。 
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B11 フィリピン・ルソン島、湖沼群（マール湖、堰止湖）の音波探査 

 

原口 強（大阪市大）・山田和芳（静岡県庁）・Raymond Patrick R. Maximo・ 

Danikko John V. Rivera・Robjunelieaaa B. Lim・Cathy D. Pogay・ 

Marie Thess D. Quilalang・Emmanuelle D. Mitiam・Ericson Bariso（PHIVOLCS）・ 

藤木利之（岡山理大）・中村俊夫（名古屋大）・奥野 充（福岡大） 

 

Seismic prospecting at the maar and natural dam lakes in Luzon Island, Philippines 

 

T. Haraguchi (Osaka City Univ.), K. Yamada (Shizuoka Prefecture Office),  

R.P.R. Maximo, D.J.V. Rivera, R.B. Lim, C.D. Pogay, M.T.D. Quilalang,  

E.D. Mitiam, E. Bariso (PHIVOLCS), T. FUJIKI (Okayama Univ. Sci.),  

T. Nakamura (Nagoya Univ.) and M. OKUNO (Fukuoka Univ.) 

 

フィリピン・ルソン島（図１）、マニラ首都圏の南南東約 50 kmのサンパブロ付近には 10箇所

のマール湖（図２）が集中し、さらに南東部のレガスピ市から北西約 40 kmのイリガ火山東麓に

は山体崩壊に伴う堰止湖などが分布している。こうした湖沼には、その形成以降の古環境変遷が

地層中に記録されていることが期待される。今回これらの湖沼をターゲットとし、湖底堆積物中

からテフラを検出し、その給源と年代を特定することで周辺火山の噴火史を解読することが計画

された。解読には代表コアが必要で、そのコアリング計画では湖沼群の基礎データ（湖底地形、

水深、地層構造等）は必須となる。 

このような背景から、サンパブロ付近で 8箇所（①Sanpaloc湖、② Bunot湖、③Mohicap湖、

④Palacpakin湖、⑤Calibato湖、⑥Gunao湖、⑦Ticab湖、⑧Alligator湖）、南東部のイリガ火山付

近で３箇所（⑨Bato湖、⑩Danao湖、⑪Buhi湖）、合計 11湖沼を対象に 2014年 2～3月に、音波

探査を実施した。表層部を高分解能で探査することを優先させ、卓越周波数 10kHzの探査器（Strata 

Box）を用い、現地で調達したボート等（図 3）にそれぞれ艤装した。ナビゲーションは、カシミ

ール 3D を用いて数値地形データ SRTM から作成した地形図を背景図とし、GPS で船の位置を 1

秒毎に表示させながら実施した。測線はマール湖では湖の中央を通る直交 2 断面、堰止湖では極

力全域をカバーできるように実施した。 

その結果、Calibato湖（図 4）では最大水深 129mに達する湖底地形や地層の反射断面が得られ

るなど、全ての湖沼で代表断面地形と地層の反射断面および大まかな湖底地形が明らかとなった。

発表では湖沼ごとにその結果の概要を紹介する。今後、筆者らはこれらのデータを基に、プライ

オリティを決めてコアリングを行う予定である。 
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図 1 調査地域 

Fig. 1 Locality of investigation area  

 

図 2 サンパブロ付近のマール湖群 

Fig. 2  Map showing maar lakes around San Pablo
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図 3 竹製ボートによる音波探査（Mohicap湖） 

Fig. 3  Sonic prospecting at the Mohicap lake using a bamboo boat 

 

 

図 4  Calibato湖の代表断面 

Fig. 4  Representative profile of Lake Calibato 
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P01露頭情報収集のためのモバイルアプリケーションの開発 

 

矢羽田優輝（福岡大），奥村 勝（福岡大） 

 

Development of Mobile Application for Collecting Outcrop Information 

 

Yuki YAHATA (Fukuoka Univ. ), Masaru OKUMURA (Fukuoka Univ.) 

 

 露頭情報とは “露頭” と呼ばれる身の回りにある地表が露出している部分から得られる情報の

ことである。この露頭情報は、地質学的には重要であるにも関わらず、建築や土地の開発等によ

り常に失われつつある。そこで露頭情報を収集・公開するためのデータベース『じおログ』

( http://www.acrifis-ehai.fukuoka-u.ac.jp/geolog )を構築した。この公開データベースへの情報の登録

はWebブラウザを用いて行う必要がある。本研究ではWebブラウザを用いることなく、スマート

フォンから直接露頭情報の登録が行えるモバイルアプリケーションの開発を行った。異なる利用

者を想定して 1) 簡単画像投稿カメラ(EasyCam)、 2) 野帳アプリ の２種類を開発した。 

 簡単画像投稿カメラの特徴は、複雑な手順を踏むことなく露頭情報の収集を支援するツールで

ある。Android端末で露頭写真などを撮影し、撮影した画像に対してタイトル、カテゴリ、コメン

ト等を付与して『じおログ』に即座に投稿できる。この手順はデータの入力を除いて最小タップ

数が４回となっており、手順が簡単であることから露頭情報の収集について、特別な知識を持た

ない人も利用が可能になると考えている。 

 野帳アプリの特徴は、簡単画像投稿カメラとは異なり、複数の撮影データを端末上に保存し、

後から閲覧あるいは投稿が行えるという点である。簡単画像投稿カメラと同様に、Android端末で

露頭写真を撮影し、撮影した画像に対してタイトル、カテゴリ、コメント

等を付与して端末内部のデータベースに登録する。登録された画像を後か

ら閲覧・編集、または『じおログ』に投稿できる。簡単画像投稿カメラに

はない複数データの保存、閲覧や編集が可能となるため、露頭情報の収集

を行う研究者の方の負担を軽減することができると考えている。 

 今回は２種類の Android アプリケーションを開発し、『じおログ』にデ

ータを投稿できることを確認した。しかし、開発したというところで留ま

っており、これらのアプリケーションの有用性を検証できていない。今後

は、これらのアプリケーションの有用性の検証を行うとともに、改善を行

いたいと考えている。また、研究集会当日はこれらのアプリケーションの

デモを行う予定である。 

図 1 簡単画像投稿カメラの画面例 

http://www.acrifis-ehai.fukuoka-u.ac.jp/geolog
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P02島原半島ジオパークで残したい代表的な露頭と景観 

 

大野希一（島原半島ジオパーク協議会） 

 

Representative outcrops and landscapes which should conserve in Unzen Volcanic Area Global 

Geopark 

 

Marekazu OHNO (Unzen Volcanic Area Geopark Promotion Office) 

 

