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薩摩半島南部海岸沿いに点在する阿多火砕流堆積物の
粗粒岩相の岩相記載と定置温度の推定
里和 玲伊 1）・鈴木 桂子 2）・中岡 礼奈 3）
要旨
薩摩半島南部の海岸沿いに，阿多火砕流堆積物の粗粒岩相が分布する．この粗粒岩相は他地域に
露出する阿多火砕流堆積物と比べ粗粒な岩片に富み，石質岩片に富む部分では非溶結を呈し，本質岩片に富
む部分では溶結している．粗粒岩相をもたらした火砕流の流動堆積機構に制約を与えるために，地質調査を
行い粗粒岩相の岩相や分布を把握した．その結果，粗粒岩相は岩相 1 ～ 3 に細分され，それらは上下方向
に漸移的に重なっており，粗粒岩相が一連の噴火で形成されたことを示唆する．岩相 2 は基底部以外の層準
にも見られ，層厚が側方変化するため，岩相 2 をもたらしたフローユニットは火砕流内部にレンズ状に存在
したことを窺わせる．含まれる岩片の残留磁化測定から粗粒岩相の定置温度は，590℃以上の高温定置であ
ったと推定された．この結果と岩相 2 の産状から，石質岩片までも高温定置させるほどの熱の保持に，高密
度な火砕流内部が寄与したと結論された．
キーワード：カルデラ火山，火砕流堆積物，岩相記載，熱残留磁化，定置温度

1. はじめに
阿多火砕流堆積物（以下，鈴木（2014）に従い Ata Ig と
表記）は，約 11 万年前の阿多北部カルデラ（町田・森脇，
2001）形成に伴い噴出した大規模火砕流堆積物（町田・新井，
2003）である．噴出年代は 105 ～ 110ka（ 町田・新井，
2003）とされ，堆積物は阿多北部カルデラを取り巻いて分
おお すみ
おお ね じめ
布する（図 1a；鈴木，2014）
．大隅半島大根占・佐多地域
では，灰白色～褐色を呈し厚い非溶結火砕流堆積物と，暗
灰色～赤灰色の溶結火砕流堆積物が火砕流台地をなす．一
方，大根占・佐多以外の地域では，層厚数 10m 以内の溶結
火砕流堆積物のみが広く分布して谷埋め地形をなす．また
その溶結度は，給源から遠ざかるにつれて低下する（鈴木，
2014）
．
薩摩半島南部の海岸沿いには，最大粒径が 1m を超える
ような，粗粒な岩片を多量に含んだ堆積物が，Ata Ig と同
じ層準に分布している（松本・宇井，1997；鈴木，2014）
．

この堆積物は石質岩片に富む部分では非溶結を呈す一方，
本質岩片に富む部分では溶結を呈し，鈴木（2014）では
Ata Ig の「粗粒岩相」と紹介されている．このような石質
岩片に富む岩相を呈する火砕流堆積物（イグニンブライト）
は，カ ル デ ラ 形 成 噴 火 に 伴 っ て 形 成 さ れ，粗 粒 な lag
breccia(Druitt, 1985) としてカルデラ近傍に分布するのが一
般的である．一方，Ata Ig の粗粒岩相のように給源から
20km 以上離れた地域に，石質岩片に富む火砕流堆積物が
局所的に分布する例は珍しい．また，Ata Ig の粗粒岩相の
産状からは，この堆積物をもたらした火砕流の特徴として，
粗粒な粒子を多量に運搬する大きな運動エネルギーを持ち，
なおかつ定置後に溶結するほどの高温状態を維持していた
ことが想定される．
本研究では，Ata Ig の粗粒岩相の流動堆積機構に制約を
与えることを目的に，薩摩半島南部の沿岸部で地表地質踏
査を実施してその岩相と分布を把握した．
また，
本質岩片
（本
質レンズ，灰色軽石）
，石質岩片，基質（溶結凝灰岩）の残
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留磁化を測定し，Ata Ig の粗粒岩相をもたらした火砕流の
定置温度を推定した．
本稿では，火山灰粒子より粗粒な粒子を「岩片」と呼ぶ
ことにする．また，軽石など噴出したマグマに由来する岩
片は「本質岩片」
，噴火に伴い火砕流中に取り込まれた類質
および異質岩片は「石質岩片」と表記する．なお，溶結作
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用で偏平化した本質岩片を「本質レンズ」と表記する場合
もある．更に，特に断りのない限り，火砕密度流 (pyroclastic
density current; Branney and Kokelaar, 2002) の中でも粒子
密度の高い火砕密度流（いわゆる「狭義の火砕流」
）のこと
を「火砕流」と表記する．

