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セッション１

阿蘇火山 9:00〜10:20

座長：小林哲夫・奥野 充
1-01 (9:00〜9:15) 十川翔太・長谷中利昭・鳥井真之（熊本大）・森 康（北九州自然史
博）「南阿蘇村立野に分布する先阿蘇火山岩類の鉱物化学組成」
1-02 (9:15〜9:30) 長谷中利昭・鳥井真之・十川翔太（熊本大）
「先阿蘇火山岩類の岩石
と年代：カルデラ期への移行は何が要因となったか」
1-03 (9:30〜9:45) 永石良太・長谷中利昭・鳥井真之（熊本大）・安田 敦・外西奈津美
（東京大）「阿蘇中央火口丘軽石(ACP1 - 4) 組成の時間変化」
1-04 (9:45〜10:00) 川口允孝・長谷中利昭（熊本大）・安田 敦・外西奈津美（東京大）・
森 康（北九州自然史博）「メルト含有物からみた阿蘇火山玄武岩質マグマの噴火
準備過程と揮発性成分含有量」
1-05 (10:00〜10:20) 宮縁育夫（熊本大）・飯塚義之（台湾中央研究院）・原 千穂子（西
国分小）・横尾亮彦・大倉敬宏（京都大）「阿蘇火山中岳で発生した 2015 年 9 月
14 日の爆発的噴火」
（10:20〜10:30 休憩）
セッション２

地球物理・確率論 10:30〜12:45

座長：稲倉寛仁・宝田晋治
2-01 (10:30〜11:00) 趙 大鵬（東北大）
「熊本地震，阿蘇火山と別府―島原地溝帯」
2-02 (11:00〜11:30) 井口正人（京都大）
・八木原寛（鹿児島大）
・為栗 健・山本圭吾・澁
谷拓郎（京都大）
「姶良カルデラの地盤変動，地震活動，地下構造」
2-03 (11:30〜11:45) 稲倉寛仁（西技）
「ベイズ統計学入門」
2-04 (11:45〜12:45) Willy Aspinall（ブリストル大）
「火山学・火山ハザード評価・火山リ
スク評価における確率論的手法の最近の進展」
（12:45〜13:30 昼食）
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セッション３

噴火史情報（１） 13:30〜15:00

座長：小林 淳・佐藤鋭一
3-01 (13:30〜13:45) 佐藤鋭一・安田裕紀（神戸大）
・和田恵治（北海道教育大旭川校）
「大雪火山，過去３万年間の噴火活動」
3-02 (13:45〜14:00) 安田裕紀・佐藤鋭一・鈴木桂子（神戸大）「古地磁気方位からみた
大雪山御鉢平カルデラの噴火史」
3-03 (14:00〜14:15) 小林 淳・村田昌則（首都大東京）・西澤文勝（富士山研）・鈴木
毅彦（首都大東京）「伊豆諸島神津島火山の最新期の噴火堆積物とその年代」
3-04 (14:15〜14:45) 宝田晋治・Joel Bandibas（産総研）
「東・東南アジアの地質情報デー
タベースの構築：CCOP 地質情報総合共有プロジェクト」
3-05 (14:45〜15:00) 廣重法道・鶴田直之（福岡大）「深層学習を用いた災害関連キーワ
ードの画像への自動ラベル付け機能の開発」
（15:00〜15:10
セッション４

休憩）
噴火史情報（２） 15:10〜16:45

座長：鳥井真之・井上 弦
4-01 (15:10〜15:30) 石田真聖（ダイヤコンサルタント）
・田島靖久（日本工営）
・筒井正
明（ダイヤコンサルタント）・小林哲夫（鹿児島大）
「霧島火山，韓国岳の噴火史」
4-02 (15:30〜15:45) 鳥井真之・北園芳人（熊本大）
・古市剛久（北海道大）
・奥野 充（福
岡大）「北海道胆振東部地震に伴う厚真町の斜面崩壊について」
4-03 (15:45〜16:00) 酒井恵祐・藤木利之（岡山理科大）・瀬戸浩二・香月興太（島根大）・
山田和芳（ふじのくに地球環境史ミュージアム）「北海道東部藻琴湖湖底堆積物の
花粉分析による 1930 年以降の人間活動による植生変化」
4-04 (16:00〜16:15) 井上 弦（長崎総合科学大）
「日本における火山地域の土壌の生成」
4-05 (16:15〜16:45) 野口 真・藤木利之（岡山理科大）・奥野 充（福岡大）・Lyn Gualtieri
（シアトル大）・Virginia Hatfield（アリューシャン博）・鳥井真之（熊本大）・和
田恵治（北海道教育大）・中村俊夫（名古屋大）・Dixie West（カンザス大）「ア
リューシャン列島，アダック島およびウナラスカ島の花粉分析による植生変遷と木
炭分析による人間活動」
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The International Meeting on Eruptive History and Informatics
(2018-2)
Date：9th December , 2018
Venue： Room 1824 in the 18th Building, Nanakuma Campus, Fukuoka University
Organization：The West Japan Volcanism Research Group, Laboratory of Volcanic and Organic
Geology, Fukuoka University (Research Group for International Study on Eruptive History
and Informatics)
Support：Aso Volcano Museum
Program：
Session 1

Aso Volcano 9:00〜10:20

Chair: Tetsuo Kobayashi and Mitsuru Okuno
1-01

Togawa, S. et al. “Mineral compositions of pre-Aso volcanic rocks distributed in Tateno

district, Minami-Aso village”
1-02

Hasenaka, T. et al. “Petrology and chronology of Pre-Aso volcanic rocks: What caused

the transition of volcanism into caldera-forming one?”
1-03

Nagaishi, R. et al. “Temporal chemical variation of Aso central cone pumice (ACP1 - 4)”

1-04

Kawaguchi, M. et al. “Pre-eruptive process and volatile contents of Holocene basaltic

magma in Aso caldera, Japan based on melt inclusion analyses”
1-05

Miyabuchi, Y. et al. “The September 14, 2015 explosive eruption at Nakadake first crater,

Aso Volcano”
(10:20〜10:30 Short brake)
Session 2

Geophysics / Probability Theory 10:30〜12:45

Chair: Hirohito Inakura and Shinji Takarada
2-01

Zhao, D. “The 2016 Kumamoto earthquake, Aso volcano and the Beppu-Shimabara

graben”
2-02

Iguchi, M. et al. “Ground deformation, seismicity and underground structure of Aira

caldera, Japan”
2-03

Inakura, H. “Introduction to Bayesian Statistics”

2-04

Aspinall, W.

“Recent advances in probabilistic methods for volcanology, and volcanic

hazard and risk assessment”

iii

(12:45〜13:30
Session 3

Lunch time)

Eruption history and informatics (1) 13:30〜15:00

Chair: Makoto Kobayashi and Eiichi Sato
3-01

Sato, E. et al. “Eruptive History of Taisetsu volcanic group, central Hokkaido, Japan,

during the past 30,000 years”
3-02

Yasuda, Y. et al. “Eruptive History of the Ohachidaira Caldera, Taisetsu

Volcano Group, inferred from paleomagnetic data”
3-03

Kobayashi, M. et al. “The eruption deposits and its ages at the latest stage (AD 838

Tenjo-san eruption etc.) in Kozushima Volcano, Izu Islands, Japan”
3-04

Takarada, S. and Bandibas, J. “Constructing a comprehensive geoscience database in

East and Southeast Asia: CCOP Geoinformation Sharing Infrastructure for East and
Southeast Asia (GSi) Project”
3-05

Hiroshige, N. and Tsuruta, N. “Development of a function to automatically label disaster

related keywords from images using deep learning technology”
(15:00〜15:10 Short brake)
Session 4

Eruption history and informatics (2) 15:10〜16:45

Chair: Masayuki Torii and Yudzuru Inoue
4-01

Ishida, M. et al. “Eruptive history of Karakunidake Volcano, Kirishima Volcano Group,

Japan”
4-02

Torii, M. et al. “Slope collapse in and around Atsuma Town due to the Hokkaido Iburi-

Tobu Earthquake”
4-03

Sakai, K. et al. “Vegetation history caused by human activity since 1930 based on pollen

analysis of Lake Mokoto sediment core, eastern Hokkaido, northern Japan”
4-04
4-05

Inoue, Y. “Soil formation in Volcanic Regions in Japan”
Noguchi, M. et al. “Vegetation changes and human activities viewed from pollen analysis

and charcoal analysis in Adak Island and Unalaska Island, Aleutian Islands, Alaska”

iv

(表紙写真) 上空から見た阿蘇カルデラ米塚スコリア丘（2016 年 5 月 14 日，国土交通省
の協力により鳥井真之撮影）．地震動によって亀裂が生じている．
(Cover Photo) Oblique aerial photo of Komezuka Scoria cone of Aso caldera (photographed by
Dr. Masayuki Torii on May 14, 2016 with the cooperation of the Ministry of Land,
Infrastructure and Transport). Cracks are caused by seismic motion.
(裏表紙写真) 緩斜面の地滑りにより耕作地にプレッシャーリッジが形成されている
（厚真町幌里，2018 年 11 月 29 日，鳥井真之撮影）．写真左奥に滑落崖が存
在する（講演 4-02 参照）．
(Back Cover Photo) A pressure ridge is formed in the cultivated land by gentle slope landslide
(Horosato, Atsuma Town, November 29, 2018, photographed by Dr. Masayuki Torii).
Note sliding cliffs on the left side of the photo (see lecture 4-02).
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1-01 南阿蘇村立野に分布する先阿蘇火山岩類の鉱物化学組成
十川翔太1・長谷中利昭2・鳥井真之2・森 康3
Mineral compositions of pre-Aso volcanic rocks
distributed in Tateno district, Minami-Aso village
Shota Togawa1, Toshiaki Hasenaka2, Masayuki Torii2, Yasushi Mori3
1
2
3.

.GSST, Kumamoto University, Kumamoto 860-8555, Japan

.CWMD, Kumamoto University, Kumamoto 860-8555, Japan

Kitakyushu Museum of Natural History and Human history, Fukuoka 805-0071, Japan

We analysed the whole-rock composition and mineral composition of pre-caldera lavas distributed in Tateno
district, Minami Aso village in order to study their transition with time. We concentrated in a series of lava flows
from a large outcrop which appeared as the result of landslide caused by 2016 Kumamoto Earthquake. This outcrop
contains at least 12 lava units interbedded by soil and breccia. We sampled nine lava units and classified them into
three groups with distinct petrography and chemistry.
They include: 1. ol-cpx andesite, 2. ol-2px andesite, 3. ol-hb-2px andesite (ol: olivine, px: pyroxene, hb:
hornblende). They do not have a single trend in Haker diagrams, thus it is difficult to explain the chemical variation
by a simple process. Compositions of olivine, clinopyroxene and plagioclase from different lava flow units are
mostly in a similar compositional range. However, in details, they do not show systematic change with the bulk
composition of host rock. For example, olivine in L4-3 lava sometimes has reaction rim of clinopyroxene, and
the crystals show double peaks in Mg# histogram. The bulk composition of L4-3 lava is the poorest in MgO and
FeOtotal content among 9 lavas, although they are the most SiO2 poor. Plagioclase and clinopyroxene crystals of
L4-2 lava show a wide and scattered distribution in An# and Mg# histograms, and are different from others. Thus,
more complex processes are required to explain both bulk rock chemistry and mineral compositions of a series of
lava flows.

1. はじめに
先阿蘇火山岩類は先カルデラ期の火山噴出物であり，その分布域の大部分を溶岩が占めている
（小野・渡辺, 1985）
．先阿蘇火山岩類はカルデラ形成期以降の噴出物と比較してシリカ含有量に対す
る K2O の含有量に乏しいことが報告され（小野, 1983）
，その他の液相濃集元素についても乏しいこと
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が分かった（三好ほか, 2009）
．NEDO（1991）や松本ほか（1991）が報告した K-Ar 年代値に加えて，
我々は5試料の K-Ar 年代分析を行い，南阿蘇村立野地区（Fig. 1）には比較的新しい年代の岩石が分布
することを明らかにした．本研究では先カルデラ期のマグマだまりの物理化学条件を明らかにするた
め，溶岩試料の鉱物化学組成分析を行った．

Fig. 1. Air photographs of the study area west of Aso caldera in Tateno district. (Geospatial Information Authority
website)

2. 分析試料および分析結果
溶岩試料を採取した連続露頭の柱状図を Fig. 2に示す．各フローユニットの凡例は斑晶組合せに基
づいて作成した．Fig. 2のように採取した9つの安山岩溶岩試料は鉱物組合せにより3タイプに区分でき
る．タイプ名はそれぞれ ol-cpx タイプ，ol-2px タイプ，ol-hb-2px タイプである (ol: olivine, cpx:
clinopyroxene, 2px: orthopyroxene and clinopyroxene, hb: hornblende)．連続露頭周辺では粗面デイサイト
が報告された（古川ほか, 2009; 三好ほか, 2009）が，本研究では大部分の K2O の含有量に乏しい安山
岩に加えて粗面安山岩が認められた．K-Ar 年代測定値は L4-2から L4-9までで約7万年の時間間隙があ
ることを示した（長谷中ほか, 2018）
．
全岩化学組成は SiO2 = 52.98-57.57 wt.%であり，9試料はいずれも安山岩である． MgO 含有量は L46（ol-cpx タイプ）が最も多い（5.02 wt.%）
．一方で L4-3（ol-2px タイプ）は最もシリカに乏しいにも
かかわらず，MgO 含有量が最も少なく，Al2O3含有量に富む（22.67 wt.%）という特徴がある．全岩化
学組成は阿蘇カルデラ壁北西部の先阿蘇火山岩類の全岩分析を行った古川ほか（2009）や阿蘇外輪山
から広く先阿蘇火山岩類を採取した三好ほか（2009）の報告値と同じ組成範囲に入る．
L4-2（ol-hb 2px タイプ），L4-3（ol-2px タイプ）
，L4-6（ol-cpx タイプ）
，L4-9（ol-hb 2px タイプ）
の4試料について鉱物化学組成分析を行った．分析結果を Fig.4に示す．L4-3，L4-6，L4-9のかんらん
石はコア・リムのどちらも Mg# =68-72に組成が集中し単一ピークを示す．L4-2，L4-6，L4-9の単斜輝
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石はコア・リムともに Mg# =75-79に組成が集中し，L4-2は Mg# =73-86の組成幅があり L4-6，L4-9の
ような顕著な単一のピークを示さない．斜長石の化学組成は L4-9，L4-6は An＃ ＝74-79に，L4-3は An
＃ ＝82-86に組成が集中し，それぞれ単一ピークを示す．一方 L4-2の斜長石の化学組成は組成幅が広
く（An# =53-82）ピークを示さない．

Fig. 2. The columnar section of the continuous outcrop and bulk composition of these lavas. And the
photomicrograph of L4-2 (ol-hb-2px type). Abbreviations; hb: hornblende, ol: olivine, pl: plagioclase, cpx:
clinopyroxene, 2px: orthopyroxene and clinopyroxene.

3. 考察・まとめ
連続露頭の9枚の溶岩流試料の全岩化学組成は SiO2含有量が5 wt.%，MgO 含有量が2 wt.%，K2O 含
有量が1 wt.%の比較的狭い領域で変動している．本研究で鉱物分析を行った4試料を通して，かんらん
石，単斜輝石の Mg#, 斜長石の An#のヒストグラムのピーク値に著しく大きな違いはなかった． 個々
の鉱物データと全岩組成の関係を見ると，L4-3溶岩（ol-2px タイプ）に含まれるかんらん石 Mg#のダ
ブルピークは分化したマグマとやや未分化なマグマの存在，および両マグマ由来のかんらん石の存在
を示唆する．L4-3かんらん石に単斜輝石の反応縁を持つものがあることは，この考えを支持する．一
方，L4-2溶岩は ol-hb-2px タイプであり，9つの溶岩の組成トレンドのほぼ中央にプロットし，これよ
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り SiO2に富む溶岩は，ほぼ ol-hb-2px タイプ，これより SiO2に乏しい溶岩はほぼ ol-2px タイプである．
両者の混合によってかんらん石や斜長石の広い組成幅ができた可能性が考えられる．このような鉱物
組成と全岩組成の関係は，マグマ混合や混染作用の可能性を示唆しており，単純な結晶分化で一連の
溶岩流が形成されたのではないことがわかる．

Fig. 3. Histograms showing the Mg# of olivine and clinopyroxene and An# of plagioclase.
X axis shows number of analysed crystals.
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今回調査した連続露頭で一連に見える溶岩でも全岩組成や鉱物組成に違いがあり，場所によっては
組成ギャップがあり，異なる成因の溶岩が混在していることがわかった．
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1-02 先阿蘇火山岩類の岩石と年代：
カルデラ期への移行は何が要因となったか
長谷中利昭1,・鳥井真之1・十川翔太2
Petrology and chronology of Pre-Aso volcanic rocks:
What caused the transition of volcanism into caldera-forming one?
Toshiaki Hasenaka1, Masayuki Torii1 and Shota Togawa2
1

Center for Water Cycle, Marine Environment and Disaster Management, Kumamoto University,
Kumamoto 860-8555, Japan

2

Graduate School of Science and Technology, Kumamoto University, Kumamoto 860-8555, Japan

We compared the petrology and output rate of pre-Aso volcanic rocks with those of Aso-1 to Aso-4 pyroclastic
products. The goal is to find out physico-chemical parameters controlling the contrasting types of volcanism. PreAso volcanism is characterized by dominant lava flows and lava domes, whereas Aso-1 to Aso-4 caldera-forming
volcanism is characterized by dominant pyroclastic flows and co-ignimbrite ash (Ono and Watanabe, 1983). We
concentrated on the petrological and chronological study of pre-Aso volcanic rocks in the Tateno area, MinamiAso village, west of the caldera, because they represent the youngest stage, which shifted to the caldera-forming
stage.

Petrology
Almost all the pre-Aso volcanic samples from Tateno area are andesite. They all plot in the sub-alkaline field
except one latite sample (Togawa et al., 2018). Compared with Aso volcanic rocks of later stages, they are low in
potassium and other incompatible elements (Miyoshi et al., 2009; Togawa et al., 2018). Their phenocryst
assemblage varies from Ol+Cpx, Ol+Cpx+Opx, Ol+Cpx+Opx+Hb to Cpx+Opx+Hb. (Ol=Olivine,
Cpx=Clinopyroxene, Opx=Orthopyroxene, Hb=Hornblende) Olivine crystals sometimes have reaction rim of
pyroxenes. Hornblende crystals are often replaced by opacite, or opaque minerals. Both clear and dusty
plagioclase crystals often appear in the same thin sections. Predominance of andesite and disequilibrium
phenocryst pairs and reaction relations characterize rocks of pre-Aso stage. In contrast, rocks of caldera-forming
stage show bimodal compositions, represented by predominant dacite pumice and subordinate basaltic scoria.
Banded pumice which shows the mingling product of the two also occur.
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Chronology
Eight samples were dated by K-Ar method from Tateno area of Minami-Aso village. Their ages fall into the
range between 0.4 and 0.8 Ma, which corresponds to the most pre-Aso volcanism was most active (Miyoshi et al.,
2009). Lava flow samples from the eastern section, which forms the caldera rim, gives older age (0.5 – 0.8 Ma)
than those of the western section (0.4 – 0.5 Ma). In each section, stratigraphic position, as defined by altitude, and
the obtained age, agree.