ジオパーク内にある露頭や景観はそのジオパークのみどころそのものであり、一般の人がジオ

パークを楽しむ上で必要不可欠な要素である。ジオパークが持続可能であるためには、それらが

適切な方法で保全され、かつ持続可能な方法で利用されなければならない。 

露頭や景観の“重要度”はどのようにして図るか。ジオパーク的な視点で捉えれば、学術的価値

が高いほど、かつ利用頻度が高いものほど重要である。言い換えれば、一般の人が見てもその学

術的価値が伝わりやすいものほど重要度が高い、と言えよう。そこで今回のポスターでは、島原

半島ジオパーク内にある露頭および景観のうち、「学術的価値が高くかつ利用頻度も高い」ものを

いくつか紹介し、その学術価値をどう一般の人に発信しているのかを示す。なお、当日は以下に

加えて焼山や垂木台地森林公園なども紹介する予定である。 

１：早崎海岸 

島原半島で最も古い火山岩が見られる場所。火山灰層、スパター、溶岩流の一連の層序から、

島原半島が誕生したときの噴火現象が具体的に復元できる。 

２：両子岩
ふたごいわ

 

安山岩のレキを多量に含む土石流堆積物（口之津層群南串山層）が浸食されてできた岩塔。か

つて 2つの岩塔があったことが呼び名の由来。波浪等により、一つは大正時代に倒れてしまった。 

３：龍石海岸 

雲仙火山の最初期の噴出物が見られる場所。2013 年 10 月、強い台風の影響を受けて露頭の一

部が倒壊。雲仙国立公園等、自然公園の範囲外にあるため、その保全が課題となっている。 

４：原城跡 

1637-38年に勃発した「島原天草一揆」の最終激戦地であり、高い歴史的価値を有する。ここに

は非溶結の Aso-4火砕流堆積物が見られる。 

５：千々石断層 

活火山を断ち切る活断層。断層の動きによって雲仙火山のすそ野が切られ、ずれてしまっている

様子が、景色の中に見えている。 
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P03 開聞岳南山麓の海食崖の層序と放射性炭素年代 

 

片平 要（日鉄鉱コンサルタント） 

奥野 充（福岡大・理，国際火山噴火史情報研究所） 

 

Volcanic Stratigraphy and Radiocarbon Dates of Sea Cliff  

along the Southern Foot of Kaimondake Volcano 

 

Kaname Katahira（Nittetsu Mining Consultants Co.,Ltd）， 

Mitsuru Okuno（Faculty of Science: also ACRIFIS-EHAI, Fukuoka University） 

 

開聞岳火山は，阿多カルデラ（Matumoto，1943）の西半分をなす指宿火山地域の南西部に位置

する（宇井，1967）．指宿火山地域では，約 10.5万年前から 11万年前（町田・新井，2003）に鹿

児島湾南部にある阿多カルデラの噴火以降，約 5700年前に池田カルデラおよび山川マール，鏡池

などの南東方向に連なる火口列が形成された（成尾・小林，1980，1984）．開聞岳火山は，この地

域で最も新しい火山である．最新の噴火は，西暦 874年と 885年にあり，その詳細は『日本三大

実録』に記録が残っている．開聞岳火山におけるテフロクロノロジーの先駆的な研究として，桑

代（1966，1967），および中村（1967）がある．最近では藤野・小林（1997）や川辺・阪口（2005），

片平・奥野（2010，2012）などがある．また，成尾（1984，1986，1988，1997）は遺跡とテフラ

との関連について述べている．その他，岩石学的研究として，中村（1971）があり，藤野・小林

（1992）は膠結したテフラ「コラ」の成因について議論した． 

開聞岳火山は，基底直径約 4.5km，標高 922mであり，山頂部の中央火口丘と下部の成層火山か

らなる二重式火山である（桑代，1966，1967；中村，1967，1971；藤野・小林，1997）．山腹北側，

海抜 650m 付近には鉢窪火口（桑代，1966）と呼ばれる火口地形があり，火口の南半分は，山頂

部の中央火口丘により埋め立てられている（藤野・小林，1997）．開聞岳火山は約 4 ka に噴火を

始め，西暦 885 年の噴火で山頂部に溶岩ドームを形成し活動を休止するまで，12 回（Km1~12）

の噴火がある（藤野・小林，1997）．テフラの大半はスコリアおよび火山灰であり，わずかに軽石

が認められる．溶岩流出はスコリア噴火にともなうことが多い． 

鉢窪火口は，火口径が山体に比べて大きいことから，その成因についていくつか議論があった．

中村（1967，1971，1984）は成層火山体の山体崩壊による馬蹄形火口と考え，南麓の海食崖に露

出する堆積物を爆発角礫層（kmγ）とした．また，藤野・小林（1997）は火口縁が明瞭でない南

半分と火砕流堆積物の分布範囲が一致していることから，火砕流噴火によって拡大した山頂火口

とした． 
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P04南九州，姶良カルデラの完新世の隆起 

 

森脇 広（鹿児島大・法文）・奥野 充（福岡大・理）・永迫俊郎（鹿児島大・教育）・

大平明夫（宮崎大・教育）・松島義章（神奈川県博） 

 

はじめに：鹿児島湾奥沿岸には広く完新世海成段丘が分布する．これらの完新世海成段丘は 3面

に区分され，上位から隼人面，姶良 I面，姶良 II面と名づけられている（森脇ほか，1986）．この

うち下位の 2面は北西部の限られた場所に分布し，最上位の隼人面が広く占める．  

これまで，海成堆積物や離水貝化石などの旧海水準の痕跡と桜島の歴史時代以降の火山活動に

伴う姶良カルデラ周辺の地盤変動との関係から，完新世において姶良カルデラを中心としたドー

ム状の隆起が生じ，これが桜島の火山活動と関係していることが示唆されてきた（森脇ほか，2002

など）．この地域の完新世海成段丘は，噴火時の急激な沈降とその後の緩慢な隆起の総和によって

形成されたと考えられ，地震性地殻変動区の完新世海成段丘の形成過程と異なる．この点で，姶

良カルデラ周辺は異なる要因による完新世海成段丘の形成を考える上で重要な地域といえる． 

演者らは，完新世におけるカルデラの時空変動様式を明らかにする目的で，隼人面とこれを構

成する堆積物の高度と年代資料を蓄積してきた（森脇ほか，2002；2004）． 

この発表では，隼人面の高度分布と構成物質，形成時期から，姶良カルデラを中心としたドー

ム状隆起と隼人面との関係を検討する．今回は特に，新しく資料が得られ，傾動の著しい国分平

野を中心として述べる． 

地形面・堆積物の編年は，テフラと 14Ｃ年代，考古遺跡によって行った．本地域の指標テフラ

は，平野の全域が分布範囲に入る鬼界アカホヤ火山灰(K-Ah；7,300cal BP)と北西岸にある桜島-P5

テフラ（約 4,600 cal BP）がある． K-Ahは縄文海進最盛期に降灰し，隼人面形成開始期とその構

成物質の高精度の編年・対比に極めて有効である．桜島-P5テフラは，桜島から西～北西方向に分

布し，分布範囲が限られるが，姶良平野の隼人面の離水期を特定するのに役立つ．  

結果：姶良カルデラ周辺の隼人面の高度分布はこれまで旧海水準高度分布から推定されてきた

ドーム状隆起の様式とよく調和している．   

姶良カルデラ北縁にある国分平野では，隼人面は平野西側の約 15ｍから東側の約 5ｍまで低下

する．この高度低下は平野を形成した天降川と直交する．これまでのボーリング資料解析に加え

て，今回新たに行った平野の西側でのボーリングコア解析から，西から東への K-Ahの高度減少

が認められる．この高度変化は，堆積物の古環境解析からみると K-Ah堆積時の水深差だけによ

るもではなく，地殻変動も影響していると考えられる．K-Ahの高度低下は隼人面のそれと調和し

ており，隼人面の高度分布にこうした傾動が反映していると考えられる．姶良・加治木平野での

今回の新知見は桜島-P5テフラを隼人面上から見出したことである．このテフラは隼人面の中部付

近で陸上堆積しており，4,600 cal BPごろには隼人面の離水は，これよりさらに海岸側にまで及ん

でいたことになる．段丘面の高度はこの平野の中では顕著な変化はない．甲突川平野は，北部は

完全に段丘化しているが，南部は離水途上の段丘面となる．旧海水準の資料から南北の傾動が推

定されており（森脇・松島，2004），段丘化の違いはこうした傾動を反映しているといえよう． 
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まとめ：隼人面は，姶良カルデラ北縁の国分平野では海岸にほぼ平行して西から東に向って低