図 1 阿多北部カルデラの位置および Ata Ig の分布．
（a）阿多北部カルデラの位置（中野ほか，
2013）および九州南部での Ata Ig の分布（Suzuki and Ui, 1982；斉藤ほか，1997；宇都ほか，
1997；川辺ほか，2004；川辺・阪口，2005；斉藤ほか，2010）．（b）鹿児島県本土南部での
Ata Ig の分布（Suzuki and Ui, 1982；川辺ほか，2004；川辺・阪口，2005）および図 3a，3b，
4a の露頭位置．凡例は図 1a と同じ．

薩摩半島南部海岸沿いに点在する阿多火砕流堆積物の粗粒岩相の岩相記載と定置温度の推定

2. 地質概説
2. 1. 阿多北部カルデラの噴火史
阿多北部カルデラは，鹿児島湾中南部の海底に位置し，
長径約 15km，短径約 10km の規模を有する（図 1a）
．Ata
Ig を Ata mud-lava として初めて報告した Matumoto(1943)
は，その給源として鹿児島湾口部にカルデラを想定し，
「阿
多カルデラ」と命名した．その後，Ata mud-lava を Ata Ig
として初めて記載した荒牧・宇井（1966）は，Ata Ig 中の
石質岩片の主要な岩種（火山岩・堆積岩）や，横山・青木
（1964）による鹿児島湾周辺の重力異常分布の報告から，
ち りん
Ata Ig の給源を知林ヶ島（図 1b）北東沖合いの鹿児島湾内
に求めた．また，鈴木・宇井（1981）は，火砕流台地を形
成する Ata Ig（溶結部）中の結晶長軸の伸長方向から，そ
の給源を鹿児島湾の中でも中南部に限定した．更に早坂
（1987）は，スパーカー方式による海底音波探査から，鹿
児島湾中南部の海底にカルデラ性構造を示す領域を確認し
た．上記の経緯から，Ata Ig の給源は早坂（1987）が確認
したカルデラ性構造を示す海域（図 1a，点線内）であり，
これを「阿多北部カルデラ」と称し，Matumoto (1943) の
想定した「阿多カルデラ」を「阿多南部カルデラ」と称す
る（町田・森脇，2001）のが一般的となっている．そこで
本稿では，105 ～ 110ka（町田・新井，2003）の Ata Ig を
含む火砕物の噴出に伴い，その給源に形成された早坂
（1987）のカルデラ性構造を「阿多北部カルデラ」
，105 ～
110ka に阿多北部カルデラを形成した噴火を「阿多北部カ
ルデラ形成噴火」
，そしてこれに伴う噴出物を「阿多テフラ」
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とする．
これまでに確認されている阿多北部カルデラの噴火活動
は，
105 ～ 110ka の阿多北部カルデラ形成噴火と，
100ka（川
辺・阪口，2005）の今和泉火砕流堆積物（宇井，1967）を
噴出した噴火，田代火砕流堆積物（宇井，1971）を噴出し
た噴火である（川辺・阪口，2005）
．Nagaoka (1988) によ
ると，阿多北部カルデラ形成噴火は水蒸気噴火とプリニア
ン噴火を各 2 回繰り返した後，Ata Ig（非溶結部）を噴出
した中・小規模の火砕流噴火，そして Ata Ig（溶結部）を
噴出した破局的な大規模火砕流噴火が発生したとしている
（図 2）
．この大規模火砕流噴火で発生した co-ignimbrite ash
（阿多火山灰；町田・新井，2003）は，広域テフラとして
遠くは南関東まで分布している（町田・新井，2003）
．そ
の後，Ata Ig に侵食面が生じうる時間間隙を置いて，今和
いぶ すき
泉火砕流堆積物を噴出した噴火が鹿児島湾で発生し，指宿
市今和泉地域（図 1b）にその分布が確認されている（宇井，
1967；川辺・阪口，2005）
．また，田代火砕流堆積物を噴
出した噴火が発生し，大隅半島中南部の根占・田代地域周
辺（図 1b）を中心にその分布が確認されている（阪口・宇
井，1983）
．なお，今和泉火砕流堆積物と田代火砕流堆積
とずらはら
物はいずれも，
Ata Ig を覆い鬼界－葛原テフラ（95ka；町田・
新井，2003）以降のテフラに覆われることから，ほぼ同時
期に噴出したとされている．ただし，両者の鉱物組合せは
一致しないため同一の堆積物とは判断できず，両者の分布
域も重なっていないため層序関係は不明である（川辺ほか，
2004；川辺・阪口，2005）
．

