
【記念講演I 講演要旨】

雲仙火山を見つめて30年

太 田 一 也 (九州大学名誉教授)

雲仙火山との関わ りは,1967年秋,かつての九州大学島原火山観測所設立準備のため,島原に赴

任 してきてからである。1998年 に定年退職するまでの30年 間,地学的に見つめる機会に恵まれた。

最後には,198年振 りの噴火に遭遇,溶岩 ドームの形成 と火砕流発生は,実 に4千年振 りで,奇跡

的な遭遇であった。

顧みると,噴火までの約20年 間の前半は,雲仙火山での泉質を異にする温泉群の東西方向の系統

的配列や,地質構造調査の結果から,雲仙地溝 と千々石カルデラ (橘湾),そ してマグマ溜 りの橘

湾地下深部説の提唱 (1972)を行った り,古文書を頼 りに噴火史や災害史をひもといていた。後半

は,国の火山噴火予知計画に参画,阿蘇山や桜島を始め,遠 くは浅問山や伊豆大島,有珠山へ,温
泉や火山ガスの観測に出かけていた (地球化学的火山噴火予知手法の開発 )。

また,雲仙火山直下に,大 山火山帯 に対応する屈曲 し切断 された静止プレー トの潜在 を妄想

(1984)し ていたが,最近,急角度で折れ曲がるフイリピン海プレー トの輪郭が浮かんできた。静

止プレー トは確認されていないが,こ の妄想 も現実に一歩近づいた。

この間,観測所 としては,マ グマ溜 りとその上昇通路 と推定された千々石カルデラと雲仙地溝を

取 り囲む地震観測網を構築 した。これらは結果的には,先般の雲仙岳の噴火に備えていたことになっ

た。

先般の普賢岳噴火は, 1年 間の前駆地震活動を経て始まり,半年間の噴煙活動の後,1991年 5月

から溶岩噴出を開始, 3年 9か月にも及んだため,十分な観測ができ,貴重な成果が数多 く得 られ

た。

その一つが,推定通 りのマグマ溜 りの位置 とその上昇通路の確定である。先般の噴火では,ま ず ,

橘湾の地下約13kmで地震が群発,やがて東に向かって波状的に上昇 し,普賢岳へ と移動,噴火に至っ

た。これで,橘湾マグマ溜 り説 と,そ の根拠の一つ としていた雲仙火山温泉群に見 られる西側から

東側にかけての,マ グマ発散物の分化による生成系列 (1972)が ,検証できたと思っている。 しか

し,熱水系構造や
3He/4Hc比 ,地震波速度構造,地形を根拠に,多 くの異論が提唱されている。

新知見 として,溶岩 ドームの生成機構がある。それは,ロ ーブ (lobe)の積み重ねによる外成的

成長であ り,そのローブは,噴出地点の地形に左右 されて形状を変えた。また,マ グマ供給量の減

少により,マ グマは地下で半固結～固結 し,岩塊 として押 し出され,溶岩 ドームの形態を変えた (破

砕溶岩丘の提唱,1993)。 さらに,崩落による火砕流の発生形態がつぶさに観察 された。
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私の地学遍歴

松 本 征 夫 (山 口大学名誉教授)

長崎県地学会創立40周年記念での講演を依頼された。ある地域やある専門的な内容も考えてはみ

たが,私が踏査 した地域は広範囲であり,研究した内容も多岐にわたるので,上記のタイトルでお

話しすることにしたい。詳細に記す紙面もないので,項 目を羅列するにとどめる。またそれらの項

目に関する発表記録も多数あるので,こ れらの文献も省略することをお許し願いたい。

I 西南日本の地質～火山岩          Ⅳ 広域的な火成活動～地質構造

1 福岡県香春岳～平尾台周辺の地質 (1951年   1 北中部九州の後期新生代火山活動

九州大進論,小倉一田川構造線の提唱)   2 西南日本の火山系列と火山活動

2 大分県耶馬漢の火山地質 (1952年九州大卒  3 別府一島原地溝 (帯 )

論)～ 未分化ソレアイト～年代測定     V 南極

3 九重山の火山地質～地熱          1 リュツォ 0ホ ルム湾沿岸域の地質

4 祖母山火山岩類 (含見立層)(傾 山カルデ  2 やまと山脈の地質

ラ・祖母山カルデラ様陥没の提唱)     3 やまと隕石 (Yamato-75)