下し，北西縁の姶良・加治木平野では，高度変化は小さい．南西縁の甲突川平野では北から南に

低下する傾向にある．全体としてこの面は，K-Ah降灰時ごろに離水を開始した．隼人面形成の終

了時期は変動量の違いによって差があるとみられ，考古遺跡との関係で特定されている姶良平野

では縄文後期(3000～4000 cal BPごろ)である．国分平野は明確ではないが，姶良平野での時期や

K-Ahの深度からみて縄文後期ごろであろう．甲突川平野では隆起量の小さい南部では離水が完全

に終了していない． 
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P05 Genesis of the columnar joints in Mount Mudeung National Park,  

Republic of Korea 

 

Chungwan Lim（Chonnam National University & Mt. Mudeung Eco-Office,  

Gwangju City Hall） 
& Changyeol Lee（Chonnam National University） 

 

Located in southwestern Korea, Mt. Mudeung (1187 m) is widely known for the columnar 

joints of its numerous columnar joints, which are observed mostly at elevations exceeding 

700 m asl. The Seoseok-dae, Ipseok-dae, and Gwangseok-dae columnar joints are especially 

well known because their columnar joints are massive and prominent. Seoseok-dae and 

Ipseok-dae, two massive columnar joints, have been designated as Korean National 

Monument No. 465. In addition, in 2013, Mt. Mudeung was nominated as the 21
st
 National 

Park of Korea as a result of the efforts of the provincial government, civic organizations, and 

citizens of Gwangju, Korea. 

The columnar joints of the columnar joints in Mount Mudeung National Park are 

distinguished from other columnar joints by their age and size: 1) the Mt. Mudeung columnar 

joints are thought have developed in emplacements of Cretaceous dacitic lava, whereas most 

of the columnar joints in Korea (e.g., columnar joints of the columnar joints at Daepo-dong 

and Seoguipo on Jeju Island and those at Daljeon-ri in Gyeongbuk Province) are developed in 

Quaternary emplacements of basaltic lava the face widths of the columnar joints of the 

columnar joints at Mt. Mudeung range from 1~9 m, the largest in Korea, whereas those of the 

basaltic columnar joints of other regions are only dozens of centimeters. Therefore, the 

petrological and morphological characteristics of the Mt. Mudeung columnar joints have 

drawn geological attention for decades. 

This study should enhance scientific understanding of formational history from the 

columnar joints of the columnar joints in Mount Mudeung National Park. In addition, it 

should provide the geological information necessary for applications to become a Geopark in 

Korea, a Global Geopark, and a UNESCO World Natural Heritage site. 
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P06阿蘇カルデラ西方の花房層に含まれる 

阿蘇-３～阿蘇-４間のテフラと鉱物 

 

杉山芙実子，長谷中利昭（熊本大），森 康（北九州自然史・歴史博物館）， 

冨田克敏（菊池自然塾），長谷義隆（御所浦白亜紀資料館） 

 

Tephra and minerals included in Hanafusa Formation,  

west of Aso caldera, corresponding to the horizon between Aso-3 and Aso-4 

 

Fumiko SUGIYAMA, Toshiaki HASENAKA (Kumamoto Univ. of Science),  

Yasushi MORI (Kitakyushu Museum of Natural history and Human history), 

 Katsutoshi TOMITA (Kikuchi Shizen Juku),  

Yoshitaka HASE (Goshoura Cretaceous Museum) 

 

阿蘇火山は 4 回の大規模火砕噴火を経験したが，火砕噴火を起こしたマグマの組成が時間とと

もに変化し，阿蘇-4火砕流堆積物には斑晶に普通角閃石が含まれるようになった（Watanabe, 1979）．

阿蘇-4 直前に噴火した大峰火山，高遊原溶岩にも普通角閃石の微斑晶が認められることから（黒

川ら，2012），普通角閃石の出現は阿蘇火山のマグマ供給系の変化を知る手がかりになる．花房層

は阿蘇‐4火砕噴火以前に形成した湖成層で，阿蘇カルデラから西方約 20 kmに分布するので，

堆積物中に含まれる鉱物を分析し，テフラの存在と普通角閃石の出現時期を求めた． 

 花房層は菊池市亀尾の花房台地に見られ，砂層とシルト層の互層からなる層厚約 10 mの地層

で（宮本，1962），阿蘇‐3 火砕流と阿蘇‐4 火砕流の間に形成した．試料採集は菊池市亀尾梶迫

（かじさこ）〜木柑子（きこうじ）で行い，梶迫では最上部から湖成層に含まれる軽石凝灰岩層，

その直上にある砂層を採集，木柑子では阿蘇-4 火砕流堆積物直下のシルト層，および両者の境界

から 4.7～6.0 m下のシルト層を採集した．境界から約 5.3 m下の位置で発泡したガラスを含むテ

フラを発見した．このテフラを含む層より上を上部シルト層，下を下部シルト層とした．  

 鉱物分析は，採集した堆積物を水で撹拌し，沈殿した物質をふるい分けし，125〜250 μm の

サイズのものを用い，以下の結果を得た． 

(1) 下部シルト層は，斜長石，単斜輝石，斜方輝石の結晶を含む．この斜長石は半自形ないし

他形で，汚れた外見の結晶がめだった． 

(2) 上部シルト層は自形の普通角閃石結晶と，新鮮な自形斜長石の結晶を含む．単斜輝石と斜

方輝石も含まれており，その比率は下部シルト層より多く， 阿蘇-４火砕流堆積物中のものと同

程度であった． 
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(3) 上部シルト層中のテフラに含まれる火山ガラス組成は阿蘇-３，阿蘇-４テフラ中のガラスと