図 2 阿多テフラの噴火層序（Nagaoka, 1988 に加筆修正）．大隅半島の柱状図では Ata Ig を「下
部」
，
「中部」
，
「上部」に分け，この内「上部」を薩摩半島の Ata Ig（粗粒岩相）と対比させている．
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2. 2. 阿多火砕流堆積物（Ata Ig）
Ata Ig は，阿多北部カルデラ形成噴火に伴い噴出した火
砕流堆積物で，その見かけ体積は 200km3をはるかに超える
と推定されている（町田・新井，2003）
．大隅半島の大根占・
佐多地域（図 1b）周辺では，層厚 20 ～ 30m の非溶結火砕
流堆積物（以下，非溶結部）とその上位に漸移的に重なる
溶結火砕流堆積物（以下，溶結部）が，火砕流台地を形成
している（図 3a）
．一方，その他の大隅半島内の Ata Ig は
谷を埋めて堆積している（鈴木，2014）
．給源の西方に位
置する薩摩半島では，層厚が数 10m 以内で，暗～赤褐色を
呈す溶結部のみが露出し谷埋め地形を発達させている（図
3b）
．この溶結部は，基底部から数 10cm 以内を除いて溶結
しており，給源近くの斜面に堆積した強溶結のものは溶結
作用に伴う二次流動を起こし，本質レンズが火砕流の流動
方向と平行に細長く伸びている（鈴木，2014）
．また，そ
の溶結度は給源から遠ざかるにつれて低下する（鈴木，
こく ぶ
2014）
．例えば，給源から約 40km の地域（国分地域）で
は弱溶結（荒牧，1969）
，分布末端の給源から約 90km の
地域（熊本県人吉地域）では非溶結を呈す（渡辺，1985）
．
Ata Ig は，火砕流の流動方向や堆積機構に関する堆積学
的な研究が多数報告されている（例えば，Suzuki and Ui,
1982）
．薩摩半島に分布する溶結部を主体とした Ata Ig の
基底部には，石質岩片（一部では粗粒な結晶片）に富む
ground layer (Walker et al., 1981) が，溶結部本体と明瞭な
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境界で接する (Suzuki-Kamata, 1988)（図 3c）
．加えて，谷
系に堆積した溶結部は，給源と反対側に向かって乗り上げ
るように堆積している場合がある．特に幅 1km 以上の谷系
や給源に面する斜面でこの乗り上げ (Depositional ramps;
Suzuki-Kamata and Ui, 1988) が顕著に見られ，その伸長方
向は鹿児島湾中部から放射状に伸びる (Suzuki-Kamata and
Ui, 1988)．更に，火砕流台地を形成する溶結部中の結晶長
軸の伸長方向も，荒牧・宇井（1966）の示した給源（阿多
北部カルデラ）から放射状の配列を示す（鈴木・宇井，
1981）
．
Ata Ig の噴出年代は，深海底堆積物同位体編年では MIS
ステージ 5c と 5d の間で，年代は 103 ～ 107ka の間と見な
された（大場，1991）
．また，ジルコン FT 年代は 100 ±
27ka（檀原，1995）
，そして Ata Ig 中の本質岩片の K-Ar 年
代は 108 ± 3ka と報告された（松本・宇井，1997）
．上記
の経緯から，町田・新井（2003）は Ata Ig の噴出年代を
105 ～ 110ka としている．
2. 3. Ata Ig の粗粒岩相
薩摩半島に分布する Ata Ig は，層厚数 10m 以内の溶結
部が主体である．しかし薩摩半島南部の海岸沿いに分布す
る Ata Ig は，粗粒な岩片に富み，石質岩片に限ればその粒
径は最大で 1m に達する（図 4e）
（鈴木，2014）
．
鈴木（2014）は，この粗粒な岩片に富む Ata Ig を粗粒岩

図 3 大隅半島および薩摩半島での Ata Ig の産状．（a）大隅半島佐多地域（図 1b）での Ata Ig の産状．非溶結部は基質支持の塊状の岩
相を呈し，粒径が 2 ～ 8cm 程度の軽石火山礫～軽石岩塊が見られる．その上位には，溶結部が漸次的に重なる．（b）薩摩半島坊津地域（図
1b）での Ata Ig の産状．溶結部が，給源（写真右側）に面した斜面にアバットする．この露頭では，溶結部の二次流動は認められない．（c）
Ata Ig（溶結部）直下の ground layer の産状．石質岩片に富み，
その間隙を粘土化した基質が充填する．下位の砂岩泥岩互層と不整合に接し，
明瞭な境界を挟んで溶結部が重なる．
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相と称し，石質岩片が多い部分では非溶結を呈し，本質岩
片が多い部分では溶結を呈するとしている．また，その岩
相は給源近傍に分布する lag breccia のように粗粒であるが，
粗粒岩相の分布は，その北東部に点在する新第三紀火山岩
類の分布域から南西方向に広がっているように見えるとし
ている．
松本・宇井（1997）は，矢越海岸（図 4a の露頭地点
A1）の Ata Ig について，最大直径 1m を超える多量の石質
岩片と，相対的には少量の大型本質岩片が卓越する岩相を
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呈するとしている．加えて，比較的薄いフローユニットが
繰り返し堆積しており，溶結度の変化が激しいとしている．
更に，大型の本質岩片のみ塑性変形を受けていて，大型の
岩片の間にある長径 2cm 以下の本質岩片は塑性変形を受け
ていない層準も存在するとしている．
Nagaoka(1988) は，薩摩半島南部海岸沿いで溶結部を複
数枚挟んだ火山角礫層を記載し，これを Ata Ig の「上部」
（溶結部に相当する）に対比している（図 2）
．