Volume and output rate
Volume estimate of pre-Aso volcanic rocks is difficult. Their outcrops are limited, thus true thickness of the
geologic formation is difficult to obtain. Their distribution is not wel defined either, as it is only confirmed by
drilling cores or at deeply eroded gorges. From the columnar sections presented by Furukawa et al. (2009), we
estimate the average thickness of pre-Aso volcanic rocks as 500 m. Our knowledge of pre-Aso lava outcrops and
drilling cores in Tateno area indicates this to be an appropriate estimate. As they include soils, debris and tuff
breccia, dense rock equivalent were calculated by multiplication of 0.5 later. By looking at the locations of preAso volcanic rock outcrops in Miyoshi et al. (2009), we estimate the area as 40 km by 40 km, which is 3.5 times
that of the caldera area (25 km by 18 km). For large edifices such as Kura-dake and Tawara-yama, we added
another 500 m thickness and an area of 2 x 10 km x 10 km.
Total volume (km3) = (Avg. thickness) (Total area) + (Additional thickness) (Additional area)
= 0.5 x (0.5 x 40 x 40 + 0.5 x 2 x 10 x 10) = 450
The period for these pre-Aso volcanic rocks is between 0.8 ka and 0.4 ka, or 400,000 years.
Therefore, we obtained an average output rate of 450/400 km3/ky, or 1.1 km3/ky.
In contrast, average output rate for caldera-forming stage was calculated to be greater than this. The minimum
volume estimate of Machida and Arai (2003), i.e. 50, 50, 150 and 600 km3 was adopted. Dense rock adjustment
was not made, because of uncertainty and underestimation of volume of pyroclastic flow deposits and intra-caldera
tephra and lavas. The period of activity includes that of preparation for Aso-1, i.e. between 37 Ma and 27 Ma.
Thus, the average output rate for caldera-forming stage is
(50+50+150+600) / 280,000, or 3.0 km3/ky.
For comparison, average output rate for post-caldera stage is 1.5 km3/ky (Miyabuchi, 2009), which is not really
different from above values.

Tectonics
Takahashi (1995) argued that high magma production rate is not necessary to produce large-scale felsic
volcanism. Instead he showed low crustal strain rate that allow stable magma storage is essential. Using the data
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of Kamata (1989), he showed contrasting volcanism in the Hohi Volcacnic Zone: lava flow dominant voluminous
volcanism (5-1 Ma) changed to caldera-forming one (<1 Ma). During the period of 5 Ma to the present, the rate
of extension, or crustal strain rate decreased and enhanced the magma storage. Bacuase of this, he said, calderaforming eruptions of Yabakei, Imaichi and Yufugawa was prepared despite the fact that magma output rate
decreased.
Mahony et al. (2011) showed the relationship between volcanism and tectonics in Kyushu Island. Subduction
of the Philippines plate started around 5 Ma and the convergence direction changed from NNW to WNW around
2 Ma, and commenced the present arc-type volcanism. In this context, local change of crustal strain rate for a
short period between 27 ka and 9 ka is difficult to evaluate.

Argument and summary
We showed that at Aso area, magma output rate was not low during caldera-forming stage. Instead, it was
larger than those of pre-caldera stage. Low magma production rate of supply rate was not the cause of calderaforming eruption, and small crustal strain rate is difficult to consider. We have to reconsider Takahashi’s (1995)
hypothesis for the origin of large-scale caldera-forming volcanism in Aso.
Change of magma composition, from andesite with disequilibrium mineral assemblage, to dominant dacite and
subordinate basalt sometimes accompanying mingling texture, should give clue to the cause of caldera-forming
eruptions.
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1-03 阿蘇中央火口丘軽石 (ACP1 - 4) 組成の時間変化
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Temporal chemical variation of Aso central cone pumice (ACP1 - 4)
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After four gigantic pyroclastic eruptions, called Aso-1, Aso-2, Aso-3, and Aso-4, central cones were developed
and produced basaltic to rhyolitic lavas and tephras (Fig. 1). Aso central cone pumice 1~6 (ACP1~6; Takada,
1989) are key marker beds of post-caldera tephras (Takada, 1989). We analyzed melt inclusion in minerals and
volcanic glass by EPMA and FT-IR (Yasuda, 2011; 2015) in order to clalify the temporal chemical variation of
magma plumbing system after the caldera-forming eruptions.
At outcrop A0306 described by Miyabuchi et al. (2004) (N32°51’23.19”, E131°00’20.88”), we found ACP4,
olivine-rich scoria (ACP3/4 scoria), ACP3, ACP2, and AT tephra (Machida and Arai, 1976; 1992), in ascending
order. Brouillet et al. (2018) analyzed ACP1 pumice sampled at Janoo volcano. ACP4 was correlated with Tateno
lava (Miyabuchi, 2011). ACP3/4 Scoria beds, about 30 cm above ACP4, contains phenocrysts of olivine, clinopyroxene, orthopyroxene, and plagioclase. ACP3 contains phenocrysts of plagioclase, biotite, clinopyroxene, and
orthopyroxene, and was correlated with Takanoobane lava (Miyabuchi, 2011). ACP2 is the largest fallout tephra
after Aso-4 pyroclastic flow eruption, and the volume estimate was 2.21 km3 (Miyabuchi, 2011). The source is
Kusasenrigahama crater, which is located at the western part of Aso caldera, and the pumice fall is divided into
five fall units at the west of Aso caldera (Miyabuchi et al., 2004). ACP2 contains phenocrysts of plagioclase,
clinopyroxene, orthopyroxene, and Fe-Ti oxide. ACP1, often appearing as banded pumice, -contains phenocrysts
of plagioclase, clinopyroxene, orthopyroxene, and biotite.
Fig. 2 shows chemical composition of melt inclusion and volcanic glass in ACP1-4, ACP3/4 Scoria, and scoria
from Holocene cones (Nakadake, Kamikomeduka, Kishimadake, and Ojodake). The compositional trend of melt
inclusions in ACP1 is different from those in ACP2, ACP3, and ACP4. FT-IR (Yasuda, 2011; 2014) revealed
water content of melt inclusions in minerals of as follows, ACP2: H2O ≦2.8wt.%, ACP3/4 Scoria: H2O ≦ 3.8wt.%.

10

Proceedings of the International Meeting on Eruptive History and Informatics (2018, No.2)

By applying these data to Olivine- and Glass-based thermometer and Clinopyroxene-based thermobarometer
(Putirka, 2008), the temperature and pressure of magma reserver of ACP2 and scoria fall between ACP3 and ACP4
are estimated as follows. -ACP2; 900 ℃,- and 2 kbar, ACP3/4 Scoria; 1030 ~ 1100 ℃.

Fig. 1. Aso-4 火砕流噴火以降の火山活動史と大規模降下軽石（三好ほか，2013, Miyabuchi, 2011 に一
部加筆）
．青枠は今回の調査対象を示す．

阿蘇カルデラは，九州中央部に位置する東西18km，南北25km のカルデラで，Aso-1, 2, 3, 4 という大
規模火砕流噴火の後，中央火口丘群が形成され，玄武岩質～流紋岩質の火山活動が確認されている
(Fig. 1)．それらの噴出物の中で，阿蘇中央火口丘第一～第六軽石 (Aso Central cone Pumice

1~6; 略称

ACP1~6; 高田，1989) は，Aso-4 火砕流以降のテフラの鍵層として用いられている．演者らは，大規模
火砕流噴火以降のマグマだまりの変遷を見るために，ACP1~4 の間の軽石及びスコリア中の鉱物に含
まれるメルト包有物，火山ガラスを対象にEPMA分析，FT-IR 分析 (安田，2011; Yasuda, 2014) を行っ
た．
宮縁ほか (2004) の南阿蘇村喜多地区の露頭 (A0306; N32°51’23.19”, E131°00’20.88”) において，下位
よりACP4, カンラン石に富むスコリア (以下ACP3/4 Scoria)， ACP3, ACP2, AT tephra (町田・新井，1976,
1992) を確認した．ACP1 は，蛇ノ尾火山周辺で大きな軽石片で確認されている (Brouillet et al., 2018)．
ACP4 は立野溶岩と対応すると考えられる降下軽石 (Miyabuchi, 2011) で，斑晶鉱物として斜長石，単
斜輝石，直方輝石，鉄チタン酸化物を含む．ACP4 の 30cm 上位のACP3/4 Scoria層は，岩相より4つの
ユニットに区分でき，いずれのユニットにおいてもカンラン石，単斜輝石，直方輝石，斜長石を含む．
ACP3 は，斜長石，黒雲母，単斜輝石，直方輝石を含み，黒雲母流紋岩である高野尾羽根溶岩と対応
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していると考えられる (Miyabuchi, 2011)．ACP2 はAso-4 火砕流噴火以降で最大規模の火山活動 (VEI =
5; Miyabuchi, 2011)であり，カルデラ西部の草千里ヶ浜火山が噴出源である．阿蘇カルデラ西部では5
つのフォールユニットに区分でき（宮縁ほか，2004），軽石は斑晶鉱物として斜長石，単斜輝石，直
方輝石，鉄チタン酸化物を含む．ACP1 は斜長石，単斜輝石，直方輝石，黒雲母を含む． ACP1 ~ 4 ，
ACP3/4 Scoria, 及び4完新世に噴出したスコリア中の火山ガラス，メルト包有物組成を，Fig. 2に示す．
ACP2, 3, 4 のメルト包有物組成，火山ガラス組成は狭い領域にプロットされるのに対し，ACP3/4 Scoria, ACP1, 完新世のメルト包有物は幅広い組成範囲をとる． ACP2, 3, 4 のマグマだまりは均質な組成で
あるのに対して，ACP1, ACP3/4スコリア，完新世スコリアは不均質なマグマ供給系由来であることが
推定される．また，ACP1は組成がばらつき， K2O 含有量が他よりも高い．完新世スコリアのメルト
包有物は，ACP3/4 Scoria のメルト包有物とほぼ同じ組成トレンドを示す，一部K2O 含有量が高く，
ACP1 の組成範囲に入るものが求められる．
メルト包有物のFT-IR 分析によって，ACP2: H2O ≦ 2.8wt.%，ACP3/4 Scoria : H2O ≦ 3.8wt.% と含水量
を直接求めた．EPMA, FT-IR 分析で求められたメルト包有物の組成，含水量，ホスト鉱物の化学組成，
カンラン石－メルト包有物の地質温度計，単斜輝石－メルト包有物の地質温度圧力計 (Putirka, 2008)
を用いて，マグマだまりの温度・圧力を推定した．その結果はACP2: 900℃, 2.0 kbar，ACP3/4 Scoria:
1030 ~ 1100℃であった．今後，他のユニットの温度・圧力を推定して，マグマだまりの物理・化学条
件の変化を辿ることが期待される．

Fig. 2. ACP1~4 の降下軽石，ACP3/4 Scoria 及び完新世に噴出したスコリア中の鉱物に含まれるメルト
包有物の組成．ACP1 は Brouillet et al. (2018), ACP3 の火山ガラスは Torii et al. (2018), 完新世のスコ
リア中のメルト包有物は川口（2018, 私信）の分析値をそれぞれ使用．
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1-04 メルト包有物からみた阿蘇火山完新世玄武岩質マグマの
噴火準備過程と揮発性成分含有量
川口允孝1・長谷中利昭2・安田 敦3・外西奈津美3・森 康4
Pre-eruptive process and volatile contents of Holocene basaltic magma
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Remarkable progress has been made on geophysical and geochemical observations of Aso volcano (Sudo and
Kong, 2001; Sudo et al., 2006; Shinohara, 2013; Hata et al., 2016). However, petrological constrains for magma
plumbing system of recent activities are not enough, especially pre-eruptive conditions (temperature, pressure and
volatile contents). Holocene activities in Aso, especially after the eruption of Aso central cone pumice 1 (ACP1),
became mainly basaltic and limited in the Northwestern part of central cones and Nakadake youngest cone (Ono
and Watanabe 1985; Miyoshi et al., 2005; Miyabuchi 2017). Therefore, in order to obtain the information of preeruptive magma process and volatile contents, we collected the tephra of Kishimadake volcano as representative
products related to the eruption of Holocene basaltic activities (Nakadake youngest pyroclastic cone, 1.5 ka - ;
Kamikomezuka volcano, 3.3 ka; Ojodake volcano, 3.6 ka; Kishimadake volcano, 4.0 ka) and analyzed the bulk
rock, matrix glass, melt inclusion (MI) of minerals and host minerals (eruption ages of each volcano are based on
Miyabuchi and Watanabe, 1985 and Miyabuchi, 2010). Bulk rock compositions were determined by X-ray fluorescence spectrometry (XRF) at Kitakyushu Museum of Natural History and Human History by the method of
Mori and Mashima (2005). Major elements and sulfur (S) and chlorine (Cl) contents were determined for melt
inclusions, host minerals and groundmass glasses by SEM-WDS (JEOR-8800R) at the Earthquake Research Institute (ERI), University of Tokyo, and FE-SEM-EDS (JSM-5600) at Kumamoto University. Water concentrations
in melt inclusions were determined by Fourier transform infrared (FTIR) micro-reflectance spectroscopy at ERI
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following the procedures described by Yasuda (2011, 2014).
Kishinadake scoria (KSS) is porphyritic (approximately – 40 vol.% crystals based on visual roughly estimates
as plagioclase, clinopyroxene, olivine plus minor orthopyroxene and opaque minerals) and classified as basalt to
basaltic andesite of group Ⅶ (Miyoshi et al. 2005). Dusty zones and honeycomb texture are observed in plagioclase phenocrysts. Orthopyroxene phenocrysts are mantled by reaction rim of olivine and clinopyroxene. Aggregates of plagioclase, clinopyroxene, olivine and opaque minerals are commonly observed (Fig. 1a). The groundmass contains microlites of plagioclase, clinopyroxene, olivine and titanomagnetite. The groundmass of KSS occasionally shows the heterogeneous texture where crystals are relatively abundant (Fig. 1b).

(a)

(b)

1 mm

Fig. 1. Microscopic photographs of Kishimadake scoria (KSS). (a) A phenocryst aggregates of plagioclase,
clinopyroxene, olivine and opaque minerals under closs-polarized light. (b) A microlite-rich part of groundmass
where crystals are relatively abundant (circled by dashed line) under open-polarized light.

Pyroxene phenocrysts from KSS exhibit reverse zoning except plagioclase and olivine. Both normal and reverse
zorning are observed in plagioclase and olivine. MI compositions of phenocrysts vary from basalt to dacite and
divided into two compositionally different groups. One is mafic and sulfur-rich, and the other is felsic and relatively degassed (Kawaguchi et al., 2017). Mafic MIs are hosted in normal zoned (high-Fo) olivine. The sulfur
contents of MI tend to decrease with decreasing host-mineral An# or Mg# and increasing melt K2O content. Matrix
glass has intermediate composition between each group and almost degassed.
The reverse zoning and disequilibrium texture of phenocrysts from KSS indicate the magma mixing between
mafic group and felsic group (Sakuyama, 1984; Tsuchiyama, 1985). Pre-eruptive (after mixing) temperatures and
H2O contents were estimated based on a combination of a plagioclase-liquid hygrometer (Lange et al. 2009) and
olivine-saturated liquid geothermometer (Sugawara 2000; Medard and Grove 2008) following Sakuyama et al.
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(2014), and using rim compositions of plagioclase and groundmass glass compositions for estimates under the
crustal condition (Fig. 2). It indicates that pre-eruptive magma would be water-saturated ca. 1 kbar, similar depth
to C1 conductive anomaly area observed by geophysical investigations (Hata et al. 2016). C1 anomaly corresponds
to the main magma reservoir of Nakadake at 6 km depth beneath Kusasenrigahama crater estimated by Sudo and
Kong (2001) and Sudo et al. (2006). Therefore, we call it as C1 magma reservoir of Nakadake. The C1 magma
reservoir reached beneath the Kishimadake volcano (Sudo and Kong 2001; Sudo et al. 2006; Abe et al. 2010; Hata
et al. 2016). Thus, it suggests that the pre-eruptive magma reservoir of Kishimadake volcano was located at the
same or deeper depth compared with the observed C1 magma reservoir, and volatile-rich basaltic magma hosted
in high-Fo olivine originated from the deeper level than these magma reservoirs.

6.00

5.00

2 kbar, 8.5 km

Low velocity anomaly corresponding to
magma reservoir of Nakadake at 6 ± 3 km depth
beneath the Kusasenrigahama crater
(Sudo & Kong, 2001; Sudo et al., 2006)

H2O (wt%)

1.5 kbar, 6.4 km
4.00

3.00

1 kbar, 4.3 km

0.5 kbar, 2.1 km

C1 anomaly beneath
the Kusasenrigahama crater
(Hata et al., 2016)

KSS

C2 anomaly beneath
the Nakadake first crater
(Hata et al., 2016)

2.00

1.00
950

1000

1050
T (℃)
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Fig. 2. Pre-eruptive (after mixing) temperature and H2O content of Kishimadake scoria (KSS) calculated from
plagioclase rim and groundmass compositions based on a combination of plagioclase-liquid hygrometer (Lange et
al., 2009) and olivine-saturated liquid geothermometer (Sugawara, 2000; Medard and Grove, 2008) following
Sakuyama et al. (2014) under the crustal condition (0.1 – 0.5 GPa). The dashed contours are water saturation
isobars calculated following Moore (1998); depth in the crust is calculated assuming an average density of 2400
kg/m3. The allows show the range corresponding to the depth of the estimated magma reservoir by geophysical
techniques.