一連のトレンドを示した．しかし，SiO2含有量が 64～67 wt.% で，阿蘇-３・阿蘇-４テフラ中の

ガラス（70~75 wt.% ）よりもマフィックな化学組成であった．このテフラに含まれる鉱物は主に

斜長石・輝石・不透明鉱物で，普通角閃石は含まれていなかった． 

(4) 上部シルト層中に含まれる普通角閃石の Mg 値は，阿蘇-４テフラや高遊原溶岩に含まれる

普通角閃石のMg値より低い値が多かった． 

(5) 上部シルト層中のテフラから阿蘇-４火砕流堆積物までの約 5m の間に凝灰岩層が含まれて

いた． 

(6) 最上部の軽石凝灰岩層に含まれる鉱物は阿蘇-4 テフラに含まれるものと同じで，その中の

軽石の全岩化学組成は，阿蘇-4テフラと似通った組成であった． 

阿蘇カルデラ西方の花房層上部に記録された火山活動をまとめると，角閃石斑晶を持たない，

阿蘇-４テフラよりマフィックなマグマの活動があり，続けて角閃石斑晶を持ち，Feに富むフェル

シックなマグマ活動が起こった可能性がある．火砕流を伴ったかも知れない規模の大きい火山活

動が続き，角閃石斑晶の比率が大きくなった後に阿蘇-4火砕流噴火を迎えた．いずれもテフラの

給源はわからない． 
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P07 放射性炭素（14
C）年代値の報告について 

 

奥野 充（福岡大）・中村俊夫（名古屋大）・及川輝樹(産総研)・苅谷愛彦（専修大） 

 

On the report of radiocarbon dates 

 

M. Okuno (Fukuoka Univ.), T. Nakamura (Nagoya Univ.), T. Oikawa (AIST) 

and Y. Kariya (Senshu Univ.) 

 

 放射性炭素（14
C）年代は，最近５万年間の炭素を含む試料に利用される年代測定法で，多くの

第四紀研究に利用されるため，国内外の測定機関に依頼されることも多い．この場合，著者はい

わゆる 14
C年代ユーザーであるが，報告する年代値に責任をもつ．最近では，既存のものも含め

て 14
C年代を暦年代に較正（calibration）したうえで議論することが一般化している．14

C年代に

関する報告は，Radiocarbon誌でも厳密には決まっていない（cal ka BP or cal kBPなど）．ここでは，

学術論文や著書で 14
C年代を報告するときに記載する項目や方法について議論したい． 

 14
C年代の単位は，学会誌ごとで様々であるが，今回，演者らは Radiocarbon誌の INFORMATION 

FOR AUTHORS（IFA）に準拠することを提案したい．14
C年代値は Stuiver and Polach（1977）に

もとづき報告され，Libbyの半減期 5568 年を用いること，標準体として NIST シュウ酸を用いる

こと，試料の δ
13

C値＝-25‰として同位体分別効果を補正（Isotopic Fractionation Correction）する

ことが述べられている．また，BP は AD 1950 を基準とした遡及年代である．ここで注意すべき

は，同位体分別効果を補正したものが，14
C 年代として定義されていることである．IFA では 14

C

年代の単位として最も単純な「BP」が，その較正暦年には「cal」を加えることが推奨されている．

千年単位では「ka」を加えて ka BPや cal ka BPのように示す．14
C BPは論文内で複数の年代測定

法による数値を扱う場合に限られ，他方の年代値にも，熱ルミネッセンス（TL），10
Be 露出年代

（10
Be），年縞編年（varve）などの方法を付記する．14

C年代値どうしの差については「14
C yr」を

付ける．14
C年代（BP）を較正した暦年（cal BP，cal AD/BC）は，IntCal13やMarine13（Reimer et 

al., 2013）などの 14
C年代—暦年較正曲線（データセット）と OxCal（Bronk Ramsey, 2009）などの

コンピュータプログラムで得られる．IntCal13やMarine13は，50 cal ka BP（cal kBP）まで遡る．

Marine13は，海洋リザーバ効果（Marine Reservoir Effect）を受ける海産物試料に対するものであ

る．データセットとプログラムは，先の IFA と同様に，Radiocarbon の web site（http:// 

www.radiocarbon.org/）からダウンロードできる．さらに，使用したローカルリザーバー効果（⊿R

値）も併記する．なお，calは calibratedを意味し，calendarではない．cal AD/BCは，暦年代（AD/BC）

にあわせたものであるが，両者は厳密に区分される．14
C 年代の誤差は，1σ（約 68％）で示され
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ることが慣例である．較正暦年は 14
C 年代の確率が正規分布を示すのに対し，較正曲線に投影し

て得た暦年の確率分布は複雑な形状になり，２σ（95％）で示し，年代範囲ごとの確率（probability）

も併記した方がより安全な議論ができる． 

 記載事項は，将来の検証やデータベース化に対応するために，出来るだけ詳細な方が望ましい．

測定試料の記載（採取地点の緯度経度，種類，層位や産状），前処理法（特に化学的方法），結果

（年代値のほか，δ
13

C値，測定番号）が考えられる（表１）．試料の記載は，知りたい事象（火山

噴火，地層や遺跡）の年代を示すと考えられるか判断できるようにすべきである．前処理法に関

する情報は，測定対象とした炭素の素性を知るうえで重要であり，年代値の信頼度にも関わる．

測定結果では，δ
13

C値の測定方法（気体用質量分析計または加速器質量分析計）やバックグラウ

ンドに関する測定値（特に 3万年前を超えるような古い試料）も重要である．報告時に年代値と

誤差を 5年または 10年単位で丸めるのが慣例であるが，他の研究者があらためて暦年較正するに

は，丸める前の値が提示された方が都合良いため，併記している論文も見られる．ただし，多く

の場合，そこまでの桁に意味があるのかどうか疑問である． 

 

表１ 14
C年代の記載事項 
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P08 ピナツボ火口湖水と Puning温泉水の Sr同位体組成 

 

芳川雅子（京都大・地球熱学）・奥野 充（福岡大・理）・小林哲夫（鹿児島大・理工）・

柴田知之（京都大・地球熱学）・鳥井真之（熊本大・減災教育セ）・ 

D. J. Rivera, E. B. Bariso (PHIVOLCS) 

 

Sr isotopic ratios of the Puning hot spring water and the crater lake water of Mt. Pinatubo, Philippine 

 

Masako YOSHIKAWA (IGS, Kyoto Univ), Mitsuru OKUNO (Fukuoka Univ.),  

Tetsuo KOBAYASHI (Kagoshima Univ.), Tomoyuki SHIBATA (IGS, Kyoto Univ),  

Masayuki TORII (IRESC, Kumamoto Univ.),  

Danikko John RIVERA, Ericson B. BARISO (PHILVOLVS) 

 

火口湖の化学組成モニタリングは、マグマシステムの活動を評価するために用いられている

（Stimac et al., 2004）。我々は、2013年 12月 3日・12月 4日にフィリピンピナツボ火山山麓の Puning

温泉と火口湖から採取した水試料（図１）の B濃度と Sr同位体比を決定した。B濃度・Sr同位体

比は京都大学理学研究科附属地球熱学研究施設に設置されているサーモサイエンティフィック社

製の誘導性結合プラズマ質量分析計（ＸSeries2）と表面電離型質量分析計（MAT261）を用いて決

定した。 

火口湖水の Sr 同位体比は、安

山岩質ドームのものと一致する。

温泉水の Sr 同位体比は、それら

のものよりも低いが、これらは流

紋岩のそれと一致する。火口湖水

の B濃度（1.3 ng/g）は、1991年

8 月から 2001年 3 月の間に採取

された湖水の結果（22400 - 98300 

ng/g; Stimac et al.,2004） 

と比べ著しく低い。この様な低Ｂ濃度の天然水としては雨水が知られている（0.7-7 ng/ml; Demuth 

and Heumann, 1999）。Stimac et al.（2004）は、ピナツボ火口湖水へのマグマ由来成分は天水の付加

により噴火後大 に減少していると推測している。我々の結果は、この推測を支持している。 

  

After Arai & Kida (2000) 

図 1 水試料採取地点 
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P09九重火山，三俣山溶岩の熱ルミネッセンス（TL）年代 

 

山崎圭二・奥野 充（福岡大）・高島 勲（秋田大） 

 

Thermoluminescence (TL) age of the Mimatayama lava of Kuju volcano 

 

Keiji Yamasaki, Mitsuru Okuno (Fukuoka Univ.), Isao Takashima (Akita Univ.) 