図 4 薩摩半島南部海岸沿い（図 1b）での Ata Ig の粗粒岩相の分布，柱状図，産状．
（a）調査地域での粗粒岩相の分布．海岸沿い延長
7km 程度にわたって点在する．
（b）粗粒岩相の総合柱状図．いずれの露頭でも岩相 1 ～ 3 が漸移的に重なり，少なくとも岩相 1 ないし 2 のい
ずれかが認められるが，各岩相の層序や層厚は一様ではない．
（c）露頭地点 A1 の露頭写真．写真幅は 30m 程度．
（d）図 4c のスケッチ．
風化した火砕物等からなる斜面に粗粒岩相がアバットし，土壌ないしテフラ層と思われる黒色層が上位に重なる．（e）露頭地点 A1 における地
質柱状図．岩相 2 中部には，粒径が 1m を超える石質岩片が見られる．
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3. 粗粒岩相の露頭の分布と岩相記載
薩摩半島南部海岸沿いの Ata Ig の粗粒岩相の記載を実施
し，粗粒岩相の分布および露頭地点を図 4a に，総合柱状図
を図 4b に，露頭地点 A1 での産状および柱状図を図 4c ～
4e に，各露頭（高さ 1.5 ～ 9m 程度，幅 4 ～ 30m 程度）の
露頭写真を図 5 にそれぞれ示した．粗粒岩相は，海岸に沿っ
て露頭地点 A1 ～ G（延長 7km 程度）において観察できた．
粗粒岩相の最大層厚は 9m で，風化した火砕物等からなる谷
地形を Ata Ig の粗粒岩相が埋めており，その上位には土壌
ないしテフラ層と思われる黒色層が重なっている（図 4b）
．
粗粒岩相をその産状や構成物の違いから，以下の 3 つの
岩相に細分化した．
・ 岩相 1：最大層厚が 3m 程度の強溶結した暗灰色の
岩相である（図 5a）
．本質レンズの周囲を溶結した
火山ガラスからなる基質が占めており，塊状の産状
を呈する．暗灰色の本質レンズ（長径は数～数
10cm）のほか石質岩片（粒径は 5cm 未満）を含む（図
5b）
．また，本質レンズは脱ガラス化しておらず，
基底部より 10cm 程度のみが非溶結である（図 5c，
5d）
．
・ 岩相 2：最大層厚が 4m 程度で，石質岩片（粒径は
数 mm ～数 10cm）および本質岩片（長径は 8cm ～
1.4m）に富む岩相である（図 5e）
．岩相 1 および岩
相 3 だけでなく，他地域に露出する Ata Ig と比べて
岩片に富む．また，石質岩片および本質レンズは，
岩相 1 のものより粗粒である．石質岩片に富む部分
は相対的に本質岩片に乏しいため見かけは非溶結を
呈し，本質岩片に富む部分では溶結を呈する（図
5e）
．また，岩片の周囲を火山灰からなる基質が占
めており，塊状の産状を呈する．本質レンズには塑
性変形を受けたものや，複数の本質レンズが癒着し
たように見えるものもある（図 5f）
．加えて，層厚
は同一露頭地点でも側方変化を示す（図 5g，5h）
．
・ 岩相 3：最大層厚が 3m 程度の，灰色軽石火山礫～
軽石岩塊（粒径は数～ 20 数 cm）を含む非溶結の岩
相である（図 5i）
．軽石の周囲を火山灰からなる基
質が占めており，塊状の産状を呈する（図 5j）
．石
質岩片（粒径は 1 ～ 3cm）も含む．
いずれの露頭でも，少なくとも岩相 1 ないし 2 のいずれ
かが認められた（図 4b）
．岩相 1 ～ 3 は概ね，上下方向に
漸移的に重なっている（例えば，図 5i）が，指交関係を示
す露頭も見られた（図 5g）
．一方，個々の露頭での細かな
岩相の層序は一様ではなく，特に岩片に富む岩相 2 が粗粒
岩相の基底部以外にも認められた（図 4b，
5g）
．加えて，
個々
の岩相の層厚はどの露頭でも必ずしも一様ではなく，同一
露頭地点でも横方向に数 m 移動すると，数 10cm 規模の側
方変化が見られた（図 5g，5h）
．なお，溶結を呈する岩相
1 および 2 には，斜面に堆積した強溶結の Ata Ig に見られ
るような，溶結作用に伴う二次流動は認められなかった．
また，いずれの露頭でも堆積物の再堆積は見られなかった．
強溶結を呈する岩相 1 と，塑性変形した本質レンズを含