The phase diagram of most primitive melt constructed using MELTS program (pMELTS v.5.6.1; Ghiorso et
al., 2002) show that the crystale volume of magma reach over 50 vol. % at the estimated temperature using MI –
host mineral relationship when felsic group was trapped. It means the basaltic magma must become mush (Marsh,
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1981) consequence of crystallization if the temperature of magma decreased during ascent. The process such as
the adiabatic ascent of basaltic magma or remobilization of mush (Burgisser and Bergantz, 2011) is required for
the eruption. Modal composition of phenocrysts and disequilibirium texture suggests that most phenocrysts are
antecryst (Miller et al., 2007), which is already crystallized at shallow reservoir before the injection of basaltic
magma. Several observations (aggregate phenocrysts and microlite-rich part) support the possibility of crystal
mush remobilization of shallow magma reservoir．

阿蘇火山は地球物理学的および地球化学的な観測データが充実してきている（Sudo and Kong, 2001;
須藤ほか, 2006; Shinohara, 2013; Hata et al., 2016）一方で，物質科学的解析によるマグマの温度，圧力，
揮発性成分含有量等の制約条件が十分に得られていない．本研究では完新世に活動した玄武岩質マグ
マの斑晶および斑晶メルト包有物を用いて，揮発性成分含有量の推定および噴火直前の地殻内プロセ
スの検討を行った．完新世の火山活動は玄武岩質マグマの活動が主体で，特に4.1 kaの阿蘇中央火口
丘第１軽石（ACP1）の噴出以降の活動は現在活動中の中岳火山（最新期火砕丘；1.5 ka - ）と中央火
口丘群北西部（杵島岳火山; 4.0 ka，往生岳火山; 3.6 ka，米塚火山; 3.3 ka，上米塚火山）に限られる
（小野・渡辺，1985; 三好ほか，2005; 宮縁, 2017; 活動年代は宮縁・渡辺，1997; 宮縁，2010による）．
本研究では完新世の玄武岩質マグマの活動を代表する噴出物として杵島岳火山の降下スコリアを対象
とした．全岩化学組成分析には北九州自然史・歴史博物館の蛍光X線分析装置 (Philips2540/00 VRC) を
使用し，分析手順はMori and Mashima (2005) に従った．石基や鉱物，メルト包有物の微小領域分析は
東京大学地震研究所のSEM-WDS (JEOL-8800R) および熊本大学理学部地球環境科学教室のSEM-EDS
(JSM-5600) を使用した．含水量の測定には東京大学地震研究所の真空顕微赤外FT-IR分光光度計シス
テムを使用し，反射分光法（安田，2011; Yasuda, 2014）で行った．
杵島岳スコリア（KSS）の斑晶鉱物組合せは斜長石，単斜輝石，かんらん石，斜方輝石，不透明鉱
物（総斑晶量約40 vol. %）で，三好ほか（2005）のグループⅦに分類される．斜長石には蜂の巣状組
織や汚濁帯をもつものが存在し，斜方輝石は常にかんらん石と単斜輝石の反応縁をもつ．また時折斜
長石，単斜輝石，かんらん石，不透明鉱物からなる集斑晶を含む（Fig. 1a）．石基には斜長石，単斜
輝石，かんらん石，不透明鉱物の微斑晶が存在する．稀に石基中に高結晶度の領域が存在する（Fig.
1b）．
KSSの斑晶鉱物は，斜長石とかんらん石には正累帯したものが含まれるが，ほとんどが逆累帯して
いる．それらの斑晶メルト包有物は化学組成，特に硫黄含有量に対応して，高硫黄のMaficグループ
と低硫黄のFelsicグループの２つに大きく分けられる（Kawaguchi et al., 2017）．Maficグループは正累
帯したかんらん石にのみ捕獲されている．メルト包有物の組成は，ホスト斑晶のAn#，Mg#が高いほ
ど未分化で硫黄（S）に富む傾向がある．石基ガラスの組成はMaficグループとFelsicグループの両者
の中間的な組成をもち，ほとんど脱ガスしている．
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KSSの斑晶鉱物にみられる非平衡組織はマグマ混合が主要なマグマプロセスであることを意味する
（Sakuyama, 1984; Tsuchiyama, 1985）．石基ガラスと斜長石のリム組成から，Sakuyama et al. (2014) の
方法に従いかんらん石飽和メルト地質温度計（Sugawara, 2000; Medard and Grove, 2008）と斜長石―メ
ルト含水量計（Lange et al., 2009）を組み合わせて，噴火直前（マグマ混合後）の温度，含水量を見積
もった（Fig. 2）．得られた含水量の飽和圧力として， Hata et al. (2016）が報告したC1異常域に対応す
る深さが得られた．C1異常域はSudo and Kong (2001) や須藤ほか（2006）により推定された草千里ヶ
浜火口下約6 kmの中岳火山のマグマ溜りに相当する．したがって本論ではHata et al. (2016) のC1異常域
をC1マグマ溜りとして取り扱う．杵島岳火山はC1マグマ溜り上に存在していることから，少なくと
も 4.0 kaには現在の中岳と同等もしくはより深い位置にマグマ溜りが存在していた可能性がある．ま
たこのことから，混合前の硫黄に富んだ玄武岩質マグマ（Maficグループ）は中岳のC1マグマ溜り以
深に存在していたことが明らかになった．
最も未分化なメルト組成を用いたMELTSプログラム（pMELTS v.5.6.1; Ghiorso et al., 2002）による
相平衡計算の結果，メルト包有物から推定した斑晶の晶出温度ではマグマの結晶量は50 vol. %以上に
達する．このことは深部由来のMaficマグマが上昇過程で冷却された場合，斑晶鉱物の晶出によって
マッシュ（Marsh, 1981）を形成してしまい，噴火困難な状態になることを意味している．つまり玄武
岩質マグマが噴出するには，高温を保ったまま地表まで上昇する，またはすでに浅部に存在するマッ
シュの再流動（Burgisser and Bergantz, 2011）といったプロセスが必要であると考えられる．報告され
ている完新世の玄武岩質マグマの結晶量は44 - 51 vol. ％で，内訳は斜長石32 - 39 vol. %，単斜輝石7 - 9
vol. %，かんらん石1 - 2 vol. %，不透明鉱物1 - 2 vol. %，斜方輝石 - 1 vol. %である（三好ほか，2005）．
斑晶鉱物のほとんどが逆累帯していることから，多くは浅部ですでに晶出していたAntecryst（Miller et
al., 2007）であることになる．また集斑晶や石基の高結晶度領域もマッシュ状マグマ溜りの存在を示
唆している．以上の観察事実から，杵島岳火山の噴火は浅部のマッシュ状マグマ溜りを再流動化して
噴火に至った可能性が高い．
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1-05 阿蘇火山中岳で発生した2015年9月14日の爆発的噴火
宮縁育夫1・飯塚義之2・原 千穂子3・横尾亮彦4・大倉敬宏4
The September 14, 2015 explosive eruption at Nakadake first crater, Aso Volcano
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Nakadake Volcano, which is the only active central cone inside the Aso caldera, is one of the most active
volcanoes in Japan. The active crater (first crater) of Nakadake is occupied by a hot, hyperacidic (pH = 0.43) crater
lake during its calm periods (Miyabuchi and Terada, 2009; Ohsawa et al., 2010). During active periods, volcanic
activity of Nakadake first crater is characterized by continuous fallout of black sandy ash from a dark eruption
plume (Ono et al., 1995). In more active periods, strombolian eruptions have scattered red-hot scoriaceous clasts
around the vent. Moreover, phreatic or phreatomagmatic eruptions occurred in September 1979 and April 1990,
ejecting coarse lithic blocks and generating small low-temperature pyroclastic density currents around the crater
(Ono et al., 1982; Ikebe et al., 2008).
Following the November 2014-May 2015 magmatic activity (Yokoo and Miyabuchi, 2015), an explosive eruption occurred at Nakadake first crater on September 14, 2015. The sequence and causes of the eruption were
reconstructed from the distribution, textures, grain-size, component and chemical characteristics of the related
deposits, and video record (Miyabuchi et al., 2018). The eruptive deposits are divided into ballistics, pyroclastic
density current and ash-fall deposits. A large number of ballistic clasts (mostly < 10 cm in diameter; maximum
size 1.6 m) are scattered within about 500 m from the center of the crater. Almost half of the ballistics appear as
fresh and unaltered basaltic andesite rocks interpreted to be derived from a fresh batch of magma, while the rest is
weakly to highly altered clasts. A relatively thin ash derived from pyroclastic density currents covered an area of
2.3 km2 with the SE-trending main axis and two minor axes to the NE and NW. The pyroclastic density current
deposit (maximum thickness < 10 cm even at the crater rim) is wholly fine grained, containing no block-sized
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clasts. Based on the isopach map, the mass of the pyroclastic density current deposit was estimated at approximately 5.2 × 104 tons. The ash-fall deposit is finer grained and clearly distributed to about 8 km west of the source
crater. The mass of the ash-fall deposit was calculated at about 2.7 × 104 tons. Adding the mass of the pyroclastic
density current deposit, the total discharged mass of the September 14, 2015 eruption was 7.9 × 104 tons. The
September 14 pyroclastic density current and ash-fall deposits consist of glass shards (ca. 30%), crystals (20-30%)
and lithic (40-50%) grains. Most glass shards are unaltered poorly crystallized pale brown glasses which probably
resulted from quenching of juvenile magma. This suggests that the September 14, 2015 event at the Nakadake first
crater was a phreatomagmatic eruption although the eruption is one order of magnitude smaller in eruptive volume
than the September 6, 1979 and April 20, 1990 eruptions. These events highlight the potential hazard from phreatic
or phreatomagmatic eruptions at Nakadake first crater, and provide useful information that will assist in preventing
or mitigating future disasters at other similar volcanoes worldwide.
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2-01 熊本地震，阿蘇火山と別府―島原地溝帯
趙 大鵬
The 2016 Kumamoto earthquake, Aso volcano and the Beppu-Shimabara graben
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E-mail: zhao@tohoku.ac.jp

We investigated detailed 3-D P and S wave velocity (Vp, Vs) and attenuation (Qp, Qs) structures of the crust
and upper mantle beneath the source area of the 2016 Kumamoto earthquake (M 7.3). A large number of highquality P and S wave arrival times and t* data are collected carefully from seismograms of 742 local earthquakes
recorded at 112 seismic stations in North Kyushu (Wang & Zhao et al., 2017). The 742 earthquakes occurred in
the crust and the subducting Philippine Sea (PHS) slab during June 2002 to June 2016, including 108 Kumamoto
aftershocks. The velocity tomography method of Zhao et al. (1992) is applied to determine the 3-D Vp and Vs
models, and the attenuation tomography method of Liu & Zhao (2014) is applied to determine the 3-D Qp and Qs
models. Our results reveal significant lateral heterogeneities in the crust and upper mantle beneath the Kumamoto
source area. Significant low-Q zones are revealed in the crust and upper mantle wedge beneath the volcanic front,
which reflect arc magma-related high-temperature anomalies caused by a combination of corner flow in the mantle
wedge and fluids from the PHS slab dehydration (Fig. 1). A clear low-Q zone is revealed in the fore-arc mantle
wedge, which also shows up as a prominent low-velocity (low-V) zone with a high Poisson’s ratio. We consider
that this low-V and low-Q zone reflects fore-arc mantle serpentinization due to abundant fluids from the PHS slab
dehydration. The mainshock hypocenter of the 2016 Kumamoto earthquake is located in a high-Q and highvelocity (high-V) zone in the upper crust underlain by low-Q, low-V, and high-σ anomalies in the lower crust and
upper mantle. This feature indicates that the Kumamoto earthquake occurred in the brittle seismogenic layer in the
upper crust, which is triggered by fluids from upwelling flow in the mantle wedge (Fig. 1).
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Fig. 1. Vertical cross-section of images of seismic attenuation (Qp and Qs), seismic velocity (Vp and Vs), Poisson’s
ratio (σ), Qp/Qs, and seismicity along profile A-A’ shown in the inset map. The scales of the six physical
parameters are shown at the bottom. The areas with less than 150 rays passing by (i.e., hitcount < 150) are masked.
The blue dashed lines denote the upper boundary of the subducting PHS slab, the red triangles denote active
volcanoes, and the red stars are the 2016 Kumamoto mainshock (M 7.3) and two major foreshocks (M ≥ 6.0). The
white dots show crustal earthquakes (M ≥ 3.0) during June 2002 to July 2016 within a 10-km width of the profile,
whereas the white circles show the seismicity (M ≥ 2.0) during June 2002 to July 2016 within a 10-km width of
the profile in the subducting PHS slab. The red dots denote low-frequency microearthquakes within a 10-km width
of the profile. After Wang & Zhao et al. (2017).
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Fig. 2. The same as Fig. 1 but vertical cross-sections of Vp, Vs and Poisson’s ratio images along the five profiles
shown in the inset map. The purple dotted lines in the map and the purple bar atop the cross-sections denote the
range of the Beppu-Shimabara graben. The black open star in the cross-section D-D’ denotes the hypocenter of
the 2016 Kumamoto earthquake (M 7.3). After Zhao et al. (2018b).
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A high-resolution model of 3-D Vp tomography of the crust in the Kumamoto earthquake area is determined
by applying the reflection tomography method of Zhao et al. (2005) to a large number of arrival times of first P
waves and reflected P waves from the Moho discontinuity (PmP). The PmP data are collected from original
seismograms of the Kumamoto aftershocks and other local crustal events in Kyushu (Wang & Zhao et al., 2018).
Detailed resolution tests show that the addition of the PmP data can significantly improve the resolution of the
crustal tomography, especially that of the lower crust. Our results show that significant low-V anomalies exist in
the entire crust beneath the Aso volcano and other active volcanoes, which may reflect the pathway of arc magma.
The 2016 Kumamoto earthquake occurred at the edge of a small low-V zone in the upper crust. A significant
low-V anomaly is revealed in the lower crust beneath the source zone, which may reflect the arc magma and fluids
ascending from the mantle wedge. These results suggest that the rupture nucleation of the 2016 Kumamoto
earthquake was affected by fluids and arc magma, similar to other large earthquakes in the volcanic areas of the
Japan Islands (Zhao, 2015; Zhao et al., 2018a).
To better understand the seismotectonics in Kyushu and the formation of the Beppu-Shimabara graben (BSG)
where the 2016 Kumamoto earthquake occurred, we determined high-resolution tomographic images of the
Kyushu subduction zone, with a focus on the BSG and the Kumamoto source zone (Zhao et al., 2018b). The 2016
Kumamoto mainshock occurred in a high-V and low-s zone in the upper crust underlain by low-V and highanomalies in the upper mantle, indicating that in and around the Kumamoto source zone, strong structural
heterogeneities relating to active volcanoes and magmatic fluids exist, which might have disturbed the stress field
and changed the mechanical strength of the active faults, and so affected the seismogenesis in the BSG. Along the
BSG, low-V and high-s anomalies do not exist everywhere in the upper mantle but mainly beneath the active
volcanoes, suggesting that hot mantle upwelling is not the main cause of this rift zone. The formation of the BSG
was caused by joint effects of the northward extension of the opening Okinawa Trough, westward extension of the
Median Tectonic Line, and hot and wet upwelling flow in the mantle wedge beneath active volcanoes.
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mantle upwelling. Earth and Planetary Science Letters, 485, 121-129.
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2-02 姶良カルデラの地盤変動，地震活動，地下構造
井口正人1・八木原 寛2・為栗 健1・山本圭吾1・澁谷拓郎3
Ground deformation, seismicity and underground structure of Aira caldera, Japan
Masato Iguchi1, Hiroshi Yakiwara2, Takeshi Tameguri1, Keigo Yamamoto1, Takuro Shibutani3
1

Sakurajima Volcano Research Center, Disaster Prevetion Research Institute, Kyoto University, Kagoshima 8911419, Japan
2
3

Research and Eduction Center for Natural Hazards, Kagoshima University, Kagoshima 890-0065, Japan

Research Center for Earthquake Prediction, Disaster Prevetion Research Institute, Kyoto University, Kyoto
611-0011, Japan

Aira caldera is located in south Kyushu Japan, and a caldera forming eruption occurred 29k years BP. There
are two volcanoes in the caldera; Wakamiko submarine volcano, which has emitted volcanic gas continuously
from the sea bottom with a depth of 200 m and Sakurajima, of which eruptive activity started 26k years BP, as a
post-caldera cone. The ground of South Kyushu widely subsided associated with a plinean eruption of Sakurajima
in 1914. The center of subsidence was located in Aira caldera, with the maximum subsidence reached 0.8 m in
land area. After the eruption, the ground turned uplifting. The uplifting of the ground amounts 0.73 m until now.
Major magma reservoir of Sakurajima is located in the center of Aira caldera. Eruptive activity of the volcano is
tightly related to storing magma in the major reservoir. Pressure source inducing the ground deformation is estimated to be located at depths 10-13 km in the center of Aira caldera by using data of dense precise leveling and
cGNSS. Total amount of uplifting corresponds to increase magma volume of 2 km3.
VT earthquakes distribute in the direction from NE to SW in the caldera. Most of the earthquakes are concentrated in Wakamiko and Sakurajima volcanoes with depts shallower than 5 km. Deeper VT earthquakes are
located SW part of Sakurajima. Seismicity of deep LF at depths 20-40 km are active beneath the Wakamiko volcano and Sakurajima’s SW part, where the seismicity of dLF is the most significant. 3D tomography of Vp and
Vs and receiver function analysis show that anomalous structure corresponds to hypocenter and pressure source.
At depth shallower than 10 km, Aira caldera is mostly occupied by low velocity zone, however, VT earthquakes
are located in higher velocity zone. Contrast of Vp and Vs is clearer in deeper than 10 km. Low Vs zone is located
in the center of Aira caldera, and this corresponds to pressure source beneath the Aira caldera.
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2-03 ベイズ統計学入門
稲倉寛仁1
Introduction to Bayesian Statistics
Hirohito Inakura1
1

West Japan Engineering Consultants, Inc., Fukuoka 810-0004, Japan

ベイズ統計学についてどのような印象があるだろうか？ 条件付き確率で掛け算を沢山やって確率
を小さくしているだけではないか？あるいはそもそもなんか胡散臭いと思っている方も数多くいるだ
ろう．事実，ベイズ統計学はその胡散臭さ所以に歴史があるにも関わらず，一度は闇に葬り去られた
学問である．しかしながら，その胡散臭さは人間的でもあり，コンピュータやインターネットが高度
に発達しAIが急速に注目される現在では，ベイズ統計学は色々な場面で活用されている．電子メール
の迷惑メールのフィルタリング，インターネットの検索，WEBページの中の広告などがそれにあた
る．今回の発表では，そんなベイズ統計学の歴史を紐解くと共に，ベイズ統計学の中核をなす「ベイ
ズの定理」について，小島（2015）にもとづいて紹介する．