 

九重火山は，九州中部，阿蘇カルデラと由布・鶴見火山の間に位置しており，20座以上の溶岩

ドームや小成層火山からなる複成火山である．Kamata and Kobayashi（1997）では，広域テフラで

ある姶良 Tn火山灰（30 cal kBP）より上位のテフラ層序を示し，降下テフラに関する放射性炭素

（14
C）年代を用いて噴火史を組み立てた．しかし，これらの研究で得られた年代値は，溶岩から

直接求められた年代値ではない． 

熱ルミネッセンス（thermoluminescence，TL）年代測定は，石英等の鉱物が自然界で受けた

放射線量（PD）を発光測定で求め，試料が 1 年間に受けた放射線量（AD）を放射性元素の分析

等から求めることからなる．TL 年代値は，PD/AD で簡単に求めることができ，溶岩についても

直接年代値を求めることができる． 

本研究の対象は，大分県玖珠郡九重町に位置する三俣山および指山である．三俣山においては

西峰（採取地点 1， N33°05′58.9″E131°14′35.0″）にて 2 試料，本峰（採取地点 2，

N33°06′13.3″E131°14′48.6″）にて 2試料を採取し，指山（採取地点 3，N33°06′35.2″E131°14′27.1″）

では山頂にて 3 試料を採取した．得られた

TL 年代値は，三俣山西峰が 35ka と 45ka，

三俣山本峰が 24kaと 25ka，指山が 25～30ka

となった． 

地形判読から噴出した順序を考えると，

三俣山本峰は三俣山西峰よりも新しいと読

み取れるため，これらの年代値は噴出順序

に一致すると考えられる．このことから，

三俣山では過去に 2 回の火山活動が起こっ

たと示唆される． 
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P10阿蘇-4小谷,肥猪火砕流堆積物および高遊原溶岩に含まれる 

斜長石の組成 

 

山崎 秀人，黒川 聖，長谷中 利昭（熊本大・自然）森 康（北九州市自然史・歴史博） 

 

Plagioclase compositions in Aso-4 Oyatsu and Koei pyroclastic flow deposits and precursory 

Takayubaru lava 

 

Hideto YAMASAKI , Kiyoshi KUROKAWA, Toshiaki HASENAKA (Kumamoto Univ.), Yasushi 

MORI (Kitakyushu Museum of Natural Sci. & History) 

 

 阿蘇-4火砕流堆積物がどのような順序で噴出し，どのように組成を変化させたかを知ることは

大規模噴火の推移を知るうえで重要である．阿蘇‐4火砕流堆積物のフローユニットの分類はいく

つかあるが，未だに統一はなされていない．Watanabe (1978) は阿蘇カルデラ西方の阿蘇‐4火砕

流堆積物を2つのサブサイクル，8つのサブユニットに分類した．阿蘇カルデラ北東部の地質図 

ではAso-4A, Aso-4B, Aso-4Tの分類があるが，Watanabe (1978) のサブユニットとの対比は不完全

である．阿蘇-4火砕流堆積物には苦鉄質なマグマと珪長質なマグマの混合が観察されており

（Watanabe, 1979; 金子ら, 2006; 黒川ら，2013），両者が成層したマグマ溜りのモデルが提唱され

ている（Kaneko et al., 2007など）．  

 阿蘇-4火砕流堆積物に含まれる斜長石はそれらと平衡なマグマの組成を反映していると考え，

阿蘇-4噴火初期の小谷軽石流堆積物（熊本県上益城郡益城町小谷で採取，以下，小谷），肥猪火

山灰流堆積物（大分県日田市石井町三隅川河床から採取，以下，肥猪）と阿蘇-4噴火直前に流出

した高遊原溶岩の斜長石を分析した．  

 高遊原溶岩の斜長石コア組成が An＝50～60％の単一ピークであるのに対して，小谷と肥猪は

An＝35～40％，40～50％に 2つのピークを持つ．顕著な累帯構造は認められず，斑晶リムでも同

様の結果が得られた． Kaneko (2007) も小谷，肥猪およびそれ以降の噴出物中の斜長石が複数の

Anピークを持つことを報告している．さらに弁利スコリア流堆積物では，minglingをした軽石と

スコリアが観察される．以上の観察結果を合わせると，阿蘇-4では，成層マグマ溜まり内での段

階的な混合が進行していたことが推測できる． 
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P11 Trace element systematic across eastern end of Java island, Sunda arc 

(Raung-Ijen-Baluran): evidence of slab-derived components 

 

Esti HANDINI (Kumamoto Univ.), Toshiaki HASENAKA (Kumamoto Univ.),  

Haryo Edi WIBOWO (Hokkaido Univ.), Agung HARIJOKO (Gadjah Mada Univ.),  

Yasushi MORI (Kitakyushu Museum of Natural History and Human History) 

 

We analyzed Quaternary volcanic rocks from eastern end of Java island, in order to 

understand the role of slab contributions in their magma genesis. The three volcanoes 

(Raung-Ijen-Baluran, zone A of Fig. 1) make an across-arc alignment within a distance of 100 

km (range of slab depth 160-220 km). Volcanoes in zone A are distributed in a narrow area 

traversing the Java trench, similar to zone B. In contrast, zone C volcanoes are spread in a 

wider area, nearly twice of zone A and zone B.  

The analyzed lavas from these volcanoes are subalkaline, ranges from basalt to andesite. 

Recent Baluran and pre-caldera Ijen lavas are olivine basalts, whereas old Raung and 

post-caldera Ijen lavas are pyroxene andesites. Chemical compositions of these rocks are 

similir to those subalkaline rocks from zone B and C. However, zone A lacks of alkaline rocks, 

which are found in the rear-arc of zone B and C.  

These subalkaline lavas show negative anomaly of Nb and Ti, typical characteristic of arc 

lavas. Post-caldera Ijen and some of old Raung lavas tend to have higher concentration of 

high field strength elements (HFSE) and light rare earth elements (LREE) than pre-caldera 

Ijen and Baluran lavas. 

Across the arc, Raung lavas show highest Ba/Nb ratio (and other fluid mobile element 

ratios to HFSE). This ratio decreases toward rear-arc, and is the lowest in Baluran lavas (Fig. 