第 10 号（2020）21‒32

む岩相 2 の存在は，粗粒岩相の高温定置を意味する．また，
岩相 1 および 3 だけでなく，他地域に露出する Ata Ig と比
べても，岩相 2 が岩片に富むことは，粗粒岩相をもたらし
た火砕流が多量の岩片を運搬するような高密度な火砕流で
あったことを示唆する．加えて，岩相 1 ～ 3 がいずれも漸
移的に重なっている産状は，粗粒岩相は一連の火砕流噴火
で形成されたことを示唆する．そして，岩相 2 が基底部以
外にも認められること，その層厚が側方変化を示すことは，
岩相 2 をもたらした高温・高密度なフローユニットが火砕
流内部にレンズ状に存在したことを窺わせる．

4. 本質岩片，石質岩片，基質の熱残留磁化測定
粗粒岩相をもたらした火砕流の定置温度を推定するため
に，粗粒岩相を構成する本質岩片（本質レンズ，灰色軽石）
，
石質岩片，基質（岩相 1 の溶結凝灰岩）について熱残留磁
化測定を実施した．一般に火山岩は，岩石が冷却する過程
で獲得する熱残留磁化を保有する場合が多い．同じ露頭内
から複数の岩石試料の残留磁化を測定し，それらの磁化方
位が揃えば，その磁化方位は冷却に伴い獲得した熱残留磁
化と見なすことができる．火砕流堆積物について，含まれ
る岩石の段階熱消磁を行い，残留磁化方向のばらつきの程
度から，
その堆積物の定置温度を推定することができる（例
えば，Paterson et al., 2010）
．
4. 1. 試料採取
図 4a の露頭地点 A1 ～ G の内，地点 A1 および F から定
方位試料（粒径ないし長径は 8 ～ 25cm 程度）を採取した．
いずれの採取露頭でも，後成的な地層の傾動や二次流動は
確認されなかった．方位付けは磁気コンパスで行い，偏角
補正には地点 A1 および F 周辺での偏角 6.17°
（西偏；国土
地理院，2013）を用いた．また，試料はすべてハンドサン
プリングで採取した．採取した岩種等やその個数は，表 1
にまとめた．なお石質岩片は，堆積岩や変成岩と比べて磁
性鉱物を多く含むと想定される火山岩を選んで採取した．
地点 A1 より採取した「基質」はすべて岩相 1 を構成する
溶結凝灰岩である．
・ 地点 A1
層厚 1m 程度の岩相 1 の上位に，層厚 3m 程度の岩相
2 が漸移的に重なる（図 4e）
．岩相 2 には塑性変形した
黒色の本質レンズのほか，粒径が 1m を超える石質岩片
が認められる．岩相 1（露頭延長 15m 程度）より基質
10 試料，岩相 2（露頭延長 5 ～ 10m 程度）より本質レ
ンズ 10 試料，石質岩片（下部）10 試料，石質岩片（上部）
10 試料を採取した．
・ 地点 F
最大層厚 90cm 程度の石質岩片に富む部分をレンズ状
に挟んだ，層厚 1 ～ 2m の岩相 2 の上位に，層厚 50cm
程度の岩相 3 が漸移的に重なる（図 4b）
．岩相 2（露頭
延長 10m 程度）より本質レンズ 10 試料，岩相 2（露頭
延長 5 ～ 10m 程度）より石質岩片 11 試料，岩相 3（露
頭延長 5m 程度）より灰色軽石 10 試料を採取した．
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図 5 岩相 1 ～ 3 の産状．
（a）地点 A1 での岩相 1 の産状．暗色の基質と本質レンズからなる．
（b）図 5a 白枠内のクローズアップ．粒径 1
～ 3cm の石質岩片（白線内）
が見られる．
（c）
粗粒岩相基底部を占める岩相 1 の産状．褐色の基盤堆積物に，暗灰色の粗粒岩相が重なる．
（d）
図 5c 白枠内のクローズアップ．岩相 1 の基底 10 ～ 15cm は非溶結で，上方に向かうにつれ溶結度を増す．（e）地点 A1 での岩相 2 の産状．
層厚は 4m 程度で，本質レンズと石質岩片が共存し溶結を呈す部分（写真左側）もあれば，石質岩片に富み見かけ上は非溶結を呈す部分（写
真右下）もある．（f）図 5e 白枠内のクローズアップ．含まれる本質レンズ（白線内）には，複数の本質レンズが癒着したように見えるものもある．
（g）地点 G での岩相 2 の産状．岩相 1 に上下を挟まれたレンズ状の分布を示し，最大層厚は 1m 程度である．（h）図 5g 白枠内のクローズア
ップ．岩相 1 との境界は漸移的で，直線的でない．
（i）地点 F での岩相 3 の産状．層厚は 1m 未満で塊状を呈し，下位の岩相 2 から漸移する．
（j）岩相 3 のクローズアップ．基質支持の非溶結の岩相で，粒径 1 ～ 3cm の石質岩片を含む．
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表 1 各採取試料の個数と熱残留磁化測定の結果．N：採取した試料数（個）
，NChRM：ChRM を分離した試料数（個），D：偏角（°），I：
伏角（°），α95：95％信頼限界角（°
）
，k：集中度パラメータ．α95 は標準誤差の 2 倍に相当し，k とともに平均方位のまとまりの程度を表す．
また，平均方位のまとまりがα95 ＜ 15°，k ＞ 30 が古地磁気極を決めるのに使えるサイト方位の最低限の条件とするのが一般的である (Butler,
1992)．
採取地点