1. ベイズ統計学の歴史
統計学の誕生はおよそ1600年代に遡り，サイコロ，トランプあるいはクジにおいて如何に科学的
（？）に勝利を収めるかを探求するというある意味金儲けのため学問であった．そうした流れの中，
1700年代になってイギリスの牧師であったトーマス・ベイスの「確率の考え方におけるある問題の解
放に関する考察」という論文で，ベイズ統計学は産声をあげる．もっともこの論文はお蔵入りしてい
た彼の遺稿であり，それを世の中に知らしめたのは，彼の友人であるリチャード・プライスである．
彼の「偶然論におけるー問題を解くための試論」という論文においてベイズ統計学がやっと表舞台に
現れる．ベイズやプライスが提示した問題をフランスの数学者のピエール・シモン・ラプラスが解い
て，近代数学にふさわしい形式にまとめた．後述するベイズの定理も，ラプラスに端を発するという
見方に強い．このような比較的歴史ある学問にあるのにも関わらず，ベイズ統計学は20世紀初頭に構
築されたスタンダードな統計学（ネイマン・ピアソン統計学）に駆逐され，いったんは表舞台から姿
を消す．批判は，ベイズ統計学の推定が主観確率という胡散臭い概念を基礎に計算されていることに
集中した．しかしながら，第二次世界大戦中にイギリス軍がベイズの考え方を使って，ナチスの暗号
解読に成功する．このことは，今日のインターネットやGPSのようにしばらく軍事機密であったが，
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公開が許されることによって急速に注目を浴びることになる．さらに1950年代になって，サベージと
いう統計学者が，主観確率を伝統的な確率論と調和させることに成功したことを皮切りに，ベイズ統
計学は復活の狼煙をあげた．その後，ベイズ統計学には高い実用性があることが分かってきて（デー
タ数が少なくても役に立つ），軍事関係者の間におけるミサイルの信頼性評価や医学の研究でも用い
られるようになった．1996年には，マイクロソフト社のビル・ゲイツが，ベイズ統計学の専門技術に
よって競争で優位に立っていることを新聞で語ったことにより，ベイズ統計学が急速に注目を浴びる
ことになる．さらに，ゲイツは2001年に，「21世紀のマイクロソフトの戦略はベイズである」と高ら
かに宣言した．現在，ベイズ統計の考え方はグーグルやアマゾンといった大手IT企業が挙って活用し
ており，我々は意識しないうちにインターネットを通してベイズ統計学の世界にどっぷり浸かってい
るのである．

2. ベイズの定理
ベイズ統計学は，ベイズの定理に基づく統計学であり，

𝑝(𝐴|𝐵) =

𝑝(𝐵|𝐴)𝑝(𝐴)
𝑝(𝐵)

に基づき展開される．このとき，Aという事象が発生する確率（p(A)）を事前確率（prior probability），
Bという事象が起こった時にAという事象が起こる条件付き確率（p(A|B)） を事後確率（posterior probability），p(B|A) を尤度と言う．ベイズ統計学では観測事象（観測された事象B）から推定したい事柄
（それが起因である原因事象A）を，確率的な意味で推論する．重要な点は，ベイズ統計学では，こ
れら確率を導入する際に必ずしも多くのデータを必要とせず，問題を扱う本人自らが確率を設定する
こともあるという点である．後者の確率を主観確率と言うが，この点がベイズ統計学いわば胡散臭い
点である．また，ベイズ統計学では入ってくる情報に関して瞬時に反応して自動的に推測をアップデ
ートする学習機能を持ち合わせている．以上の説明はベイズ統計学の本で教科書的に書かれている事
柄であり，文章や数式を見てもよく分からないのが正直なところであろう．発表当日は幾つかの具体
的な事例をもとにベイズの定理を説明する．

Reference
小島寛之（2015）完全独習ベイズ統計学入門．ダイヤモンド社，288p.
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2-04 火山学・火山ハザード評価・火山リスク評価における
確率論的手法の最近の進展
ウィリー・アスピノール
Recent advances in probabilistic methods for volcanology, and volcanic hazard
and risk assessment
Willy Aspinall
School of Earth Sciences & Cabot Institute, University of Bristol; Aspinall & Associates, UK.
E-mail: willy.aspinall@Bristol.ac.uk / willy@aspinall.associates

With any volcano, significant uncertainties inevitably exist in relation to understanding its past and its
evolution, and in attempting to forecast future behavior. Procedures for eliciting expert judgments and recent
developments in Bayesian graphing and numerical techniques, which can be used for evaluating the evidential
value of volcanological data and information, offer a joint methodology for appraising the implications of related
uncertainties on a reasoned, quantitative probabilistic basis. This talk will illustrate some applications in volcano
unrest and eruption crises (e.g. Wadge and Aspinall, 2014; Aspinall & Woo, 2014), and will outline advances in
Bayesian Belief Network (BBN) computing as a tool for analyzing ambiguous, sometimes contradictory,
monitoring observations and their implications for decision support. This is particularly important for rationally
combining different types of monitoring data: merging disparate or conflicting information sources is
mathematically complex, and relying on simple statistical models can easily produce misleading findings (e.g.
Cooke & Wielicki, 2018). Structured expert elicitation can help inform such probabilistic analyses, and also
provide a basis for assessing potential volcanic impacts at safety-critical facilities, such as nuclear power plants
(NPP) or radwaste facilities (e.g. Scourse et al., 2017); a new case history concerning possible influences of
volcanic ash on NPP operations will be described. The goal of this presentation is to offer a brief introduction to
some of the foundational concepts and probabilistic principles.

References
Aspinall W.P., G. Woo (2014) Santorini unrest 2011–2012: an immediate Bayesian belief network analysis of
eruption scenario probabilities for urgent decision support under uncertainty. Journal of Applied Volcanology
3[1]:12, doi:10.1186/s13617-014-0012-8

31

Proceedings of the International Meeting on Eruptive History and Informatics (2018, No.2)

Cooke, R. M., B. Wielicki (2018) Probabilistic reasoning about measurements of equilibrium climate sensitivity:
combining disparate lines of evidence. Climatic Change: 1-14; doi: 10.1007/s10584-018-2315-y
Scourse, E., et al. (2017) Expert judgement elicitation: application to science issues in siting facilities for geological disposal of nuclear waste. Ch. 18 in: Geological Repository Systems for Safe Disposal of Spent Nuclear
Fuels and Radioactive Waste (eds. Apted, M. & Ahn, J.), Elsevier, 529-550.
Wadge, G., W. P. Aspinall (2014) A Review of Volcanic Hazard and Risk Assessments at the Soufrière Hills
Volcano, Montserrat from 1997 to 2011. The Eruption of Soufriere Hills Volcano, Montserrat, from 2000 to
2010. (eds. G. Wadge, B. Voight and R. E. A. Robertson). London, Geological Society Memoir 39: 439-456
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3-01 大雪火山，過去 3 万年間の噴火活動
佐藤鋭一1・安田裕紀2・和田恵治3
Eruptive History of Taisetsu volcanic group,
central Hokkaido, Japan, during the past 30,000 years
Eiichi Sato1, Yuki Yasuda2 and Keiji Wada3
1

Institute for Promotion of Higher Education, Kobe University, Tsurukabuto 1-2-1, Nada-ku, Kobe 657-8501,
Japan
2

3

Research Center for Inland Seas, Kobe University, Rokkodai 1-1, Nada-ku, Kobe 657-8501, Japan

Earth Science Laboratory, Hokkaido University of Education at Asahikawa, Hokumon-cho 9, Asahikawa 0708621, Japan

大雪火山は，北海道の中央部に位置する第四紀火山群である（勝井・他，1979）．その活動は噴出
物の K-Ar 年代値から約 100 万年前から開始したと考えられている（NEDO，1990）
．約 3 万年前には
活動の中で最大規模の御鉢平カルデラ形成噴火が生じ，山麓に火砕流を流出させ，石狩川や忠別川な
どの流域を最大で 200 m の厚さで埋めた（勝井・他，1979）．御鉢平カルデラ形成後は，噴火の中心
を南西に移した．約 2 万年前からは旭岳で活動を開始し，旭岳では現在も活発な噴気活動が生じてい
る．本研究では，過去 3 万年間の噴火活動として，大雪火山で最大規模の噴火である御鉢平カルデラ
形成噴火と最新の火山体である旭岳に注目して噴火史の概要を示す．

御鉢平カルデラ形成期の噴火活動
御鉢平カルデラは大雪火山の中央に位置する直径約 2 km の小型のカルデラである．御鉢平カルデ
ラ起源の噴出物として，山麓にはプリニー式噴火による降下軽石と火砕流堆積物が確認できる（勝井
・他，1979，1988；佐藤・和田，2010；Yasuda and Suzuki-Kamata, 2018）．火砕流堆積物はカルデラの
北東から北西方向，さらに南西方向に広く分布しており，従来，噴出時期に大きな差はなく堆積した
と考えられてきた（勝井・他，1979）．しかし，最近の研究で，火砕流堆積物中に含まれる軽石中の
ホルンブレンド斑晶と輝石斑晶（直方輝石斑晶とオージャイト斑晶）の量比で 2 種類に分類できるこ
とが明らかとなり，火砕流を流出した噴火イベントが 2 回あったことが指摘された（佐藤・和田，
2011，2012）．佐藤・和田（2012）は，これらの火砕流堆積物のうち，輝石斑晶が多く含まれる軽石
に富む火砕流堆積物を Px-type 火砕流堆積物，ホルンブレンドが多く含まれる軽石に富む火砕流堆積
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物を Hb-type 火砕流堆積物とした．また，佐藤・和田（2011）では，忠別川沿いの天人峡の露頭で，
Hb-type 火砕流堆積物の溶結部分を含む，2 次堆積物を Px-type 火砕流堆積物が覆うことから，少なく
とも Hb-type 火砕流堆積物が溶結するだけの時間があり，その後，Px-type 火砕流が堆積したと考え
た．安田・他（2015）は，山麓に堆積する 2 種類の火砕流堆積物の残留磁化を測定し，残留磁化方向
の違いから Hb-type 火砕流と Px-type 火砕流の流出時期に少なくとも 100 年以上の差があることを示し
た．Yasuda and Suzuki-Kamata (2018) の最新の研究によって，山麓ばかりでなくカルデラ近傍の詳細な
地質調査が行われ，特に Px-type 火砕流が発生する直前の噴火活動についても明らかにされた．今後，
Hb-type 火砕流の活動も含めて，御鉢平カルデラ形成に関する詳細な噴火史の解明が期待できる．

旭岳の噴火活動
御鉢平カルデラ形成後，噴火の中心が南西に移動し，旭岳サブグループの活動が始まったと考えら
れている（石毛・中川，2017）
．石毛・中川（2017）は，熊ケ岳，後旭岳の活動後，旭岳が活動した
と考えた．佐藤・和田（2007）は，旭岳の噴火活動を溶岩流出によって成層火山体の下部を形成した
時期（ステージ1）
，爆発的な噴火と溶岩の流出によって成層火山体の上部を形成した時期（ステージ
2）
，さらに水蒸気噴火が主体のステージ3 に分けた．近年，石毛・中川（2017）によって，佐藤・和
田（2007）のステージ1 においても爆発的な噴火が生じており，火砕丘を成長させながら溶岩を流出
させていたことが示された．最新の噴火について，石毛・他（2018）は地層として残る規模での噴火
として，約 700 年前の小規模な水蒸気噴火があったことを示した．その一方で，旭岳の表層には 4 枚
の広域火山灰が堆積しており（和田・他，2001）
，最も上位にある樽前山1739年噴火の火山灰の上位
に局所的であるが，旭岳起源と思われる火山灰が確認できた（和田・他，2003）．今後さらなる地質
調査が必要と思われるが最新の噴火が1739年以降の可能性もあるかもしれない．

謝 辞
地質調査に関して，現地自然保護官事務所，教育委員会および営林署にご協力頂きました．本研究
には，東京大学地震研究所の共同利用である「地震・火山噴火の解明と予測に関する公募研究」の研
究費の一部を使用しました．これらの方々に感謝致します．
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3-02 古地磁気方位からみた大雪山御鉢平カルデラの噴火史
安田裕紀1・佐藤鋭一2・鈴木桂子3
Eruptive history of the Ohachidaira Caldera, Taisetsu Volcano Group,
inferred from paleomagnetic data
Yuki Yasuda1, Eiichi Sato2, and Keiko Suzuki-Kamata3
1
2
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Institute for Promotion of Higher Education, Kobe University, Kobe 657-8501, Japan
3

Kobe Ocean-Bottom Exploration Center, Kobe University, Kobe 658-0022, Japan

北海道中央部に位置する大雪山は，安山岩質–デイサイト質の溶岩ドームや成層火山が折り重なっ
た第四紀火山群である．大雪山中央にある成層火山頂部には，大雪山史上最も規模の大きな爆発的噴
火によって形成された直径2 km の御鉢平カルデラがある．このカルデラの形成については，溶結凝灰
岩（層厚< 220 m）が山麓に広く分布し，東部では降下軽石層を直接覆うことから，噴煙柱を伴う爆発
的噴火によって軽石が降下堆積した後，火砕流が大量に流出し給源にカルデラができた，と考えられ
てきた（国府谷・他，1966；勝井・他, 1979）
．しかし2000年代に入って，山麓に分布する火砕流堆積
物は岩石学的に異なる2つに分類できることが，軽石のモード組成から明らかになった（若佐・他，
2006；佐藤・和田，2012）；佐藤・和田（2012）は輝石斑晶に富む軽石で構成される火砕流堆積物を
Px-type，角閃石斑晶に富む軽石で構成されるほうを Hb-type とした．ただし，2つの火砕流堆積物の層
序を直接観察できる露頭が見つかっていなかったため，両者の時間的関係はよく分かっていなかった．
安田・他（2015）はこの問題を解決するために，火砕流堆積物間で古地磁気方位の比較を行っ
た．火砕流堆積物は形成時に，数10年から数1000年の周期で永年変化する地磁気の方位を古地磁気方
位として記録するため，古地磁気方位の比較から形成時期の同異を推定できる．古地磁気方位測定用
の試料採取は，Hb-type 火砕流堆積物について7地点，Px-type 火砕流堆積物について6地点で行っ
た．各地点で6–20個の試料から特徴的な残留磁化（ChRM）を分離し，ChRM 地点平均方位を求めた
後，それらを火砕流堆積物ごとに平均した．その結果，Hb-type 火砕流堆積物の古地磁気方位は N=7,
D=-27.1°, I=66.3°, α95=2.7°，Px-type 火砕流堆積物のそれは N=6, D=19.8°, I=67.5°, α95=4.6°となり，これ
ら2方向は有意に異なる．したがって，大雪山山麓に分布する2つの火砕流堆積物は，時代の異なる別
々の噴火の噴出物であることが，古地磁気学的に証明された．
われわれは最近，Px-type 火砕流を噴出した3万4千年前（石毛・中川，2017）のカルデラ噴火のより
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詳しい推移を知るために，大雪山山頂部の御鉢平カルデラ周辺を調査し，給源近傍堆積物の古地磁気
方位を包括的に調べた．その結果，カルデラ周辺に認められる火砕堆積物は，層序・岩相・構成物の
観点から4つの噴火堆積物に分けられ，各々異なる古地磁気方位を記録していることがわかった．4つ
うち最も若い層雲峡噴火堆積物は，唯一，その古地磁気方位（N=5, D=22.1°, I=68.8°, α95=1.8°）が Pxtype 火砕流堆積物のものと一致し，Px-type 火砕流堆積物の給源近傍相だと考えられる．この給源近傍
相は，SK-A から-E までの5つのグループに細分され，下位から降下軽石（SK-A）
，最盛期の火砕流
（SK-B），火道崩落に伴う石質角礫岩（SK-C），降下スコリア（SK-D），火砕流（SK-E）である
（Yasuda and Suzuki-Kamata, 2018）．従来，3万4千年前のカルデラ噴火の推移については，山麓の露頭
情報に基づいて，降下軽石の堆積に引き続いて火砕流が発生した，というシンプルな噴火シークエン
スが立てられていた．しかし，本研究の結果，実際のカルデラ噴火はより複雑であったことが明らか
になった．
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3-03 伊豆諸島神津島火山の最新期の噴火堆積物とその年代
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Kozushima Volcano is an active volcano located in the northern part of Izu Islands, and composed of ryolitic
lava domes and pyroclastic cones. At the event of Tenjo-san eruption (AD 838) which is the latest eruption of
Kozhisima Volcano, pyroclastic surge and pyroclastic flow ran and coverd all over this island, prior to the
formation of Tenjo-san lava dome.
Kozushima volcano consists of basement lava flows (Kannon’ura, Menbo, Sanuka-yama, Hashiruma,
Nagahama etc.), and lava domes on them. These lava domes contain edifices (Tenjo-san, Jyogo-yama, Nachi-san)
in the central part of island, isolated lava domes and volcanic chains (221 m and 262 m lava dome, Kobe-yama Hanadate-yama lava dome chain and Takodo-yama – Matsuyamabana Nagatsusaki volcanic chain) distributed
north and south across the edifices. On the basis of these eruption ages, we estimate that the long-term eruption
history of Kozushima volcano tended to repeat the active period and the inactivity period of several thousand to
ten thousand years. Eruptions in the period of ca. 30 ka to ca. 25 ka could be characterized by the frequent
occurrence of large eruptions such as pycoclastic eruptions covering the entire island and formation of large lava
domes of the central part of Island. After the inactive period of about 20,000 years, the active period, the latest
stage activity, has started at ca. 3 ka.
In this study, we found out three traceable layers of pyroclastic deposits between Tenjosan tephra and Cb-A
tephra (tephra II, III, and IV, in desending order). According to the result of the ages and chemical compositions
of the ejecta, the eruption of tephra II may have accompanied the activity of Kobe-yama - Hanadate-yamathe lava
dome chain. Regarding tephra III and IV, the sources may be Jyogo-yama or a pyroclastic cone on it.
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1． はじめに
神津島火山は，伊豆諸島北部に位置する流紋岩溶岩ドームと同質の火砕丘群からなる活火山であ
る（Fig. 1）
．その最新噴火である天上山噴火（西暦838年）では，神津島中央部を構成する天上山溶岩
ドームが形成されるとともに，それに先立って噴出した火砕サージ・火砕流は神津島全島を覆い，ま
た，降下火砕物は伊豆諸島北部の各火山島や富士・箱根・伊豆半島を含む南関東から近畿地方に至る
広範囲で確認されている（杉原ほか，2001；McLean et al., 2018等）．
天上山噴火が発生した9世紀は，伊豆諸島北部の各火山で噴火が多発した時期であり，新島向山噴
火（西暦886年）までの50年程度の間に，伊豆大島 N3，三宅島三池，伊豆大島 N2，新島久田巻・阿土
山，伊豆大島 N1等の大規模な噴火が発生した（津久井，2016）．また，三宅島2000年噴火では，山頂
から西～北西方向にマグマの貫入が進行し，その延長にあたる神津島・新島周辺で群発地震（最大規
模 M 6.4）が発生した（酒井ほか，2001）．このようなことから，これらの地域の火山活動には連動を
誘発するメカニズムが存在する可能性が示唆される．
我々は，伊豆諸島各島の噴火ハザード評価に向けた噴火履歴調査を進めており，特に神津島及び
新島の流紋岩火山は，近隣の島にも深刻な影響を及ぼすハザードが発生する可能性があることから，
中長期の噴火履歴を解明するだけでなく，その噴火特性の時空間変化を多様なスケール（地域性，連
動性等）で把握することが重要である．
本発表では，噴火履歴に係る知見が特に乏しい神津島火山を対象に，これまでの調査から推定さ
れる火山体形成史とともに，今回発見した最新期の噴火堆積物の年代等について報告する．