2A). Furthermore, Zr/Nb ratio of Baluran lavas shifts toward lower values than Raung and 

Ijen, closer to alkaline rock values from the rear-arc of zone B and C. In contrast to these 

rear-arc alkaline lavas from other zones, lavas from Baluran are low in alkali content, and 

share similar geochemical characteristics with subalkaline rocks from zone, A, B, and C (Fig. 

2B). The trace element pattern of Baluran lavas can be explained by 15-30 % of depleted 

NMORB melting, as also predicted for other subalkaline lavas from Java island.  

Trace element systematics indicate the variation of slab-derived components across this 

zone. High slab contributions in the volcanic front (Raung), followed by decreasing trend 

toward the rear-arc (Baluran), are also observed in zone B and C. However, the addition of 
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slab-derived components is low compared to the other areas from Java island. This finding 

suggests that across-arc variation of slab components are also observed even in a narrow 

range of volcanic distribution area. 

 

 

 

Figure 1. Volcano distribution in Java island. Studied volcanoes are from Zone A. 
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Figure 2. (A) Zr/Nb vs. Ba/Nb plot shows highest Ba/Nb ratios in Raung lavas, the lowest 

is in Baluran lavas. (B), (C ), and (D) Trace element patterns across zone A 

(Raung-Ijen-Baluran) show similar characteristics to subalkaline rocks from zone B and C, 

and can be produced by 15-30 % melting of depleted NMORB.  
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P12 地質学研究室における卒業研究関連データ管理支援システムの提案

（プロトタイプシステムのデモンストレーション） 

 

高橋伸弥（福岡大・工）・奥村 勝（福岡大・情報処理セ）・鶴田直之（福岡大・工） 

 

Proposal of Database Management System for Graduate Study in Geology Laboratory 

(Demonstration of Prototype System) 

 

Shinya TAKAHASHI (Fukuoka Univ.), Masaru OKUMURA (Fukuoka Univ.),  

Naoyuki TSURUTA (Fukuoka Univ.) 

 

地質学研究室において，卒業研究等でまとめられる研究資料は膨大なものとなることから，そ

れらのデータの散逸を防ぎ，かつ再利用を円滑にするようなデータ管理手法の確立は重要な課題

となる．またデータの種類としても，写真や画像だけではなく各種ドキュメントファイルや測定

結果の生データなど多岐にわたる．本研究は，これらの点を考慮したデータ管理支援システムを

構築し，実際の運用を通して，新たな課題や必要な機能を明らかにすることを目指すものである． 

 本ポスター発表では，現在開発中のプロトタイプシステムに実装されている，以下の機能に関

してデモンストレーションを行う． 

 

① タグによるファイル管理機能 

・・・関連する任意のキーワード（タグ）をデータに付与することで各種ファイルを管理す

る機能 

② 各種ファイル（画像ファイル及びWord/Excel/PowerPoint/PDF他）を一括管理する機能 

・・・複数のファイルを一括してアップロードしたり，同一タグやコメントを付記したりす

る機能 

③ 直感的な操作によるタグ検索機能 

・・・タグクラウドと呼ばれる直感的なタグの操作方法を用いてデータベースに登録されて

いる各種ファイルを検索する機能 

④ 位置情報との紐付け機能 

・・・デジカメによって撮影された画像等に記録されている GPS情報をもとに，地図上へと

マーカーを表示する機能および地図上で位置情報を修正する機能 
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A11 Tephrostratigraphy of Baegdusan and Ulleung volcanoes using marine 

sediments in the Japan Sea/East Sea 

 

Chungwan Lim（Chonnam National University & Mt. Mudeung Eco-Office,  

Gwangju City Hall） 

 

Only two volcanoes have produced alkaline tephra deposits in the Japan Sea/East Sea 

region during the Quaternary (Ulleung volcano and Baegdusan volcano), but little is known 

about their detailed tephrostratigraphy, except for the extensive U-Oki and B-Tm tephras. The 

differences in chemical composition between alkaline tephras and hemipelagic sediments are 

usually so large that trace element analysis of bulk sediments can be used to identify alkaline 

cryptotephra. An INAA scanning method was used to detect alkaline cryptotephra layers in 

five marine sediment cores from the Japan Sea/East Sea in the stratigraphic interval between 

the widespread rhyolitic AT (29.4 ka) and Aso-4 (87 ka) tephras. EDS/SEM major element 

analyses of glass shards hand-picked from individual cryptotephra horizons allowed the 

source volcano to be determined. A total of five alkaline cryptotephra layers were detected: 

two from Ulleung volcano (U-Ym tephra, and the newly identified U-Sado tephra), and three 

from Baegdusan volcano (B-J tephra, and the newly identified B-Sado and B-Ym tephra). The 

eruption ages of these tephra layers were estimated from correlations with the regional-scale 

TL (thinly laminated) layer stratigraphy (produced by basin-wide changes in bottom-water 

oxygen levels in response to millennium-scale paleoclimate variations). The ages of the 

U-Ym, U-Sado, B-J, B-Sado, and B-Ym tephras are estimated to be 38 ka, 61 ka, 51 ka, 

68-69 ka, 86 ka, respectively. This study has allowed the construction of an alkaline 

tephrostratigraphical framework for the late Quaternary linked to the global environmental 

changes in the Japan Sea/East Sea as recorded in the TL light/dark sediment color changes, 

and improves our knowledge of the eruptive histories of the Ulleung and Baegdusan 

volcanoes. 
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A12 沖積層ボーリングコアのテフラと放射性炭素年代による高精度編年 

 

中西利典（福岡大），竹村恵二（京都大） 

 

High resolution chronology of tephras and radiocarbon dates obtained from 

 the latest Pleistocene-Holocene sediment cores 

 

Toshimichi NAKANISHI (Fukuoka Univ.)& Keiji TAKEMURA (Kyoto Univ.) 

 

短期間の内に遠隔地まで拡散する火山噴出物（テフラ）は，地層の編年や対比に用いられてい

る．一方，沿岸域の地層に保存された植物片や貝化石などの放射性炭素年代値も編年や対比の根

拠とされている．双方の分析手法を同一の試料に適用することによって得られる利点について整

理したい．そのため，噴出年代が特定されているテフラの降下層準を高精度に決定して，それら

を挟んだ上下の層準において測定された放射性炭素年代値とテフラの噴出年代を比較する．今回

は，活断層の長期的な活動度評価を目的とした徳島平野北部の鳴門市大津町（D-2 と D-4 コア）

と濃尾平野西部の桑名市汰上（Y220と Y325コア）と海津市南濃町（S1と S2コア）において掘

削された 6 本の沖積層ボーリングコアを研究対象とする．これらのコアから約 10cm 単位で堆積

物を連続的に採取して，それらの中の極細粒砂に含まれる火山ガラスの比率やそれらの形状や色

調の深度変化について検討した．それらの結果に

基づいて 7280cal BPに噴出したとされる鬼界アカ

ホヤ火山灰（福澤，1995）の降下層準 6 つと

3230~3250cal BPの天城カワゴ平火山灰（奥村ほか，

1999）の降下層準 2 つを認定した．これらの降下

層準 8 つを挟んで採取された植物片や貝化石，土

壌の放射性炭素年代値を前述の噴出年代と比較し

た結果，6 セットの年代値がテフラの噴出年代に

整合的な値を示し，それ以外の 2 セットは噴出年

代よりも 500~1000年程度古い値を示した．これら

のズレの原因は土壌中の古い炭素や試料の再堆積

の影響が推定される．こうした影響を丁寧に確認

することによって，より正確な地層の堆積年代が

評価できるようになると考えられる． 

  

放射性炭素年代値とテフラの噴出年代の差異 
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A13桜島火山南岳成層火山体の形成時期と噴出量推定 

 

味喜大介（京都大・防災研）・小林哲夫（鹿児島大・理工） 

 

Timing of formation and effusion volume of the Minamidake stratovolcano, Sakurajima volcano 

 

Daisuke MIKI (Kyoto Univ.), Tetsuo KOBAYASHI (Kagoshima Univ.) 