採取岩相

岩種

N

本質レンズ
A1

岩相2
岩相1

F

岩相2
岩相3

石質岩片

下部

石質岩片

上部

NChRM

D

I

α95

k

10

8

-7.1

25.2

5.6

99.9

10

9

-3.3

36.0

4.0

163.7

10

9

-2.7

43.4

8.1

41.7

基質（溶結凝灰岩）

10

8

-6.5

38.1

7.3

58.1

本質レンズ

10

10

-3.0

28.7

4.6

109.4

石質岩片

11

11

-2.6

33.9

3.3

189.2

灰色軽石

10

10

-4.2

36.7

9.8

25.4
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4. 2. 測定方法
定 方 位 試 料 か ら 切 り 出 し た 直 径 25mm， 高 さ 20 ～
24mm の円柱状試料を，神戸大学で測定した．表 1 に示し
た岩種の内，基質とした溶結凝灰岩については，中に含ま
れる長径数 cm 未満の本質レンズや直径数 cm 未満の石質
岩片を除去せずに測定した．残留磁化成分を分離するため
に，試料の自然残留磁化 (NRM) を測定した後に，空気中
で段階熱消磁実験（100 ～ 500℃までは 50℃刻み，500 ～
620℃までは 30℃刻みで消磁・測定）を実施し，残留磁化
強度が NRM の 5％未満になるまで消磁・測定を続けた．
残留磁化測定にはスピナー磁力計 SMD-88（夏原技研社製）
を，
熱消磁には熱消磁装置 TDS-1（夏原技研社製）を用いた．
なお，TDS-1 の加熱炉内の試料定置位置での磁場強度は
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10nT 以下である．段階熱消磁実験後，得られた磁化ベクト
ルのデータからベクトル成分図（ザイダーベルト投影図；
Zijderveld, 1967）を作成し，図 6 に残留磁化強度の減衰曲
線とともに示した．また段階熱消磁実験のデータから，
Kirschvink (1980) の主成分解析法を用いて，特徴的な残留
磁化成分 (ChRM) を分離し，その方位を求めた．この時，
磁化成分の直線性の目安となる最大偏差角 (MAD) は 10.0°
に設定した．平均方位の算出に伴う統計量（磁化方位の
95% 信頼限界角α95 と集中度パラメータ k）は，Fisher
(1953) の方法に従って求めた．なお，α95 と k について，
，k ＞ 30 が古地磁気極を
平均方位のまとまりがα95 ＜ 15°
決めるのに使えるサイト方位の最低限の条件とするのが一
般的である (Butler, 1992)．