2. 神津島火山の火山体形成史
航空レーザ測量データを利用し作成した1 m DEM をもとに解析した陰陽図をベースとして，立体
地形判読及び地表地質調査から作成した地質図（平面図及び断面図）を Fig. 1及び Fig. 2に示す．
神津島火山は，陸上火山体の土台をなす比較的開析が進んだ溶岩類（基底溶岩：観音浦，面房，
砂糠山，走る間，長浜等）とこれらに載る溶岩ドーム群で構成される．溶岩ドーム群は，神津島中央
部に累重する火山体（天上山，じょうご山，那智山）とそれをはさんで北部と南部に分布する孤立し
た溶岩ドーム及び火山列（北部：221m 溶岩ドーム，262m 溶岩ドーム，神戸山－花立山溶岩ドーム，
南部：高処山－松山鼻・長っ崎火山列）で構成される（名称は，谷口，1977：一色，1982：横山ほか，
2004：伊藤ほか，2018を参照）．一方，火砕堆積物は，秩父山テフラ（菅ほか（1992）によって秩父
山 A（Cb-A）
，秩父山 B（Cb-B）に細分）及び天上山テフラが島内全域に厚く分布することが知られ
ていたが（谷口，1977）
，我々が進めている一連の研究によって， Cb-B は那智山火山体等の形成過程
に噴出した那智山テフラ群に含まれる火砕堆積物，一方，Cb-A は高処山－松山鼻・長っ崎火山列の
活動期において，大沢溶岩ドームの形成に先立って噴出した火砕堆積物であることが，各火山体との
被覆関係や化学組成等より示された（村田ほか，2018；伊藤ほか，2018）．
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各噴出物の年代は，ESR 法，14C 法，火山ガラスの水和法，FT 法等によって求められており，基底
溶岩は約64ka 以前（観音浦（走る間，砂糠山含む？）
）と約52ka～約35ka（長浜，面房）の各時期に
噴出し，これらに載る溶岩ドーム群は，基底溶岩の噴出時期に一部重なるように，約50ka～約48ka
（221 m 溶岩，262 m 溶岩），約32ka～約24ka（那智山，じょうご山，高処山－松山鼻・長っ崎火山列）
，
約3.4ka 以降（神戸山－花立山火山列，天上山）に段階的に噴出したと考えられる（Fig. 3）
．
これらの噴火年代より，神津島火山の長期的噴火履歴は，数千年間～１万年間程度の活動期（間
欠的噴火とその間の休止期で構成）と活動停止期を繰り返す傾向が認められる．特に，約30ka～約
25ka の期間は，神津島中央部～南部を給源とする噴火によって島全体を覆う火砕噴火や巨大な溶岩ド
ームを形成するといった大規模な噴火が頻発したことで特徴づけられる．その後，2万年間程度の長
い休止期を挟んで，現在は約3千年前に始まった活動期（最新期活動）に位置付けられると考えられ
る．最新期活動では，神津島北部～中央部の地域で，神戸山－穴の山－花立山火山列及び天上山の噴
火が比較的短い間に発生したと考えられる．

Fig. 1. Location map and Geological map of Kozushima Volcano.We used the IN-YOU-ZU (Patent (Pat. No.
4379264) of Aero Asahi Corporation) generated from 1m resolution LiDAR DEM acquired by Geographical
Survey Institute (GSI) for geomorphogical analysis.
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Fig. 2. Schematic geological cross sections in the N-S and EW directions.
(developed with referemce to Isshiki (1982), Suga et al. (1992), Ito et al. (2018) etc.)

Fig. 3. Age chronology of edifice estimated in Kozushima Volcano by the dating method using ESR dating of
quartz, Hydration layer of obsidians,

14

C, FT and tephrochronology (developed with referemce to Suga et al.

(1992), Yokoyama et al. (2004) and Ito et al. (2018), Murata et al. (2018)).
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3. 天上山噴火以前の最新期の噴火堆積物とその年代
神津島火山の最新期活動を代表する西暦838年天上山噴火は，噴火初期に爆発的な火砕サージ・火
砕流が発生し神津島全体を覆った後，それに前後して火砕丘及び溶岩ドームが形成されたと考えられ
る．一方，天上山噴火の前後には，火砕堆積物を伴う噴火の存在はこれまで知られておらず，神津島
火山の最新期活動初期に位置づけられる神戸山－花立山火山列についても噴火推移等が関する知見が
ないことから，最新期活動の開始時期，噴火場所・様式等について不明確な点が多い．
本調査では，神津島全体に広く分布し，また，層序・層相及び火山ガラスの化学組成によって識別
可能な Cb-A テフラと天上山テフラを鍵層として，これに挟まるローム層中に含まれる噴火堆積物の
有無及びその産出状況等に着目して地表地質調査を行った．また，気象庁観測点「神津島天上山西」
で採取されたボーリングコア試料（火山噴火予知連絡会コア解析グループ，2011）（以下，JMA_Br）
も現地で観察し，主に噴火堆積物を対象に試料を採取し分析に用いた．
(1)

噴火堆積物の産状・年代

これまでの調査より，天上山テフラと Cb-A テフラとの間に追跡可能な火砕堆積物を３層（上位よ
りテフラⅡ，テフラⅢ，テフラⅣ：テフラⅠは天上山テフラに対応）発見した．また，JMA_Br にお
いて，天上山テフラと Cb-A テフラの間の約1 m 程度のローム層中に火山礫混じりの火砕堆積物（テフ
ラⅡに対比）を確認した（Fig. 4）
．以下に，各テフラの産状等を示す．
テフラⅡは，那智山上から神津島北部の花立山，262 m 山及び221 m 山付近にかけて分布する火砕
堆積物であり，層厚数 cm～20cm 程度のガラス質細粒火山灰からなるが，神津島北部では変質したシ
ルト及びそれに伴って火山礫や地面にめり込んだ産状を示す火山岩塊（径40 cm 以上）を伴う（Fig. 5）
．
那智山北部（Loc. ⑮）では，下位のローム層中に山火事によると考えられる炭が密集しており，その
14

C 年代として1300±20 yr.BP（PLD-36721）［較正年代値：664-722 cal AD（63.9%），741-768 cal AD

（31.5%）
］が得られた．
テフラⅢは，那智山上を中心に分布する火砕堆積物であり，パッチ状・偽礫状～層厚10 cm のガラ
ス質の細粒火山灰で特徴づけられる．那智堂東（Loc. ⑧）では，細粒火山灰中に径1 cm 程度の軽石を
僅かに含み，全体に不明瞭な層理を伴う．那智山上で層厚が大きい傾向があるが，浸食等により同層
準が欠落することが多いことから層厚分布の把握は困難である．
テフラⅢは，神津島全域で確認できる層厚10 cm～数10 cm の火砕堆積物であり，明瞭な層を形成せ
ず，ローム層中にガラス質粗粒火山灰が密集～混在する産状を示す．特に，テフラⅡやテフラⅢを確
認できない神津島南部では，天上山テフラ～Cb-A テフラ間のローム層中に粗粒火山灰の濃集層とし
て確認でき，本層中に粗粒火山灰を団粒状に含むこと，また層位が，天上山テフラに近接する場合や
Cb-A テフラに近接する場合があり定まっていないことから，神津島南部でテフラⅢと記載した粗粒
火山灰は砂丘堆積物の可能性もある．
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Fig. 4. Columler sections for the pyroclastic depositsits between Tenjo-san and Cb-A in the Kozushima Volcano.

Fig. 5. Photograph of outcrops at the Loc.⑮ and Loc. ⑯
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(2)

鉱物組成，火山ガラスの屈折率・主成分化学組成

各テフラの鉱物組成，火山ガラスの屈折率及び主成分化学組成を Fig. 6及び Fig. 7に示す．
大規模噴火による火砕堆積物（天上山，Cb-A，Cb-B（那智山テフラ））に着目すると，各テフラに
共通して黒雲母が含まれ，わずかに閃石類（角閃石，カミングトン閃石）も含まれるが，天上山テフ
ラには閃石類は含まれない．また，火山ガラスの屈折率は1.495-1.498を示すことが多いが，上位のテ
フラほど低屈折率を示す傾向がある．さらに，主成分化学組成では，Cb-A は K2O 含有量が多く，CaO
含有量が少ないことで，天上山テフラ及び Cb-B テフラと識別できる．
テフラⅡ～テフラⅣに着目すると，これらは黒雲母を主体として閃石類をわずかに含んでおり，火
山ガラスの屈折率は1.494-1.449を示すが，テフラⅡは低屈折率を示すとともに高屈折率側にも幅広い
値を有する．主成分化学組成では，テフラⅢ及びテフラⅣは K2O 含有量が少なく，CaO 含有量が多い
特徴を有するほか，テフラⅡは Cb-A に比べても，K2O 含有量が多く CaO 含有量が少ない特徴を有す
る．一方，神津島北部に位置する穴の山溶岩ドームの麓斜面を構成する火砕サージ堆積物は，黒雲母
及び閃石類を含み，火山ガラスの屈折率は1.494-1.498を示むことから，テフラⅡ～テフラⅣと類似す
る．また，火山ガラスの主成分化学組成は，K2O 含有量と CaO 含有量でバイモーダルな特徴を有し，
テフラⅡの特徴とテフラⅢ及びⅣの両特徴を有する．なお，JMA_Br で確認した天上山テフラと Cb-A
テフラとの間のローム層中に挟在する火山角礫層もテフラⅡと概ね類似した特徴を有する．
(3)

テフラⅡ～Ⅳの給源

テフラⅡは，穴の山溶岩ドームの麓斜面を構成する火砕サージの鉱物組成，火山ガラスの屈折率と
類似し，また主成分化学組成もその範囲内に収まる．また，その年代は層序的に７世紀～９世紀と考
えられ，穴の山を含む神戸山－花立山火山列の活動年代（Fig. 3）と整合的である．また，テフラⅡは，
神戸山－花立山火山列に近い神津島北部（那智山北部，221 m 及び262 m 溶岩ドームにおいて，火山
岩塊及び火山礫を伴う堆積物として確認できることが多いことから，テフラⅡは神戸山－花立山火山
列の活動に関連して噴出したと考えられる．
テフラⅢ及びテフラⅣは，Cb-B（那智山テフラ群）と類似した鉱物組成，主成分化学組成を示す．
那智山テフラ群は那智山火山体の形成に伴って噴出したものであることから，火山ガラスの化学組成
の特徴が給源の地域性を示すものと仮定すれば，テフラⅢ及びテフラⅣの給源は神津島中央部（天上
山，那智山付近）に想定され，その候補として，じょうご山やその上に載る火砕丘（櫛ヶ峯軽石丘：
谷口，1977）が挙げられる．
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Fig. 6. Characteristics of mineral composition (biotite, hornblende and Cummingtonite) and volcanic refractive
index of voncanic glass in major locations.
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Fig. 7. Major element compositions of volcanic glass within each tephra layer (Tenjo-san, Anano-yama pyroclastic
surge, Tephra II, Tephra III, Tephra IV, Cb-A, Cb-B etc.).
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4. 今後の課題
テフラⅡ～テフラⅣの層序・層相，年代，化学組成等に関するデータを拡充し，個々のテフラの給
源や噴火様式・推移を解明するとともに，神津島火山の最新期活動の位置づけ（開始時期，噴火特性）
を明らかしたいと考えている．そして，天上山噴火につながる前駆的活動としての観点から，これら
の噴火メカニズム等の検討を進めたいと考えている．
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3-04 東・東南アジアの地質情報総合データベースの構築:
CCOP 地質情報総合共有プロジェクト
宝田晋治1・Joel Bandibas1
Constructing a comprehensive geoscience database in East and Southeast Asia:
CCOP Geoinformation Sharing Infrastructure for East and
Southeast Asia (GSi) Project
Shinji Takarada1 and Joel Bandibas1
Geological Survey of Japan, AIST, site 7, 1-1-1, Higashi Tsukuba 305-8567, Japan

The CCOP Geoinformation Sharing Infrastructure for East and Southeast Asia (GSi) project is one of the
most important activities currently implemented by CCOP. The main objective of the project is to develop a webbased system for the sharing of geoscience information among the CCOP countries. The information system will
also make geoscience information in the CCOP region easily accessible. The website of the GSi system is officially
opened to the public on the first day of the 3rd CCOP GSi International Workshop, Langkawi, Malaysia. More than
570 data from 11 countries are currently available on the GSi system through the portal sites.

1. Introduction
The scope of the GSi project is to (1) compile various geoscientific information in the CCOP (Coordinating
Committee for Geoscience Programmes in East and Southeast Asia; http://www.ccop.or.th/) member countries and
construct a database on the open Web using world standard formats and GIS (Fig. 1), (2) promote digitization of
geoscience data in the CCOP member countries at a high-quality level, and (3) establish a comprehensive
geoinformation database and infrastructure in Asia. The project aims to share various geoscientific information on
the GSi system, such as geological maps, geohazards, geophysical, mineral resources, geo-environment,
groundwater, topographic maps and remote sensing data, with others in the world (Fig. 2). The duration of the
project is from 2015 to 2020. The first version of the GSi system was officially opened to the public at the 3rd
CCOP GSi International Workshop in Langkawi, Malaysia, from September 18 to 20, 2018 (Fig. 3).

48

Proceedings of the International Meeting on Eruptive History and Informatics (2018, No.2)

Fig. 1. The main portal site of the GSi System (https://ccop-gsi.org/main/).

Fig. 2. The concept of the CCOP Geoinformation Sharing Infrastructure Project.
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Fig. 3. Work plan of the CCOP Geoinformation Sharing Infrastructure Project.

2. Major goals of the CCOP GSi project
The major goals of the GSi project are classified into four: (1) geoinformation sharing, (2) delivery of
geoscience knowledge to society, (3) international standardization, and (4) capacity building. Geoinformation
sharing aims to enhance the collaboration and communication among the CCOP member countries, to establish
the comprehensive database in East and Southeast Asia, to make data archive, to promote digitization, and to
provide data analysis tools on the web. Delivery of geoscience knowledge to society aims to make geoscience
information relevant and useful for society, to increase user accessibility, to provide the information on hazard
mitigation and geo-environment, to make geoscience data freely available and understandable to users, and to
provide visualization tools and data for outreach programs. International standardization aims to promote interoperability using OGC (Open Geospatial Consortium)-based standards and web services (e.g., Web Map Service
(WMS), Web Processing Service (WPS), Web Feature Service (WFS), Web Coverage Service (WCS), and Web
Map Tile Service (WMTS)), to use Free and Open Source Software (FOSS), to increase the transparency of
geological survey activities, and to collaborate with other projects such as Onegeology. Capacity building aims to
hasten the transfer of WebGIS and database technology to the countries that need them through a training course,
workshops, and the publication of cookbooks and online training materials.
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3. CCOP GSi main and portal sites
The GSi main portal site (Fig. 1) provides web-based functions for spatial data rendering and analysis using
WMS and WPS, respectively. It can also be used to download data in several formats (KML, PNG and PDF). The
system follows the standard model of the Spatial Data Infrastructure (SDI). The system also provides the interface
for the creation of a customized WebGIS portal for spatial data viewing and processing. Currently more than 15
portal sites including member country’s sites, CCOP Groundwater, ASEAN Mineral Resources, and OneGeology
covering East Asia are available (Figs. 4 and 5).

Fig. 4. The portal site of the Geological Survey of Japan (https://ccop-gsi.org/gsi/gsj_webgis/).

Fig. 5. OneGeology Portal covering East Asia (https://ccop-gsi.org/gsi/onegeologyasia/).
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More than 420 maps are saved on the GSi system. The maps includes the following: 1:10M-1:50k geological
maps, 1:1M-1:200k seamless geological maps, 1:10k-1:50k geological map of volcanoes, 1:10k-1:50k hazard
zoning maps (earthquake, liquefaction, tsunami, volcano, flood and landslide), 1:1M seismotectonic map, 1:50k
coastal erosion map, 1:250k Quaternary geology map, 1:1M geochemical map, 1:1M magnetic anomaly map,
1:750k-1:1M groundwater map, 1:50k hot spring distribution map, 1:250k-1:1M mineral resources map, ASTER
satellite data, 1:100k road map, and 1:50k city map. Rendered data can be seen using GIS software and other Web
Mapping Service clients (Fig. 6). Mobile version of GSi system is also available (Fig. 7).

Fig. 6. 1:200k Seamless Geological Map of Japan displaying on QGIS software using WMS.

Fig. 7. The mobile version of COOP GSi main site (https://ccop-gsi.org/gsi-mobile).

Currently, the GSi project has four cloud servers, which are the CCOP GSi, GSJ Geoinfo, Geological Agency
of Indonesia, and MGB servers. The GSi system will also host and provide data for some applications and data
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analysis tools. Several mobile applications related to seismic and geological hazard mapping, field data capture
and spatial data analysis are being developed.
Collaborating with other projects such as OneGeology, ASEAN Mineral Resources projects, and those
implemented by CCOP such as Groundwater, CCS-M, 1:1M Harmonized Geological Map and KIGAM
Unconventional Oil & Gas Resources Project is in progress.

4. CCOP GSi international workshops
The GSi project was initiated by the CCOP member countries in 2015. The kick-off meeting was held from
September 1 to 2, 2015 in Bangkok, Thailand. The 1st CCOP GSi International Workshop was held in Solo,
Indonesia, from September 20 to 22, 2016. The project plan, data policy and future strategies were discussed in
the meeting and workshop. The GSi system was introduced during the 52nd Annual Session in Bangkok, Thailand,
from October 31 to November 3, 2016.
The 2nd International Workshop was held at Luang Prabang, Lao PDR, from December 5 to 7, 2017, cofunded by the Ministry of Energy and Mines (MEM), Lao PDR (Fig. 8). Twenty-two (22) participants from the
CCOP member countries (Cambodia, Japan, Republic of Korea, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Papua New
Guinea, Philippines, Thailand and Vietnam) including the staff of the Department of Geology and Minerals (DGM)
of MEM and CCOP TS attended the workshop. The future activities and strategy of the project were discussed. A
training on mobile applications and field data capturing system was conducted.