 

桜島・南岳成層火山を構成する溶岩類のうち、これまで年代が曖昧であった桜島南岳南斜面に

分布する有村溶岩の古地磁気学的年代推定を行った。また、南岳起源の溶岩流など噴出物の体積

を推定し、これらを併せて南岳成層火山の形成過程について考察した。 

南岳の噴火活動は 4.5-1.6kaの古期南岳と 1.2ka以降の新期南岳に区分されている（小林・他、

2013）。古期南岳に属する有村溶岩は、主に何枚もの溶岩流からなる溶岩と火砕物の互層で下位の

観音崎溶岩および宮元溶岩を覆う。南岳南斜面で採取した有村溶岩の平均古地磁気方位は偏角

4.0°E，伏角 40.5°であり、 3.1-2.7ka 頃の古地磁気学的推定年代が得られた。その下位の観音崎溶

岩の古地磁気学的推定年代は 3ka 頃と考えられる。ボーリングコアから得られた有村溶岩相当層

の古地磁気伏角変化の特徴（味喜他、2000、2003）をあわせて考えると、観音崎溶岩と有村溶岩

は数百年間のうちに断続的に繰り返された噴火で流出した可能性が高い。 

古期南岳期の総噴出物量は岩石換算体積で 2.6km
3と推定された。なかでも上述の 3ka 前後の数

百年間に噴出した溶岩の噴出量が大きく、南岳成層火山の主部はこの時期にほぼ現在の形にまで

急速に成長したと考えられる。新期南岳期の総噴出物量は岩石換算体積で 5.5km
3と推定された。

天平宝字噴火で噴出した長崎鼻溶岩の体積は約 0.8km
3と推定され、天平宝字噴火はこれまで考え

られていたよりも噴火規模が大きかったと考えられる。新期南岳期には古期南岳期に比べて明ら

かなマグマ噴出率の増大が認められ、特に安永噴火以降の噴出率が大きい。 
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A14 Laschampエクスカーションの探索：三瓶日影山溶岩の古地磁気 

 

林田 明，西山洋人（同志社大学），沢田順弘（島根大学）， 

檀原 徹（(株)京都フィッション・トラック），河野重範（栃木県立博物館） 

 

Searching a paleomagnetic record of the Laschamp excursion 

in the Hikageyama lava of the Sanbe volcano 

 

Akira HAYASHIDA, Hiroto Nishiyama (Doshisha Univ.),  

Yoshihiro SAWADA (Shimane Univ.), Tohru DANHARA (Kyoto Fission Track Ltd.),  

Shigenori KONO (Tochigi Pref. Museum) 

 

Laschampエクスカーションは，フランス Chaine des Puys (Massif Central) の溶岩から発見され

た後期ブルネ正磁極クロンの地磁気エクスカーションである。その年代は，溶岩の 40
Ar/

39
Ar, K-Ar, 

230
Th-

238
U年代，北西大西洋の海底堆積物の古地磁気，グリーンランド氷床コアの宇宙線生成核種

などの研究によって約 41 ka と求められ，Dansgaard–Oeschger event 10 に当たるとされている

（Singer et al., 2009）。しかし，東アジアや太平洋では Laschampエクスカーションに相当する地球

磁場反転の記録は得られておらず，琵琶湖の湖底堆積物でも明瞭な古地磁気方位の変動は認めら

れていない。一方，琵琶湖の堆積物の編年と環境復元の研究成果として，細粒磁性鉱物の含有量

を示す非履歴残留磁化強度の変動が Dansgaard–Oeschger サイクルと対比されることが明らかにさ

れた。これによって三瓶池田火山灰（SI）が Laschampエクスカーションの探索に有効な鍵となる

ことが明瞭になったため， SIの供給源である池田軽石堆積物の上位にあたる三瓶日影山溶岩につ

いて古地磁気および岩石磁気の研究を行うことにした。 

これまでに日影山東部の４地点で，伏角が浅く偏角が東寄りの磁化方位が確認され，地理的北

極から有意にずれた仮想地磁気極（VGP）が得られている。この結果は，日影山溶岩がエクスカ

ーションの時期の特異な地球磁場方位を記録した可能性を示唆するものである。ただし，段階熱

消磁と熱磁気分析によって，一部のサイトで，500°C以上の高温成分は特異な古地磁気方位を示

すが，500°C以下の成分は正磁極クロンの平均的な地球磁場方位に近いことも明らかになった。

500°C以下の磁化成分がエクスカーション終了後に獲得された熱残留磁化あるいは粘性残留磁化

であるなら，高温成分の方位をエクスカーションの記録と見なすことができる。しかし，日影山

溶岩の冷却中に溶岩ドームの変形が起こったと考えることによっても，方位の異なる２成分の磁

化を説明することができる。この問題を検討するために，今後，日影山全域の古地磁気方位と熱

磁気特性を明らかにすることが必要である。 
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A15カメルーン共和国ニオス湖周辺の火砕堆積物層序 

 

宮縁育夫（熊本大）・小林哲夫（鹿児島大）・長谷川 健（茨城大）・ 

金子克哉（京都大）・Festus T. Aka (IRGM)・大場 武（東海大） 

 

Pyroclastic sequence around Lake Nyos, northwestern Cameroon 

 

Yasuo MIYABUCHI (Kumamoto Univ.), Tetsuo KOBAYASHI (Kagoshima Univ.),  

Takeshi HASEGAWA (Ibaraki Univ.), Katsuya KANEKO (Kyoto Univ.),  

Festus T. AKA (IRGM), Takeshi OHBA (Tokai Univ.) 