図 6 地点 A1 および F での熱残留磁化測定の結果．ザイダーベルト投影図については，残留磁化の緩和時間を考慮して灰色部分（250℃～
620℃）のベクトル成分を測定結果の評価に採用した．全ての岩種で磁化ベクトルは，250℃以上では 1 成分を示し，磁化強度も NRM ＝
100％とすると 620℃までに 5％未満に減衰した．NChRM：ChRM を分離した試料数（個），D：偏角（°），I：伏角（°），α95：95％信頼限
界角（°），k：集中度パラメータ．
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4. 3. 結果とその評価
測定結果を岩種ごとに図 6 に示した．いずれも磁化方位
は正帯磁であった．この内，磁化ベクトルのザイダーベル
ト投影図（図 6 左列）および磁化強度の減衰曲線（図 6 中列）
にそれぞれ，代表的な結果を示した．また，ChRM の平均
方位のシュミットネット投影図（図 6 右列）に，岩種別に
集計した結果を示した．ただし，試料整形中に破損した試
料は除去した．採取露頭で後成的な地層の傾動を確認でき
なかったため，傾動補正は実施しなかった．
Ata Ig の噴出年代は 105 ～ 110ka とされており，例えば
磁性鉱物であるマグネタイトが獲得した熱残留磁化の緩和
時間（Butler, 1992）を考慮すると，NRM から 200℃まで
の磁化成分は二次的に獲得した残留磁化の可能性がある．
そこで 250 ～ 620℃までの結果を評価し，原点に向かって
直線的に減衰する成分を試料の ChRM とする．その結果，
ほぼ全ての試料で，磁化ベクトルがザイダーベルト投影図
上で原点に向かい直線状に並ぶ，単一の磁化成分が現れた
（図 6 左列）
．
ChRM は多くの場合，590℃までの熱消磁で大きく減衰
し（図 6 中列）
，アンブロッキング温度が 590 ～ 620℃であ
った．このことから，ChRM を担う主な磁性鉱物としてマ
グネタイトが考えられ，これに加えてヘマタイトも含まれ
ると考えられる．ただし，マグネタイトのキュリー点（約
580℃）を超えてヘマタイトが磁性鉱物を担っていると考
えられる領域でも，どの ChRM の磁化方位にも変化は見ら
れない（図 6 左列）
．なお石質岩片には，300℃前後までの
熱消磁で大きく減衰しているものがある（図 6 の「41-3L」
）
．
これらの試料は，それ以上の温度でも磁化成分を十分残し
たまま安定して一成分を示しているため，300℃以上の磁
化成分も一次磁化で獲得した ChRM であると判断した．ま
た，これらの試料の低温部分（300℃以下）の磁化を担う
磁性鉱物としては，Saito and Ishikawa (2012) の熱消磁曲
線から，チタンを含むマグネタイト（チタノマグネタイト）
が考えられる．
2 地点それぞれにおいて，本質レンズ，灰色軽石，石質岩片，
基質の区分で 8 ～ 11 個の試料から ChRM を分離し，その方
位を上記の岩種ごとで平均した．その結果，本質レンズの
ChRM 平均方位は D ＝―3.0°～―7.1°
，I ＝ 25.2°～ 28.7°
，
α95 ＝ 4.6°～ 5.6°，k ＝ 99.9 ～ 109.4，石質岩片は D ＝
～ 8.1°
，k ＝
―2.6°
～―3.3°
，I ＝ 33.9°
～ 43.4°
，α95 ＝ 3.3°
41.7 ～ 189.2，溶結凝灰岩は D ＝―6.5°
，I ＝ 38.1°
，α95 ＝
7.3°
，k ＝ 58.1，灰色軽石は D ＝―4.2°
，I ＝ 36.7°
，α95 ＝
9.8°
，k ＝ 25.4 を示した（表 1）
．この内，灰色軽石のα95
の値は 15°
を下回り，同一採取露頭の石質岩片と平均方位
が類似している（図 7 中）ものの，k の値が 30 を下回って
いるため，本稿では測定結果を図 6，7，表 1 に示すが平均
方位の評価には使用しない．
図 7 に，岩種ごとの平均方位とそのα95 の領域を示した．
上から順に，地点 A1 での平均方位，地点 F での平均方位，
2 地点での平均方位を重ねたものである．地点 A1 では本
．
質レンズを除き，α95 領域が互いによく重なった（図 7 上）
95
地点 F ではどの岩種のα 領域も互いによく重なった（図
7 中）
．2 地点の平均方位を重ねて表示すると，異なる地点
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の平均方位であっても，ある岩種の平均方位が他の岩種の
．例えば，地点
α95 領域内に収まるものがあった（図 7 下）
F の本質レンズの平均方位は地点 A1 の本質レンズのα95 領
域内に収まった．特に，石質岩片および溶結凝灰岩の平均
方位は，他の岩種の，少なくともひとつのα95 領域内に収
まった（例えば，図 7 下，地点 A1 の石質岩片（下部）と
地点 F の石質岩片）
．Butler (1992) は，2 つの平均方位の内，
片方ないし両方の平均方位が他方のα95 領域内に収まって
いれば，5％の有意水準で両方を区別できないとしている．
調査地域の粗粒岩相に堆積物の再堆積を確認できないため，
粗粒岩相をもたらした火砕流の定置に伴い磁化を獲得した
と判断される．上記のような平均方位とα95 領域の包含関
係や，
調査露頭の産状から，
どの岩種の平均方位も，
別の（す
なわち火砕流の定置以外の）事象で獲得した磁化として区