The 3rd International Workshop was held in Langkawi, Malaysia, from September 18 to 20, 2018, co-funded
by the Department of Mineral and Geoscience (JMG), Malaysia (Fig. 9). Forty-three (43) participants from the
CCOP member countries (Cambodia, Indonesia, Japan, Republic of Korea, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Papua
New Guinea, Philippines, Thailand and Vietnam) including the staff of JMG and CCOP TS attended the workshop.
The GSi main portal and customized portal sites (Figs. 10-20) are officially opened to the public on the first day
of the workshop. The important activities in the next two years, specific goals, mobile system, GSi country portals,
development team, hazard information system, natural resource information system, and collaboration with other
major spatial information-related projects were discussed.
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Fig. 8. The 2nd CCOP GSi International Workshop at Luang Prabang, Lao PDR.

Fig. 9. The 3rd CCOP GSi International Workshop at Langkawi, Malaysia.
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Fig. 10. The portal site of DGMR, Cambodia,

Fig. 11. The portal of Geological Agency, Indonesia,

https://ccop-gsi.org/gsi/cambodia/

https://ccop-gsi.org/gsi/idn/

Fig. 12. The portal of KIGAM, Korea,

Fig. 13. The portal of DGM, Lao PDR,

https://ccop-gsi.org/gsi/kigam1000/

https://ccop-gsi.org/gsi/Lao/

Fig. 14. The portal of JMG, Malaysia,

Fig. 15. The portal of DGSE, Myanmar,

https://ccop-gsi.org/gsi/mys_ccopgsi_portal/

https://ccop-gsi.org/gsi/myanmar/
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Fig. 16. The portal of MRA, Papua New Guinea,

Fig. 17. The portal of MGB, the Philippines,

https://ccop-gsi.org/gsi/pngwebgisportal/

https://ccop-gsi.org/gsi/phl_mgb

Fig. 18. The portal of PHIVOLCS, the Philippines,

Fig. 19. The portal of DMR, Thailand,

https://ccop-gsi.org/gsi/phivolcs/

https://ccop-gsi.org/gsi/thailand/

Fig. 20. The portal of GDGMV, Vietnam, https://ccop-gsi.org/gsi/vietnam/

5. Conclusions
The GSi Project aims to construct comprehensive Asian geoscience database and infrastructure in
collaboration with the CCOP member countries to promote (1) geoinformation sharing, (2) delivery of geoscience
knowledge to society, (3) international standardization, and (4) capacity building. The 3rd CCOP GSi International
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Workshop was held in Langkawi, Malaysia in September 2018. The website of the GSi system was officially
opened to the public on September 18, 2018. More than 570 data and 15 portal sites are available from 11 countries.

参 考: 産総研プレスリリース (2018年9月18日)
東・東南アジア地域の各種の地質情報を共有する総合システムを公開
－CCOP 地質情報総合共有プロジェクト－
https://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2018/pr20180918/pr20180918.html
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3-05 深層学習を用いた災害関連キーワードの画像への
自動ラベル付け機能の開発
廣重法道・鶴田直之（福岡大学)
Development of a function to automatically label disaster related keywords from images
using deep learning technology
Norimichi Hiroshige and Naoyuki Tsuruta (Fukuoka University)
はじめに
2016年（平成28年）4月に熊本県を中心に発生した熊本地震の災害関連の画像や諸情報を管理する
熊本震災ミュージアム DB を昨年度，福岡大学にて構築した．更に，関係者より入手した画像データ
などを試験的に登録したところ，以下2点の問題が指摘された．
1点目は，入力すべき情報項目が多いことから１件ごとの登録に手間がかかることであった．この
問題については，複数ファイルの一括登録機能や画像の Exif 情報を利用する機能により解決を図ると
いう別の取組みを進めている．因みに，Exif 情報とは，カメラで画像を撮影する際に，緯度経度情報，
撮影日時情報など多くの情報が画像に自動的に記録されている情報のことである．
2点目は，画像を登録者が実際に見ながら写っている災害関連キーワード（以下，タグ情報と記載す
る）を抽出する段階で，登録操作者により抽出の判断や精度が異なること，また長時間作業を進める
中で，同一登録者でも判断の一貫性が変わってくるという問題であった．
熊本震災ミュージアム DB を人々が利用する際には，主に地図から検索するか，このタグ情報から
検索することが予想されるため，タグ情報の一貫性確保は重要であり，この点で2点目の問題は大き
な課題である．そこで，この問題を解決するため，画像から写っているものを自動的に検出すること
ができる Darknet という Deep Learning のフレームワークを利用し，熊本震災ミュージアム DB に利用
する機能の開発に着手したので紹介する．

関連研究
熊本震災ミュージアム DB について
熊本震災ミュージアム DB とは，熊本地震の震災関連の画像や諸情報を保存するためのデータベー
スである．熊本地震に関しては，多くの方が写真，動画，各種資料など数多くのデータを所有してい
るが，それらは基本的には所有者毎に分散されて管理されている．熊本震災ミュージアムは，それら
データを一括管理し，そのオリジナリティを確保することを目的している．
また，登録された画像などは，撮影された緯度経度を属性として有しているため，地図上で検索で
きることも特徴の１つである．
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本 DB (2017年度版) が管理する情報項目は，表１の通りである．

表１．登録データ1件に付与される管理情報項目
項目
1.ファイル名
2.件名
3.作成日
4.作成者
5.コメント
6.カテゴリ

7.ファイル形式
8.タグ
9.位置情報

内容
記録（写真，動画，など）のファイル名
ピン上やデータ一覧画面で表示され，デ
ータの概要を把握できる名前
撮影日
撮影者
震災データに関する備考など
以下から選択（地学，動物・鳥，昆虫，
花・植物，風景，建物・施設，被災地情
報，その他）
8項目から選択（写真，動画，音声デー
タ，PDF など）
震災データに関するキーワード
緯度経度．

登録方法
手入力
手入力
手入力
手入力
手入力
プルダウンメニュー選択

プルダウンメニュー選択
手入力
地図上でピンを手動で設定

ユーザはパソコンのブラウザより，本システムにアクセスできる．熊本震災ミュージアム DB サー
バ内では，MongoDB という NOSQL タイプのデータベースにて，登録された各種データを保存・管理
する．システム構成図は図１の通りである．

図１．熊本震災ミュージアム 2017年度版 システム構成図

Deep Learning による画像認識技術について
画像認識とは，画像の中に写っている対象物の特徴（形，大きさ，色など）を抽出し，分析・識別
して，対象物が何であるかを判別する技術である．具体的なツールとしては，いろいろなものが提案
・提供されているが，今回は Deep Learning フレームワークとして一般公開されている Darknet を採用
した．実際にある画像を Darknet にかけた場合のサンプルを図２に示す．
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図２．Darknet による画像認識の事例

実現にあたっての課題
システムの概要構成
画像の大きさやサーバの性能にも依存するが，一般的に Darknet 処理は，画像1枚の検出処理に数十
秒の処理負荷がかかること，また GPU という装置を装備したサーバの方が大幅に処理時間を短縮でき
ることから，熊本震災ミュージアム DB サーバとは別の独立した専用サーバとした（図３）
．

図３．熊本震災ミュージアム 2018年度版 システム構成図

最適環境の検討
Darknet を実行した際の内部処理は，大きく３つのステップからなり，それぞれの処理の特徴は表２
のようになる．
表２からわかるように，トータルの処理時間は，GPU 有りの場合6～11秒程度，GPU 無しの場合16
秒～41秒程度となり，GPU をサーバに実装することにより処理時間を短縮できることが分かった．
当初，GPU の複数台設置の検討も候補に挙げていたが，１台でも実用的であることが判明したので，
GPU 複数台設置の検討は止めている．
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表２．Darknet 内部処理
処理ステップ
1.畳み込みステップ

処理時間
5～10秒程度

2.学習データのローディングス
テップ
3.検出作業ステップ

1秒以内
GPU 無し：
10～30秒程度
GPU 有り：
0.01 ～ 0.05 秒 程
度

特徴
CPU の cc 使用率=ほぼ100%状態．GPU
の使用率は低い．メモリは5-10GB 程度
を占有する．

GPU 無し：
CPU の cc 使用率は80-100%
GPU 有り：
CPU の cc 使用率は高くない．
GPU を利用すると，1000倍程度のスピ
ードアップとなる．

※測定環境：CPU：Intel Core i5-6600K（4core）, メモリ：32GB, GPU=Nvidia GTX-1080を利用し
た．また，サンプル画像はファイル容量が1MB～5MB 程度の画像を使用した．

畳み込みステップについては，CPU の性能に依存していることから，コア数が多い CPU やより高
性能な CPU を使用すると時間短縮できる可能性がある．但し，現時点では GPU 利用によりトータル
処理時間をだいぶ短縮できているので，畳み込みステップの時間短縮の検討については，優先順位を
落としている．

サーバ間通信方式の検討
例えば，ユーザが１００枚の画像を一括で，熊本震災ミュージアム DB に登録した場合，タグ自動
検出サーバでは，Darknet 処理に600秒～1100秒の処理時間が必要となる（図４）
．もし，ブラウザや熊
本震災ミュージアム DB サーバ側が，Darknet 処理が完了するまで待つという同期処理方式にすると，
ユーザの操作性が低下するので，非同期処理方式が適切と思われる．

図４．同期処理方式時の処理シーケンス
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非同期処理方式の場合，熊本震災ミュージアム DB サーバが100枚の画像のタグ自動検出サーバに処
理依頼した後，レスポンスを待つことなく次の処理を進めるため，ユーザもブラウザを開いたまま待
つ必要はない（図５）．数秒おきにタグ情報自動検出サーバから，1枚目画像のタグ情報，2枚目の画
像のタグ情報，3枚目…と熊本震災ミュージアム DB には送られてくるので，登録作業者は1枚目の画
像について，「件名」
「コメント」などどうしても人が入力すべき情報項目について，登録作業を進め
ることができる．

図５．非同期処理方式時の処理シーケンス

地震災害に特化した学習データの作成
公開されている Darknet ソフトウエアに添付されている学習データを利用すると，人のほかに動物
や車など多くの物体を識別できる．熊本震災ミュージアム DB はいろいろな分野の人が利用すること
を想定している．例えば，避難所の様子を研究する人は，人や動物が写っている写真を検索すると思
われるので，この汎用学習データを利用してタグ情報を抽出することは有用である．
しかし一方で，地割れや家屋倒壊など，地震災害に特有の事象もできるだけ検出・識別できるよう
にしたいが，そのためには，地震災害に特化した学習データの作成が必要である．一般的に学習デー
タを新たに作成するためには，その事象が写った画像を用意し，その事象部分を人手で範囲指定をし
た訓練データ画像を多数準備する必要がある．その数は，システム提供者によれば，約1000枚が基本
的に必要とのことである．
1000枚の訓練データ画像を作成することは，物理的にも作業コスト的にも無理がある．そこで，よ
り少ない学習画像で，地震災害学習データを作る場合に，どの程度の枚数の学習画像を用意すれば良
いか，目安を確立することも１つの課題である．
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Darknet パラメータ調整
公開されている Darknet ソフトウエアを利用する場合に，いくつかのパラメータが存在する．通常
は標準値で十分な物体・事象の判別が可能であるが，このパラメータを調整すれば，更に精度を高め
られる可能性があり，評価する価値がある．

まとめ
本機能に関しては，2018年度中に開発しサーバ公開することを目標として開発中である．

引用文献
[1] 舛谷拓也，熊本震災ミュージアムデータベースと阿蘇ジオパークデータベースの構築と利便性の
向上に向けた改良，2018
[2] Joseph Chet Redmon，Darknet 関連ページ(https://pjreddie.com/darknet/)
[3] darknet で MNIST を学習する(https://qiita.com/ashitani/items/7744954f5dbb0419d955)
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4-01 霧島火山，韓国岳の噴火史
石田真聖1・田島靖久2・筒井正明1・小林哲夫3
Eruptive history of Karakunidake Volcano, Kirishima Volcano Group, Japan
Masato Ishida1, Yasuhisa Tajima2, Masaaki Tsutsui1 and Tetsuo Kobayashi3
1
2

DIA Consultants Co., Ltd., Yoshino-cho 2-272-3, Kita-ku, Saitama 331-0811, Japan

Research and Development Center, Nippon Koei Co., Ltd., Inarihara 2304, Tsukuba, Ibaraki 300-1259, Japan.
3

Research and Education Center for Natural Hazards, Kagoshima University, Korimoto 1-21-40, Kagoshima
890-0065, Japan

１．はじめに
九州南部に位置する霧島火山は，北西－南東方向に連なる約20の火山体の総称であり，韓国岳はそ
の最高峰（1700 m）をなす．霧島火山の最初の地質学的研究は小田（1922）であり，沢村・松井
（1957）は地質の記載とともに火山地質図を公表した．その後，遠藤・小林ローム研究グループ
（1969)はテフロクロノロジーの手法でテフラと火山体の関係を議論し，韓国岳起源のテフラを小林軽
石（以下，Kr-Kb と略記）と命名した．またその下位に位置するスコリア層を，飯盛山起源と推定し
た（飯盛山スコリア）．それ以降，同様な手法による研究が行われ，霧島火山の噴火史の全体像が解
明されてきた（Imura, 1992; 井村，1994；長岡ほか，2010；Nagaoka and Okuno など）
．なお奥野（2002）
は Kr-Kb 直下の土壌の14C 年代測定を行い，16.7 cal kBP の年代を報告した．最新の火山地質図は2001
年に公表された（井村・小林，2001）
．
火山体の内部構造については，韓国岳の山体の大部分は Kr-Kb 噴火によるアグルチネートで形成さ
れ，山麓には複数の火砕流堆積物と溶岩流が分布するというモデルが提示された（Kobayashi et al.,
1981; Kobayashi and Kagiyama, 1988）．Imura (1992) および井村（1994）は，Kr-Kb の詳細な分布図を示
すとともに，その下位の飯盛山スコロアを現在の韓国岳に埋もれた古い火山（古韓国岳）起源と判断
し，韓国岳スコリアと改名した．また韓国岳の山麓に分布する溶岩は，古韓国岳の噴出物と判断し
た．田島（2014）は Kr-Kb 直下に薄い土壌を介して2枚の薄いテフラ層を識別し，大王テフラ (A・B)
と命名した．また田島・小林（2015）は，飯盛山あるいは古韓国岳起源と推定されたスコリア層の層
厚・粒径分布から，噴出源を甑岳と修正した（甑岳スコリア：略記は Ks-Ss）
．また韓国岳の北東山麓
の生駒高原一帯に分布し，このスコリア層に挟在する溶岩は，その記載岩石学的特徴と化学組成から
甑岳起源と判断した．このように韓国岳の山麓に分布する溶岩を含めた「古韓国岳」の全貌は，未だ
明らかになってはいない．

64

Proceedings of the International Meeting on Eruptive History and Informatics (2018, No.2)

２．韓国岳の地形と地質
韓国岳には山頂火口（A 火口）と，北西に隣接する B 火口があり，南東山腹には琵琶池火口が存在
する．また北～北西山腹から山麓にかけて，噴火に伴って生じた崩壊地形が存在する（露木ほか，
1980）
．
火山体の地形的特徴から，山頂部の A・B 両火口はほぼ同時～連続的にプリニー式噴火をおこし，
火山体形成に寄与したものと判断できる．一方，琵琶池火口は，山体斜面を構成するアグルチネート
を噴きとばして形成された形状であり，火山体の形成後に出現した火口であることを示唆する．しか
し地形的には，この場所に韓国岳よりも古い火山（琵琶池火山と仮称）があったものと推定される．
溶岩地形は韓国岳の北〜北東山麓と，南山麓に認められる．そのうち北〜北東山麓の溶岩は，地形的
に新旧2つの溶岩（北側溶岩と北東側溶岩）に区分できる．この2つの溶岩はテフラ層序からも明確に
識別できる．すなわち地形的に古い北東側溶岩（Kr-NE 溶岩）は，厚い甑岳スコリア層（Ks-Ss）に覆
われており，甑岳火山より古いことが明らかになった．一方，新しい地形の北側溶岩（Kr-N 溶岩）は
大王 A・B テフラ噴出に伴い流下した溶岩であり，南側溶岩（Kr-S 溶岩）も北側溶岩とほぼ同時期に
噴出したものと判断できる．このように韓国岳の下位には，甑岳よりも古い「古韓国岳」が存在して
いたことは確かであるが，地形的には琵琶池火山の方が古い火山体と判断できる．
韓国岳形成から K-Ah（7.3 cal kBP）までの間に発生した噴火は水蒸気爆発であり，琵琶池火口と北
西山麓の小規模な割れ目火口（Krw）が形成された．両者とも K-Ah 層準よりは古いが，詳細な形成
年代は特定できていない．北～北西山腹の崩壊地形域では，約4000年前以降に4回の噴火が発生して
いる（田島ほか，2014）
．

３．小林軽石（Kr-Kb）噴火の推移
小林軽石（Kr-Kb）は，その基底部に火山灰の薄層が存在することから，ブルカノ式噴火（+小規模
な水蒸気爆発を伴う）で始まったものと推定される．その直上には厚い軽石層と火山灰層が互層し，
韓国岳山体ではこれらの降下ユニットに複数の火砕流堆積物が挟在する．これらの火砕流の最初期の
ものは，緻密な岩塊質の火砕流 (BAF) である．しかしそれ以降は発泡した火砕物を主体とする火砕流
(軽石流，スコリア流)へと変化している．この時期の噴出物が山体部ではアグルチネートを構成して
いる．噴火末期にはスコリアとともに，黒色岩塊〜火山弾が噴出した．この表層のテフラは，山頂火
口周辺でも，下位のアグルチネートからの熱の影響を受けていないことから，火山体を形成した主要
な活動とは異なり，やや長い時間間隙の後の噴出物と推定される．その間に，山頂火口内ではブルカ
ノ式噴火を行いながら溶岩ドームが形成され，最後に爆発的噴火が発生し溶岩ドームは消滅したもの
と考えられる．この一連の噴火によるテフラは， Kr-Kb の最上部をなす黒色火山灰層と対比される．