 

1986年 8月に西アフリカ，カメルーン共和国北西部に位置するニオス湖において火山ガス災害

が発生し，周辺の住民約 1800名と家畜 3000頭以上が犠牲となった．その災害発生直後から日本

をはじめ，アメリカ・フランス・ドイツ・イタリア等の研究者が現地調査を行い，湖深層に蓄積

されていた二酸化炭素が大量に噴出したことが原因であることが明らかとなった．さらに 2001年

以降，各国の協力によりガス抜き事業が実施されている．しかしながら，ニオス湖では現在も多

量の二酸化炭素が残存しており，今後の災害発生が懸念されている．こうした背景のもと，国際

協力機構（JICA）と科学技術振興機構（JST）による地球規模課題対応国際科学技術協力事業（略

称 SATREPS）「カメルーン国火口湖ガス災害防止の総合対策と人材育成プロジェクト」が 2010年

より開始された．筆者らはそのプロジェクトの一環として 2011年 1月以降，ニオス湖周辺域の地

質に関する調査を行ったので，その概要について報告する． 

ニオス湖周辺域の地質の概略は，Schenker and Dietrich (1986) や Lockwood and Rubin (1989) 等

によって報告されている．この地域の基盤をなすのは，600 Ma前後のものとされる花崗岩質岩石

（quartz monzonite）であり，ニオス湖の西岸を中心に露出しており，最大で高さ 150 m程度に達

する急崖を形成している．その基盤岩を覆って，ニオス湖（マール）形成時に噴出したと考えら

れる火山砕屑物が堆積している．この火山砕屑物はよく成層した火砕サージ堆積物を主体とし（荒

牧，1987など），湖の東岸や北岸を中心に分布しており，最大層厚は 60 m程度に達している．ま

た，北東岸の火砕サージ堆積物直下には降下スコリア堆積物が存在しており（Lockwood and Rubin, 

1989），その降下スコリア堆積物中には溶岩が挟在している．  

以上の火砕物層序から，ニオス湖を形成した噴火は溶岩流出を伴うストロンボリ式噴火で始ま

り，その後，火砕サージを多量に発生させる爆発的噴火へと推移し，ニオス湖（マール）を形成

したと推定される． 
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A16 開聞岳火山の古墳時代以降の山体形成史 

 

片平 要（日鉄鉱コンサルタント） 

奥野 充（福岡大・理，国際火山噴火史情報研究所） 

小林哲夫（鹿児島大院・理工） 

 

Growth History of Volcanic Edifice of Kaimondake Volcano After the Kofun Period 

 

Kaname Katahira（Nittetsu Mining Consultants Co., Ltd）， 

Mitsuru Okuno（Faculty of Science; also ACRIFIS-EHAI, Fukuoka University） 

Tetsuo Kobayashi (Graduate School of Science and Engineering, Kagoshima University) 

 

開聞岳火山は，阿多カルデラ（Matumoto，1943）の西半分をなす指宿火山地域で最も新しい火

山である（宇井，1967）．この地域では，108±3 ka（松本・宇井，1997）の阿多火砕流堆積物（荒

牧・宇井，1966；Nagaoka, 1988）の噴出以降，約 6.4 cal kBP（奥野，2002）に池田カルデラや山

川・成川マールなどの北西―南東方向に連なる火口列が形成された（成尾・小林，1980，1984）．

開聞岳火山は，基底直径約 4.5 km，標高 922 mで，Km1~12の 12回の噴火が認められる（藤野・

小林，1997）．最新噴火の Km12は，『日本三大実録』に西暦 874年（Km12a）と 885年（Km12b）

の噴火活動が記録されている．北側斜面の標高 650 m付近には，鉢
はち

窪
くぼ

火口（桑代，1966）があり，

それを境として山頂部の中央火口丘と下部の成層火山がある（桑代，1966，1967；中村，1967，

1971）．鉢窪火口の南縁は，中央火口丘に埋積されたために追跡できないが（藤野・小林，1997），

推定される直径は約 800～900 mと大きく，その成因についていくつかの見解がある．中村（1967，

1971，1984）は，南麓の海食崖に露出する堆積物を爆発角礫層（kmγ）とし，山体崩壊による馬

蹄形カルデラであると考えた．藤野・小林（1997）は，南側の火口縁が追跡できない部分と Km12

の火砕流堆積物の分布範囲が一致していることから，Km12 の火砕流噴火によって山頂火口が拡

大したと考えた．しかし，片平・奥野（2010）は，南麓の海食崖に露出する堆積物や溶岩を連続

的に追跡し，これらの大部分が約 1.7 cal kBP（奥野，2002）の Km10と古墳時代 7世紀後半（成

尾，1984；成尾ほか，1997a）の Km11の噴出物であることを報告した．本講演では，南麓の海食

崖での火山層序（片平・奥野，2010）とテフラの 14
C 年代（片平・奥野，ポスター）に地形判読

と全岩化学組成を加えて，開聞岳火山の地形形成プロセスを議論する．なお，全岩化学組成分析

は，日本原子力研究開発機構の施設共用制度を利用した．  

南麓の海食崖では，主に Km10から Km12までの噴出物（テフラ，溶岩，およびラハール堆積

物）が露出している（片平・奥野，2010）．Km10 の犬帰溶岩，Km11 の黒瀬溶岩，十町溶岩，横
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瀬溶岩，Km12 の田の崎溶岩の岩質は，斜長石斑晶に富むかんらん石斜方輝石単斜輝石玄武岩で

あり，山頂の溶岩ドームやその付近に分布する溶岩は，斜方輝石単斜輝石安山岩で SiO2が最も高

い（中村，1971；川辺・阪口，2005）．これらの全岩化学組成は，SiO2含有量が 52~57 wt.%で，

玄武岩から安山岩までの組成 を示す．噴火ごとで比較すると Km10 は 53 wt.%前後であるが，

Km11は 52~55 wt.%の組成 を示し，Km12では山頂付近で約 57 wt.%まで増加する．Km11では，

初期に噴出した十町溶岩は 51~53 wt.%，後半に噴出した横瀬溶岩が約 54 wt.%であり，噴火の進

行に従って珪長質になる傾向が認められる．ハーカー図でみると，十町溶岩は約 52 wt.%と 53 wt.%

の 2 つのグループに区分され，前者は北麓および南西麓，後者は南東麓に分布する傾向がある．

両者は，どちらも Km11 の降下スコリア層に覆われており，ほぼ同時期のものであろう．また，

スコリア丘に付随する黒瀬溶岩は，52 wt.%前後の組成を示す．Km12は，SiO2含有量が最も高い

が，山腹火口から流出した田の崎溶岩は約 54 wt.%である． 

藤野・小林（1997）は，Km12a，bの火砕流およびラハール堆積物が南麓の広範囲に分布する

と考えたが，Km12a，bの噴出物は，北西麓の花瀬崎から西麓の田の崎までに露出する Km12aの

テフラ（火砕流堆積物，降下スコリア層）に限られる．また，山頂部には Km12aの火砕流堆積物

の分布域と調和的な北西方向に開いた火口地形が確認される．このことは，山頂部の南側の一部

は， Km12aの火砕流堆積物よりも前に形成されていたことを示唆する．この付近の溶岩の SiO2

含有量は 57 wt.%であるので，Km12aの最初期であるか，Km11の最末期にできた可能性が高い．

開聞岳火山の地表地形，特に南側斜面は Km12の噴火で形成されたと考えられてきたが，南麓の

海食崖では Km10と Km11の噴出物が広く分布しており（片平・奥野，ポスター），鉢窪火口はそ

れよりも前の噴火（例えば，Km9など）で形成され，南側の火口縁はその後の噴火で徐々に埋積

された可能性が高い． 
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