図 7 地点 A1 および F での各岩種の ChRM の平均方位．
（上）地
点 A1での ChRM の平均方位．本質レンズ以外の磁化方位のα95
（95
％信頼限界角）の領域もよく重なる．現在の地球磁場方位は，国
土地理院（2020）より引用．（中）地点 F での ChRM の平均方位．
全ての磁化方位のα95 の領域もよく重なる．（下）地点 A1 および地
点 F での ChRM の平均方位．どの岩種のα95 の領域も，他の岩
種の領域の少なくとも 1 つと重なり，特に地点 A1 の石質岩片（下部）
と地点 F の石質岩片のα95 の領域がよく重なる．
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別できず，同一の事象で獲得した可能性が高いと考えら
れる．
溶結凝灰岩，地点 A の石質岩片（上部）のα95 領域は，
本調査地域での現在の地球磁場方位（D ＝約 6.7°
，I ＝約
45.1°
；国土地理院，2020）と重なった．しかし前述の通り，
10 万年間で粘性残留磁化を受けるのは 200℃以下の磁化成
分であると考えられることから，これらの ChRM（250 ～
620℃）は最近の粘性残留磁化ではなく，一次磁化（火砕
流の定置に伴う熱残留磁化）によるものと判断した．なお，
本質レンズの ChRM は，他の岩種のそれと比べて伏角が浅
い（図 7 下）
．本研究の調査露頭に後成的な地層の傾動や，
溶結変形に伴う堆積物の二次流動を確認できていないため，
伏角が浅い原因については今後の検討課題と言える．
残留磁化測定の結果をまとめると下記のようになる．
（1）
どの岩種でも 250℃以上において単一の磁化成分が現れ，
アンブロッキング温度は 590 ～ 620℃と推定された．
（2）
平均方位とα95 領域との包含関係や，調査露頭の産状から，
どの岩種の平均方位も，火砕流の定置以外の事象で獲得し
た磁化として区別できず，ChRM が同一の事象（火砕流の
定置）を経て獲得されたことを示唆する．
（3）250℃以上
の ChRM の地点平均方位が概ね揃うことは，いずれも
ChRM は最近の粘性残留磁化ではなく，どの岩種も同時期
（105 ～ 110ka）
・同起源の一次磁化（火砕流の定置に伴う
熱残留磁化）であることを示唆する．
（1）～（3）から，粗
粒岩相の構成粒子はいずれも，粗粒岩相をもたらした火砕
流の構成粒子として高温状態で定置しその後は転動を経験
していないと推定される．また，その定置温度はアンブロ
ッキング温度を勘案すると，少なくとも 590℃以上と推定
される．

5. 粗粒岩相をもたらした火砕流内部の状態
岩相記載からは，粗粒岩相の岩相 1 が強溶結を呈するこ
とと，岩相 2 に含まれる本質岩片が塑性変形を受けている
ことから，岩相 1 だけでなく岩相 2 も高温定置が示唆さ
れた．また，岩相 2 は多量の岩片を含むことから，粗粒岩
相をもたらした火砕流が高密度な火砕流であったと推察さ
れる．
残留磁化測定の結果からは，採取・測定したどの岩種も
定置温度が少なくとも 590℃以上であったと結論された．
このことは，粗粒岩相をもたらした火砕流が自身を溶結さ
せるだけでなく，火砕流に取り込まれた多量の石質岩片を
高温定置させるほどの熱を，流動中および定置時に保持し
ていたことを示す．
岩片を多量に含む岩相 2 の産状からは，火砕流内部が高
密度であったことが推察されたが，この高密度が外気との
熱交換を抑えて火砕流内部の温度低下を防ぎ，火砕流の高
温定置に寄与したと示唆される．
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6. まとめ
Ata Ig の粗粒岩相の流動堆積機構に制約を与えるため，
地表地質踏査を実施してその岩相と分布を把握した．その
結果，粗粒岩相は岩相 1 ～ 3 に細分された．岩相 1 は本質
レンズを含んでおり，強溶結を呈し塊状であった．岩相 2
は岩片に富んでおり，石質岩片に富む部分では見かけは非
溶結を呈し，本質岩片に富む部分では溶結を呈していた．
岩相3は灰色軽石を含んでおり，
非溶結を呈し塊状であった．
また，それらは上下方向に漸移的に重なっており，粗粒岩
相が一連の火砕流噴火で形成されたことを意味する．加え
て，岩相 2 が基底部以外にも認められること，その層厚が
側方変化を示すことは，岩相 2 をもたらした高温・高密度
なフローユニットが火砕流内部にレンズ状に存在したこと
を窺わせる．更に，含まれる岩片に残留磁化測定を実施し
て粗粒岩相の定置温度の推定を試みた．その結果，本質物
質のみならず取り込んだ石質岩片も定置温度が少なくとも
590℃以上であったことが結論され，石質岩片を 590℃以上
の温度で定置させるほどの高温を流動中および定置時に保
持していたことが示された．そして，岩片に富む岩相 2 の
産状と残留磁化測定の結果から，この高温定置には高密度
な火砕流内部という条件が寄与したことが示唆された．
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