４．まとめ
韓国岳は少なくとも新旧2つの火山体（古期韓国岳と新期韓国岳）で構成され，両者の活動時期に
は数千年の時間差があったと推定される．古期韓国岳とは，現在の韓国岳の位置に存在した古韓国岳
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とその南東に隣接する琵琶池火山からなる火山体であり，形成年代は甑岳よりも古い．古韓国岳の溶
岩地形（Kr-NE 溶岩）は琵琶池火山体よりも新しいが，琵琶池火山では韓国岳形成後にも水蒸気爆発
が発生している．なお古期韓国岳の下位に，さらに古い火山体が存在した可能性も否定はできない．
新期韓国岳の活動では，小林軽石（Kr-Kb）の噴火に先行して，大王 A・B テフラの噴火があり，そ
の噴火に関連するように北側と南側に溶岩（Kr-N 溶岩, Kr-S 溶岩）が流出した．その後，わずかな休
止期をへて，小林軽石（Kr-Kb）を噴出したプリニー式噴火が発生した．このように大王 A・B テフラ
の噴出及び溶岩の流出イベントは，現在の韓国岳の地形を形成したプリニー式噴火の前兆的な活動と
捉えることもできる．なお韓国岳の北西山腹で約4000年前から発生した4回の噴火は，山体崩壊を伴
うこともあり，韓国岳の成長には寄与していない．
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4-02 北海道胆振東部地震に伴う厚真町の斜面崩壊について
鳥井真之 1・北園芳人 1・古市剛久 2・奥野 充 3
Slope collapse in and around Atsuma Town due to the Hokkaido Iburi-Tobu Earthquake
Masayuki Torii1, Yoshito Kitazono1, Takahisa Furuichi 2, and Mitsuru Okuno3
1

Center for Water cycle, Marine environment and Disaster management, Kumamoto University, Kumamoto 8608555, Japan
2
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Graduate School of Agriculture, Hokkaido University, Sapporo 060-8589, Japan

Department of Earth System Science, Faculty of Science, Fukuoka University, Fukuoka 814-0180, Japan

北海道胆振地方中東部を震源として 2018 年 9 月 6 日に発生した北海道胆振東部地震（Mj 6.7）では，
勇払郡厚真町鹿沼で震度 7 が観測された．この地震により，厚真町を中心として広い範囲で多数の斜
面崩壊が発生している．この地域には新第三系の堆積岩が分布し，それらを，樽前火山，恵庭火山，
支笏カルデラなど給源とする降下火砕物および土壌が広く覆っている（中川ほか, 2018 など）
．斜面崩
壊のうち基盤を構成する新第三系の崩壊は幌内周辺に限られており，多くは降下火砕物と土壌からな
る表層部の崩壊の可能性が指摘されている（砂防学会，2018 など）．降下火砕物からなる斜面の地震
動による崩壊は，2016 年熊本地震においても阿蘇カルデラを中心としたエリアで顕著に発生しており，
特に，後カルデラ火山周辺では 15°を下回る斜面傾斜ですら崩壊が発生し多くの犠牲者を出したこと
から，強震時における降下火砕物の崩壊メカニズムの解明は，防災上の喫緊の課題となっている．そ
こで，我々は降下火砕物による崩壊の類似事例として厚真町を中心とした地域の地質調査をおこない，
阿蘇カルデラでの崩壊との比較検討をおこなった．
現地調査の結果，斜面崩壊は，急崖のみならず，阿蘇同様に 10゜前後の緩斜面まで様々な角度で崩
壊が発生している．また，崩土には降下火砕物が中心で第三系が極めて少なく，また崩壊面には第三
系が露出していることから，崩壊は降下火砕物の内部か，下位の第三系との境界付近であることを示
している．降下火砕物の多くは樽前山を給源とする，Ta-b (AD 1667)，Ta-c (2 ka)，そして Ta-d (9 ka)，
の軽石であるが，その下位に土壌を挟んで軽石混じりの粘土層が存在しており，これは恵庭火山を給
源とする En-a (19-21 ka) の可能性が高い（Fig. 1）．崩壊面の形状には，斜面に平行な平滑なものから，
崩壊斜面中部に段丘状の平坦面をもつもの，V 字やカール状の谷地形を示すものなど様々であるが
（Fig. 2）
，いずれも En-a よりも前に基盤である新第三系に形成された地形のようである．また，崩壊
堆積物の形状はブロック状なものからシート状に滑り落ちたものまで多様であり，特にシート状の滑
落では崩土が斜面に乗り上げて累重するだけではなく，乗り上げることなく先端部が圧縮変形し帯状
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のリッジを形成する現象が多数で認められる（Fig. 3）．このようなシート状の滑りは，南阿蘇村の高
野台においても観察されるものである．この講演では調査概要を報告する．

Fig. 1. ブロック状に風化した基盤を構成する新第三系の砂岩（厚真町高岡，2018年11月30日撮影）
．
その上位の茶色粘土には白色軽石が多数含まれ，層位関係から En-a の可能性が高い．

Fig. 2. 降下火砕物の表層崩壊により現れた基盤地形（厚真町東和，2018年12月1日撮影）．
写真左の崩壊面は中部がテラス状になっているのに対し，右はカール状である．
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Fig. 3. 緩斜面でのシート状崩壊の状況（厚真町幌里，2018年11月29日撮影）．
斜面下部では圧縮変形によるリッジを形成しており，崩壊過程が良く判る．
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4-03 北海道東部藻琴湖湖底堆積物の花粉分析による
1930年以降の人間活動による植生変化
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1. はじめに
亜寒帯気候に属する北海道東部オホーツク沿岸には，多くの汽水湖が分布し，特に網走市周辺では，
網走四湖とよばれる能取湖，網走湖，濤沸湖，藻琴湖を含む大小様々な汽水湖群が分布している．こ
れらの湖は，異なる汽水環境を示し，それぞれの湖環境，周辺環境の変遷史を湖底堆積物に持ってい
る．本研究の藻琴湖は網走四湖の中でも最も集水域が広く，最も湖沼面積が小さく，最も堆積速度が
速いのが特徴である（瀬戸ほか，2010）．また，能取湖，網走湖，濤沸湖の3つの湖ではすでに古環境
分析の報告があるが（香月ほか，2010；村田ほか，1999；Igarashi，2012など），藻琴湖ではまだない．
そこで，本研究では，一年の層厚が厚い藻琴湖の年縞堆積物の花粉分析を行い，1930年以降の湖周辺
の農業・畜産業の発展，開発による森林伐採などの人間活動に伴う植生変化を高分解能で調べた．さ
らに，本堆積物から人間活動履歴を時系列変化として読み取ることができるかを調べ，古環境復元に
対する年縞堆積物分析の有用性を検証する．

2. 周辺概況
藻琴湖は北海道東部の網走市に位置する汽水湖で，面積は約1.1 km2，最大水深は 5.8 m である．集
水域の面積は190 km2 と大きく，流域では農業及び畜産業が盛んに行われている（瀬戸ほか，2009）．
周辺の年平均気温は6.8℃であり，年降水量は803.0 mm である（網走市，2018）
．
湖周辺の植生は，湖の周囲にヤラメスゲを主体とし、ヨシを伴う湿地植生が繁茂している．湖の西
部は牧草地域であり，オオアワガエリの人工草地が広がっている．湖の南部から東部には，ミズナラ
が優占する二次林が成立し，北部にはハマボウフウやエゾノコウボウムギなどの海岸植生が広がって
いる（宮脇，1988）
．湖に流れる藻琴川の上流はカラマツ植林が広がり，トドマツ植林が点在し，河
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畔にはヤナギ属，ケヤマハンノキ，ハルニレなどが優占した二次林が成立している（柳井ほか，
2006）
．湖の西部に位置する藻琴山では標高300～700 m にダケカンバ林の純林が分布し，700 m 以上に
ハイマツ林が分布する（五十嵐，1986）．

3. 分析試料と年代
2018年2月に藻琴湖の北緯43°57’22”，東経144°19’10”，水深4.52 m で，氷結した湖面に穴を開け，押
込式ピストンコアラーを用いて全長174 cm の年縞堆積物（18Mk-8C）を得た（Fig. 1）．この泥質堆積
物を2.3 cm 間隔に分割し，花粉分析用試料とした．
年縞の分析により本堆積物は1930年代以降のものであることが明らかになり（Fig. 2），平均堆積速
度は，2.3 cm/yr であった．また，深度142 cm（AD 1965）以深は0.96 cm/yr，深度142 cm 以浅は2.7
cm/yr で AD 1965以降は堆積速度が速くなっていた．

Fig. 1. Maps showing the location of Lake Mokoto (black circle).

4. 分析方法
化石花粉・胞子の抽出には，水酸化カリウム処理，塩酸処理，塩化亜鉛比重分離処理，アセトリシ
ス処理を用いた後，残渣をエタノールで脱水後，キシレンに置換してオイキットで封入し，プレパラ
ートを作成した（Fujiki et al., 2013）
．分析は，4.6 cm 間隔で行い，光学顕微鏡を用いて花粉・胞子を
倍率400倍及び600倍で検鏡し，同定を行った．また，必要に応じて2.3 cm 間隔で行った．測定及び出
現頻度は，各属についてハンノキ属を除いた樹木花粉（AP）を200個以上，樹木花粉と非樹木花粉
（NAP）を合わせて500個以上になるまで行った（中村，1967）．花粉の同定には，日本産花粉図鑑
［増補・第2版］（藤木ほか，2016）
，大阪市立自然史博物館収蔵資料目録第13集日本産花粉の標徴Ⅰ
（中村，1980），同第12集日本産花粉の標徴Ⅱ（図版）（中村，1980）を使用した．木炭片の測定は，
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花粉と胞子を100個測定する間に検出される木炭片の個数と断面積を測定した（Noguchi et al., 2018）．
測定には Nikon DS-L4を使用した．

Fig. 2. Age-depth profile of 18Mk-8C core from Lake Mokoto.

Fig. 3. Selected light microphotographs of the fossil pollen found in the Lake Mokoto core.
1: Pinus, 2: Abies, 3: Picea, 4: Juglans, 5: Alnus, 6: Betula, 7: Carpinus, 8: Quercus subgen. Lepidobalanus,
9: Ulmus, 10: Tilia, 11: Oleaceae, 12: Liliaceae, 13: Zea, 14: other Poaceae, 15: Persicaria,
16: other Polygonaceae, 17: Chenopodiaceae, 18: Caryophyllaceae, 19: Artemisa, scale bar is 10 µm.
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Fig. 4. Pollen and spore diagram of 18Mk-8C core from Lake Mokoto.
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5. 結果
5-1．花粉分析
分析の結果，木本類花粉16種類，草本類花粉17種類，シダ胞子2種類を検出した．主要な化石花粉
の光学顕微鏡写真を Fig. 3に示し，主要な化石花粉・胞子の変遷図を Fig. 4に示す．
深度172.5 cm より144.9 cm にかけてコナラ属コナラ亜属が減少し，カバノキ属の増加がみられた．
トウモロコシ属は少量だが，深度172.5 cm 以浅から検出された．深度144.9 cm より126.5 cm にかけて
トウモロコシ属を除くその他のイネ科，タデ科，カラマツソウ属，ヨモギ属，単条溝型シダ胞子，三
条溝型シダ胞子の増加がみられた．深度85.1 cm 以浅は，マツ属，モミ属，トウヒ属，クルミ属の木本
花粉が増加傾向にあり，タデ科，アカザ科，カラマツソウ属，ヨモギ属の草本花粉の減少がみられた．

5-2．木炭分析
深度172.5 cm から163.3 cm にかけて面積，個数共に比較的多く，次第に減少がみられた．特に深度
172.5 cm は面積・個数共に最も多くなっていた．深度154.1 cm から再び増加し，140.3 cm でピークと
なり，その後は減少した（Fig. 5）
．

Fig. 5. Charcoal particle diagram of 18Mk-8C core from Lake Mokoto.

6. 考察
深度 172.5 cm（AD 1934）から144.9 cm（AD 1961）にかけてコナラ属コナラ亜属が減少し，カバノ
キ属が増加したのは，ミズナラが伐採され，カバノキ属のシラカンバが伐採跡に二次林として成立し
たためと考えられる（山中，1979）
．その後，深度 144.9 cm（AD 1964）から126.5 cm（AD 1973）に
かけてその他のイネ科などの草本花粉とシダ胞子の増加及び深度142 cm（AD 1965）からの堆積速度
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の変化が起こっている．瀬戸・園田（2015）は，1960年代後半からの土地改良により土砂の流出が顕
著となったことにより，堆積速度が速くなったと示唆している．そのため，これらの草本花粉・胞子
の増加及び堆積速度変化は，農地拡大によるコナラ属コナラ亜属のミズナラの伐採により土壌が流出
し，それが藻琴湖に流入したため堆積速度が速くなり，また二次植生として草本やシダが繁茂したた
めであると考えられる．この時期（AD 1960）より木炭片の増加がみられることからも，農地拡大に
より森林伐採が行われ，それらが燃やされたと考えられる．網走市は，AD 1970頃よりムギ栽培が盛
んに行われるようになったため（松本，2000），この農地拡大はムギ栽培によるものであると考えら
れる．また，網走市は昔から酪農中心の畑作地帯であり，AD 1955以降にトウモロコシが飼料用作物
として栽培されたという記録がある（網走市，2009）．しかし，今回の分析結果より深度172.5 cm
（AD 1934）においてもトウモロコシ属花粉が検出されたため，記録はないが1930年よりも前から栽
培されていたと考えられる．さらに，深度85.1 cm（AD 1988）以浅でマツ属，モミ属，トウヒ属，ク
ルミ属の木本花粉の増加と草本花粉の減少がみられた．これは1985年以降オホーツク管内の広葉樹と
カラマツ以外の針葉樹の原木の消費量が減少しており（オホーツク総合復興局，2018），それにより，
次第に自然が回復していき，木本類が増加し，草本類が減少したと考えられる．
木炭片分析は途中段階ではあるが，深度172.5 cm（AD 1935）から163.3 cm（AD 1943）かけて，面
積・出現個数共に比較的多く，次第に減少している．これは，北海道では，第一次世界大戦が勃発し
た AD 1914以降の薪の高騰により薪炭材を薪ストーブの燃料として利用することが厳しくなり（竹本，
2011），燃料が石炭に移行した（矢島，1980）ことに起因すると考えられる．また，AD 1930には藻琴
原野（現網走市藻琴の一部を含む）において約10,000 ha の山火が記録されており（北海道，2011），
深度172.5 cm で面積・個数共に最も多くなったのは，これに起因すると考えられる．深度 154.1 cm
（AD 1952）から増加し，140.3 cm（AD 1967）をピークとし減少しているのは，前述の伐採によるも
のと合わせて，藻琴湖の西部を AD 1935から AD 1965にかけて東藻琴村営軌道が存在し，鉄道が走っ
ていたことに起因すると考えられる．特に AD 1941から AD 1945にかけて太平洋戦争が激しさを増す
につれて，ガソリンの供給が窮屈になり，燃料がガソリンから木炭に移行された（吉田，1972）．そ
のため，木炭片の総断面積及び出現個数が増加傾向にあると考えられる．
これらの化石花粉・胞子及び木炭片の分析結果は，既存の人間活動履歴の時系列とほぼ一致してい
る．今回の分析結果から記録されていない人間活動履歴であっても年縞堆積物を用いることで復元し
ていくことは可能であると考えられる．そのため，年縞堆積物の分析は古環境復元を行う上で有用な
ものであると考えられる．
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一般に土壌は，岩石の表面が風化によって細粒化し，それが母材になるのに伴い，生物の関与によ
って上方から下方に向かって生成すると考えられている．一方，日本の火山地域に分布する非溶結の
火砕流台地上の土壌は，表層において，火砕流の構成成分の二次堆積も含め，細粒な火山灰が主要な
母材になって，そこに生物作用が働くことで，上方に向かって累積的に生成する．土壌が上方に向か
って累積的に生成することは，Inoue et al. (2011) でも明らかであるものの（Fig. 1），単純に土壌構成成
分の全てが，累積されていく訳ではなく，塩素や硫黄などは，洗脱作用によって土層から溶出し，痕
跡程度しか残存しない（松本，1989）ケースも多い．したがって，土壌は堆積物の単純な累積だけで
は生成していないことにも注意が必要である．さらに，溶岩地帯，例えば桜島の大正溶岩（1914年堆
積）上では，ブロック溶岩の表面が物理的風化によって細粒化するのではなく，ブロック溶岩の表面
にある凹みに，後に噴火した火山灰が堆積し，それを母材にして，土壌が生成しつつある（Fig. 2）
．
佐賀県唐津市七ツ釜では，東松浦玄武岩（3.00 Ma; Nakamura et al., 1986）の柱状節理が発達し，物
理的風化作用と思われる亀裂の入った玄武岩やその直上に土壌が生成する（Fig. 3）．しかしながら，
この玄武岩上の土壌は広域風成塵を主要な母材にしていることが報告されており（溝田ほか，1992），
必ずしも岩石表面の風化物が母材の主体になっている訳ではない．ただ，岩石と岩石の間を埋めるよ
うに土壌が生成しており，この部分の土壌は，玄武岩の風化物が母材になった可能性が残る．いずれ
にしても日本の火山地域では，岩石の表面が物理的風化によって細粒化し，その場で土壌が生成した
ケースをほとんど見ていない．
以上のように，日本における火山地域の土壌の生成は，単純な岩石表面の風化に伴う土壌生成でも
なく，また，土壌構成成分の全てが累積的に上方へ堆積しているだけでも無いことにも注意が必要で
ある．
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Fig. 1. AMS 14C age data for the humin fraction and age–depth relationship (right), chemical composition data,
and SEM images of particles in the humin fraction within a buried humic soil horizon that occurs between To-Nb
and To-Cu tephras in the tephra–soil sequence near Towada volcano, Tohoku region, Japan (after, Inoue et al.,
2011). Tephras: To-a = Towada-a; To-b = Towada-b; To-Cu =Towada-Chuseri; To-Nb = Towada-Nambu.Sources:
†Machida et al. (1981); ‡Oike and Shoji (1974); §Kudo and Sasaki (2007); ‡ and § = cal ka BP.
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Fig. 2. Grass vegetation on Sakurajima-Taisho andesitic lava erupted from 1914.

Fig. 3. Soils on columnar jointed basalt of Nanatsugama formed in ca. 3.0 Ma.
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4-05 アリューシャン列島，アダック島およびウナラスカ島の
花粉分析による植生変遷と木炭分析による人間活動
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1. 緒言
アリューシャン列島は，アラスカ半島からカムチャツカ半島にかけて弧状に伸びる約1930 km の火
山列島である．本列島では，これまでアダック島（Heusser，1978），アトカ島とアッツ島（Heusser，
1990）で花粉分析が行われ，植生変化の要因は気候変動であると結論付けられている．また，アリュ
ーシャン列島の島々には先住民であるアリュートの遺跡が多く発見されている．その年代から，アリ
ュートはアラスカ半島を出発してから西部に向かって拡散したことが明らかにされており（Laughlin
et al.，1979）
，ウナラスカ島が属する東部のフォックス諸島には9000年前（Devis and Knecht，2010），
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アダック島が属する中央部のアンドレアノフ諸島には7000年前（Savinetsky，2012），西部のニア諸島
には3500年前（West et al.，1999）に到達したといわれている．さらに，アダック島からは7200年前の
貝塚が発見されている（Okuno et al.，2007）
．しかし，太平洋における人類史の研究によると，遺跡の
年代と人類活動の証拠となる木炭片の増加時期が一致しないことがあり，遺跡の年代よりも前にすで
に人類が到達していた可能性が示唆されている．そこで，今回は花粉分析と木炭片分析の両面から人
類移動について検討した．

Fig. 1. Map showing location of sampling point (black circle).
(A) Map of Aleutian Islands. Black squares indicate Adak and Unalaska Islands. (B) Map showing sampling site
(black circle) around near Haven Lake, Adak Island. (C) Map showing sampling site (black circle) around Ililiuk
River, Unalaska Island.
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2. 調査地点
アリューシャン列島は海洋性気候で，気温は年間を通して低い．年間平均降水量は多く，冬には霧，
低い雲，嵐が多く発生する（van der Leeden and Troise，1974）
．植生は草原であり，樹木はほとんど見
られず，植物群落は草本類と荒地の低い植物群であるヒースの2つに分けられる（Bank，1952；Hultén，
1960）
．ヒースは主にツツジ科ガンコウラン属で構成されている（Heusser，1978）．
アダック島とウナラスカ島の植物種数を比較すると，アラスカ半島に近いウナラスカ島の方が多く，
より豊富な植生となっている（Hultén，1968）．アダック島では主な草本はイネ科の Poa arctica，
Agrostis borealis，Trisetum spicatum，カヤツリグサ科の Carex dioica，C. saxatilis，Juncus arcticus，キン
ポウゲ科の Coptis trifolia，Anemone narcissiflora，Ranunculus reptans，セリ科の Ligusticum scoticum，
Angelica lucida，Conioselinum chinensis である．また，ヒースは主に矮性低木のセイヨウガンコウラン
（Empetrum nigrum）であるが，Phyllodoce aleutica subsp. aleutica，Loiseleuria procumbens，Cassiope
lycopodioides，Vaccinium uliginosum subsp. microphyllum，V. vitis-idaea subsp. minus も含まれる（Heusser，
1978）
．ウナラスカ島では主に，イネ科の Leymus mollis，Calamagrostis nutkaensis，カヤツリグサ科の
Carex nigricans，C. pluriflora，キンポウゲ科の Aconitum maximum，キク科の Calamagrostis nutkaensis，
オオバコ属の Plantago macrocarpa，ヤナギ属の Salix baclayi，シダ植物の Athyrium filix-femina である．
ま た ， ヒ ー ス は リ ン ネ ソ ウ （ Linnaea borealis ）， セ イ ヨ ウ ガ ン コ ウ ラ ン ， ア オ ノ ツ ガ ザ ク ラ
（Phyllodoce aleutica），クロマメノキ（Vaccinium uliginosum）である（Stephen et al., 2010）．

3. 分析試料
3‐1. アダック島
アダック島では，ハベン湖周辺の北緯51° 54' 23.4"，西経176° 38' 38.4"でピートサンプラーを用いて
全長233 cm のコア（ADK13083002）を得た（Fig. 1）
．全層が泥炭層で，14–18 cm に T1テフラ，40–44
cm に T2テフラ，72–79 cm に T3テフラ，121–128 cm に T4テフラ, 154–176 cm に T5テフラ，196–200
cm に T6の合計6枚のテフラが見られた（Fig. 2）．

3‐2. ウナラスカ島
ウナラスカ島では，Iliuliuk 川沿いの北緯53° 51' 0.56"，西経166° 28' 42.8"の露頭から全長103 cm の
コア（Iliuliuk16082103）を得た（Fig. 1）
．全層が泥炭層で，15–22 cm に IL-1 テフラ，36–41 cm に IL2テフラ，69–77 cm に IL-3テフラ，91–97 cm に IL-4テフラの合計4枚のテフラが見られた．Okuno et
al. （2016）によると，泥炭試料より得られた放射性炭素年代は，89–91 cm は1840±30 BP，77–80 cm
は1620 ± 20 BP，41–44 cm は1000 ± 30 BP，22–24 cm は160 ± 30 BP であった．また，それらを暦年較
正すると，深度が深い方から1780，1540，925および180 cal BP であった．
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4. 分析方法
4‐1. 放射性炭素年代測定
アダック島の ADK1311002コアから産出した植物片に酸-アルカリ-酸（AAA）処理行った後，試料
を乾燥させて，放射性炭素年代測定を名古屋大学，日本原子力研究開発機構東濃地科学センター
（JAEA）および加速器分析研究所（IAA）に依頼した．各試料は，名古屋大学がタンデトロン
AMS14C システム（Nakamura et al.，2004）
，日本原子力研究開発機構東濃地科学センター（JAEA）が
タンデム型加速器質量分析装置（NEC 製15SDH-2ペレトロン5MV）
（Saito-Kokubu et al.，2015），加速
器分析研究所（IAA）が NEC Peletron 9SDH-2 AMS システムを使用して測定された．

4‐2. 花粉・木炭片分析
化石花粉・胞子の抽出・包埋方法などは Fujiki et al.（2014）に従った．花粉・胞子は倍率400倍で検
鏡し，必要に応じて倍率600倍も用いて同定した．本分析では樹木花粉（AP）がほとんど産出しなか
ったため，測定は各層について樹木が合計500個以上になるまで行った．花粉・胞子の出現頻度は，
樹木花粉と非樹木花粉の総和を基本数とし，百分率で示した．木炭片は花粉と胞子を500個測定する
間に検出される個数とそれぞれの断面積を測定した．断面積は Nikon DS カメラコントロールユニット
DS-L3を使用して測定した．

5. 結果
5‐1. 放射性炭素年代とテフラ
アダック島の ADK13083002コアでは，8試料について放射性炭素年代測定を実施し，年代が得られ
た．それらの年代は，223–222 cm が8590 ± 30 BP（IAAA-171947）
，201–200 cm が8525 ± 30 BP（IAAA171948）
，196–195 cm が8860 ± 30 BP（IAAA-172211）
，177–176 cm が8565 ± 40 BP（NUTA2-19292）
，
128–129 cm が5630 ± 25 BP（IAAA-171949），79–78 cm が3065 ± 25 BP （IAAA-172212）
，46–45 cm が
1725 ± 35 BP（JAT-14005）
，18–19 cm が245 ± 40 BP（NUTA2-25673）であった（Tab. 1；Fig. 2）．それ
らを暦年較正すると，深度の深い方から9500，9500，10100，9500，6400，3300，1600および300 cal
BP となった．今回得られた年代と層序を既存の論文（Black，1976；O'Leary，2001；Okuno et al.，
2012；Krawiec et al.，2013）と比較し，ADK13083002コアのテフラはそれぞれ，T1テフラが Forty
Years（40YR；400 cal BP）
，T3テフラが YBO（3600 cal BP），T4テラフが Intermediate（ITM；7200 cal
BP），T5テフラが Main（MAN；9500 cal BP）に相当すると考えられた．
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Table 1. Results of AMS 14C dating using plant fragments (Noguchi et al., 2018).
D epth

δ13 C P D B

14

C date

A ge range (calB P )
(2σ probability %)

(cm )

(‰)

(B P )

18- 19

-29

245 ± 40

Laboratory code
0

-

21 ( 6.5%)

144

-

216 ( 29.2%)

266

-

332 ( 44.1%)

N U TA 2-25673

355

-

433 ( 20.2%)

45- 46

-27

1725 ± 35

1556

-

1710 (100.0%)

JA T-14005

78- 79

-26

3065 ± 25

3210

-

3358 (100.0%)

IA A A -172212

128-129

-26

5630 ± 25

6319

-

6375 ( 25.1%)

IA A A -171949

6386

-

6475 ( 74.9%)

9480

-

9563 ( 97.3%)

9571

-

9584 ( 1.8%)

9587

-

9595 ( 0.9%)

9792

-

9844 ( 5.1%)

9868

-

9874 ( 0.6%)

9886

-

9975 ( 27.8%)

9980

- 10157 ( 66.6%)

176-177

195-196

-28

-26

8565 ± 40

8860 ± 25

N U TA 2-19292

IA A A -172211

200-201

-26

8525 ± 30

9485

-

9541 (100.0%)

IA A A -171948

222-223

-26

8590 ± 30

9505

-

9506 ( 0.1%)

IA A A -171947

9516

-

9602 ( 99.9%)

5‐2. 花粉分析結果
アダック島の ADK13083002コアとウナラスカ島の Iliuliuk16082103コアから産出した一部の化石花
粉・胞子の光学顕微鏡写真をそれぞれ Fig. 3と Fig. 4に示した．

a. アダック島
アダック島の ADK13083002コアからは，34種類の化石花粉・胞子が検出された．それらの化石花粉
・胞子変遷図を Fig. 5に示す．それらの花粉，胞子の出現傾向より，4つの花粉帯（HL-1，-2，-3，-4）
に分けることができた．全層を通して，ガンコウラン属とイネ科花粉，ヒカゲノカズラ属胞子が多く
産出した．また，樹木花粉であるマツ属，ヤナギ属，カバノキ属，ハンノキ属の花粉も少量ではある
が産出した．ヤナギ属花粉は T6テフラ下部までは産出していたが，T6テフラ上部になると産出しな
くなった．しかし，YBO テフラ下部に一時的に出現した．ガンコウラン属は，T2テフラ下部で85%を
超える割合で優占したが，T2テフラ上部からは減少傾向がみられた．イネ科は全層で比較的高い割合
で産出したが，T2テフラ下部で急減した．その後，T2テフラ上部からは増加傾向にあり，地表付近で
は45%を超える割合で優占した．カヤツリグサ科は HL-4帯では高い割合で産出したが，他の花粉帯で
は ITM 上部で増加することを除いて5–10%前後の割合で産出した．アネモネ属およびオウレン属を含
むキンポウゲ科花粉は HL-2帯から増加した．セリ科花粉は深度45 cm と70 cm で急増した．ヨモギ属
を含むキク科は， 5%前後の割合で比較的安定して産出した．単条溝型シダ胞子は T6テフラ直上で急
増し，HL-3帯で減少したあと HL-2以降は安定して産出した．スギカズラ，ヒカゲノカズラ胞子は上
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部になるにつれて減少傾向を示している．コスギラン，コケスギラン胞子は HL-1帯で割合は少ないが
増加した．ミズゴケ科胞子は180 cm と85 cm で急増した．

Fig. 2. Columnar section showing the stratigraphy and age-depth profile of ADK13083002 core (Noguchi et al.,
2018).

b. ウナラスカ島
ウナラスカ島の Iliuliuk16082103コアからは，38種類の化石花粉・胞子が検出された．それらの化石
花粉・胞子変遷図を Fig. 6 に示す．それらの花粉，胞子の出現傾向より，4つの花粉帯（UN-1，-2，3，-4）に分けることができた．全層を通してガンコウラン属，イネ科およびカヤツリグサ科花粉，単
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条溝型シダ胞子，スギカズラ胞子が産出した．また，多くの種類の花粉が5%前後の割合で安定して産
出した．さらに，マツ属，ヤナギ属，カバノキ属，ハンノキ属も産出したが，その割合は少なかった．
ガンコウラン属を含むツツジ科花粉は，UN-3と UN-2帯で増加した．イネ科花粉の割合は上部になる
につれて増加した．逆に，カヤツリグサ科花粉は上部になるにつれて減少傾向にあった．アネモネ属
およびオウレン属を含むキンポウゲ科花粉は UN-4帯で一度減少するが，UN-3帯で再び増加した．ワ
レモコウ属を含むバラ科花粉は安定して産出していたが，UN-2帯から増加した．フウロソウ属花粉は
UN-2帯から増加した．セリ科花粉は UN-4帯で割合が最も多く，全層を通して減少傾向にあった．オ
オバコ属花粉は UN-1帯に急増して最も高い割合を示したが，地表付近になると再び減少している．
ヨモギ属を含むキク科は UN-3帯から増加が始まり，IL-2テフラ直上では急増するが，地表付近になる
と減少している．単条溝型シダ胞子は UN-4帯，UN-2から UN-1帯にかけて減少傾向，UN-3帯では増
加傾向がみられた．スギカズラ胞子は UN-3帯の深度56 cm と59 cm で最も高い割合を示すが，そこか
ら上部になるにつれて減少傾向を示している．ヒカゲノカズラ胞子は深度32 cm で高い割合を示す．
コスギラン胞子は UN-3帯で微増するが，UN-1帯では UN-4帯とほぼ同程度の割合に戻った．コケスギ
ラン胞子は，UN-4帯ではわずかにしか検出されなかったが，UN-3帯から微増し，特に深度4 cm，7
cm， 26 cm および41 cm で多く産出した．

5‐3. 木炭分析結果
a. アダック島
全層を通して約10 µm2以上の断面積を有する木炭片が産出した．その産出個数は，HL-4帯には25–
50個，HL-3帯には約50個であった．HL-2，HL-1帯になると，産出個数は100個以上に増加した（Fig.
5）
．さらに，断面積が400 µm2以上の木炭片が現れた．木炭片の総断面積は，HL-4帯で100–500 µm2，
HL-3帯で500–1000 µm2，HL-2帯で1000–2000 µm2であった．HL-1帯になると，1500–4500 µm2に急増し
た（Fig. 5）
．

b. ウナラスカ島
全層を通して約10 µm2以上の断面積を有する木炭片が産出し，100個以上の木炭片が産出した．UN4帯では産出個数は低いが，最低でも101個が産出した．UN-2帯からは平均して200個以上が産出した
（Fig. 6）．木炭片の総断面積は，全層を通じてその値は高く，UN-4帯で5000–8000 µm2 ，UN-3帯で
4500–10000 µm2，UN-2帯で5000–11000 µm2，UN-1帯で6500–9500 µm2であった（Fig. 6）
．
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Fig. 3. Selected light microphotographs of the fossil pollen grains and spores found from ADK13083002
Core: 1: Pinus, 2: Betula, 3: Alnus, 4: Salix, 5: Empetrum, 6: Coptis, 7: other Ranunculaceae, 8: Apiaceae, 9:
Artemisia, 10: other Asteraceae, 11: Poaceae, 12: Cyperaceae, 13: monolete type FS, 14: Lycopodium annotinum,
15: L. clavatum, 16: L. selago, 17: Selaginella selaginoides, 18: Sphagnaceae, scale bar is 10 µm.

Fig. 4. Selected light microphotographs of the fossil pollen grains and spores found from Iliuliuk16082103 Core:
1: Alnus, 2: Empetrum, 3: Sanguisorba, 4: other Rosaceae, 5: Apiaceae, 6: Plantago, 7: Artemisia, 8: other
Asteraceae, 9: Poaceae, 10: Cyperaceae, 11: monolete type FS, 12: Lycopodium annotinum, 13: L. clavatum, 14:
L. selago, 15: Selaginella selaginoides, scale bar is 10 µm.
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Fig. 5. Pollen, spore and charcoal diagram for ADK13083002 core (modify from Noguchi et al., 2018).
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Fig. 6. (A) Pollen diagram for Iliuliuk16082103 core, (B) Spore and charcoal diagram for Iliuliuk16082103 core.

6. 考察
どちらのコアからも寒冷気候を示すコスギランとコケスギランの化石胞子（Heusser and Peteet，
1988；Takiya and Hagiwara，1997）が検出された．Heusser（1978）は，アリューシャン列島は9500 cal
BP 以前と1500 cal BP 以降は乾燥して風が強い気候で，9500–1500 cal BP は比較的温暖な気候であった
と述べている．アダック島の分析結果については調和的であるのに対し，ウナラスカ島については
1500 cal BP 以前にもコスギランとコケスギランの化石胞子が検出されている．このことから，当時の
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ウナラスカ島はアダック島と比べて気温が低い状態であったことが考えられる．Black（1976）による
と，3500–2000年前に雪線の低下がウムナック島で起こっており，隣の島のウナラスカ島でもその影
響を受けたのではないかと考えられる．Heusser（1978）の分析と同様に，アダック島の分析では
9500–4700 cal BP において，ヤナギ属花粉が検出されなかった．この現象は，温暖化によって，低地
で繁茂する矮性低木の Salix barclayi のようなヤナギ類が生育できない環境となってしまったことが原
因だと考えられている（Heusser，1978）
．アダック島に比べてウナラスカ島ではヤナギ属花粉が安定
して産出していることから，ウナラスカ島では温暖期による影響は少なかった可能性が考えられる．
今回の分析では，ガンコウラン属花粉も両方の島から産出した．ガンコウラン属は，葉を細く巻き込
み針状に変え，強風や寒さに耐えられるので，他の種が生育できないような強風下でも生育すること
ができる（Koizumi，2009）．そのため，ガンコウラン属が多い層準は，アリューシャン低気圧の勢力
が強く，非常に強い風に支配されていたと考えられる．アダック島とウナラスカ島のガンコウラン属
の優占時期を比較すると，アダック島の方が早く，ガンコウラン属の割合が高かった．このことから，
アダック島の方がアリューシャン低気圧の影響をより受けたことが考えられる．両島において，テフ
ラ直上でイネ科花粉が増加している層準がみられた．Heusser（1978），青森県の田代湿原（Kito et al.，
2017）
，北海道の歌才湿原（Hughes et al.，2013）の分析でも同様の現象がみられている．この現象に
ついて，Kito et al. (2017) は火山灰の堆積によって，水位が上昇する不透水層を形成していることが原
因だと考え，Hughes et al. (2013) はテフラが栄養やミネラルを水に供給したことが原因だと考えてい
る．今回の分析で，アダック島とウナラスカ島には生育していないマツ属やカバノキ属などの樹木花
粉が若干検出されたが，Hultén（1968）により，これらの花粉は低木のものであると考えられた．ま
た，アダック島の先行研究でも同様に樹木花粉が若干検出されているが（Heusser，1978，1990），そ
れらの花粉は西方のカムチャツカ半島やコマンドル諸島から偏西風によって運ばれたと考えられてい
る（Heusser，1978，1990）
．しかし，ウナラスカ島は，アラスカ半島の近くに位置するため，野鳥や
人類によって種子が運ばれ生育したものであると考えられる．また，アダック島では見られなかった
ワレモコウ属やオオバコ属についても同様のことが考えられる．特に，オオバコ属の種子は，人や動
物の足に付着して運ばれるため（Yoshioka and Takahashi，2016），9000年前に人類が到達してからの長
期間アラスカ半島から種子が運ばれ，発芽成長したことでそれらの花粉が堆積したことが理由として
考えられる．木炭片を比較すると，アダック島ではアリュートの貝塚がある7200年前以前に個数・総
断面積ともに増加し始めており，現在知られている年代よりも早くアリュートが到着していた可能性
が考えられた．また，9000年前に人類が到達しているウナラスカ島では木炭片が高い値で安定して出
現していた．さらに，個数も総断面積もアダック島のものを大きく上回っていたため，ウナラスカ島
では活発に人間活動が行われていたことが考えられる．
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