5 阿蘇火山                 Ⅵ 中央アジア

6 北部九州の玄武岩類～高アルミナ玄武岩   1 ヒンズークシュ山脈チイリチ 0ミ ール

7 北中部九州の高 Mg安山岩         2 横断山脈

8 多良岳火山区～竹崎火山          3 青蔵高原 (北部チベット新生代高カリウム

9 長崎県五島列島中通島・姫島          アルカリ岩石区の提案)

10 山口県笠島 (早期晶出輝石)        4 シルクロー ド (シ ルクロー ド陥没帯の提

11 島根県川本のミネット             唱)

12 島根県浜田のベイサナイト (エ ジリン)  Ⅶ 鉱物

13 隠岐群島島後 (島後カルデラの提唱)    l Fcrohastingsite(尾 平・金峰・門司)

I 九州の離島                2 Pseudo― hypcrsthenc(佐 賀県杵島)

1 八重山群島西表島・石垣島         3 Thulite O Scolecite(長 崎県五島中通島)

2 尖閣列島                 4 Thulite(長 野県入軽井沢)

3 沖縄県硫黄鳥島              5 Attinite(福 岡県方域町)

4 トカラ列島横当島・宝島・悪石島・口之島  6 Aragonite(長 崎県壱岐)

5 長崎県男女群島              7 Spinel(南 極スカルビックハルゼン)

Ⅲ 環日本海域               8 Allanite(Metamict― Cerianite)(南 極 ネスオ

1 済州島                 イヤ)

2 ウツリョウ島               9 Mc面 1litc(や まと隕石中)

3 長白山 (白頭山)            Ⅷ 災害地質

4 中国安徽省女山              1 斜面崩壊～地辻 り

一-34-一



【記念講演講師紹介】

松 本 径 夫 先生

松本征夫先生は,明治専門学校,九州大学 ,

熊本大学などの教授であられた火山学者松本唯

一先生のご次男として1929年 に北九州市にご誕

生になりました。その後,戸畑市明治小学校 ,

県立小倉中学校を経て,1955年 に九州大学大学

院を修了され,九州大学生産科学研究所にお勤

めになり,1961年に,松浦玄武岩類の岩石学的

研究で理学博士の学位を取得されました。

1967年 に九州大学助教授から長崎大学にお移

りになり,1978年 まで長崎大学教授として12年

間ご勤務になりましたが,1979年 には,山口大

学に転 じられ,山口大学教授として1992年 まで

14年 間ご勤務になりました。1992年 には,山口

大学をご退官,現在,山口大学名誉教授であり,

また, 日本地質学会,中華人民共和国科学探検

協会,長崎県地学会名誉会員でもあられます。

その間,1983年 には朝日学術奨励賞を受賞され

ています。

松本先生は,今日なお,探求心ますます旺盛

であられ,地質学,岩石学,火山学,鉱物学な

どをご専門とさせる大変マルチな地球科学者で

あります。また,学術探検,学術登山,昆虫分

類学,植物分類学,民俗学,考古学,歴史学に

もご造詣が深 く,東洋のStein,M.A。 (探検家),

あるいは,Sven Hedin(探 検家)だ と言われて

いらっしゃいます。また,先生は,詩人でもあ

られ,九州大大学院のころ,『坊がつる賛歌』

をおつ くりになり,美 人歌手の芹洋子さんが

唱って大ヒットしました。

学会役員など主なものを申し上げます。

日本地熱資源委員会委員, 日本地質学会評議員

16年,長崎県自然保護審議会委員,長崎県地学

会理事 (30年 ),国立極地研究所専門委員会 (地

学)委員,日 本岩鉱学会評議員, 日本火山学会

委員, 日本地質学会各賞選考委員会委員, 日本

高山植物保護協会評議員, 日本地質学会西日本

支部長, 日本地質学会編集委員,極東火山構造

地質図編集委員会委員,な どを歴任 されてい

らっしゃいます。

ここで海外学術研究等について簡単に申し上

げます。

☆南西諸島 (沖 縄),タ イ,イ ンド,パ キスタ

ンフアフガニスタン,ネパール,南西諸島 (沖

縄県尖閣群島),韓 国ウツリョウ島などでの学

術研究 ☆ガテマラ,エルサルバ ドルにおける

日本政府ガテマラ地熱調査 ☆第16次南極地域

観測隊員 ☆済州島における日韓共同学術研究

☆四川省,雲南省における日中共同学術研究

☆チベット高原揚子江源流域学術登山隊長・☆

中国における国際討論会,国際鉱物学会,中 国

科学工業大学での集中講義と日中共同学術研究

☆ソビエ トにおける国際討論会と極東火山構造

図編集会議 ☆1992年以降毎年 2～ 3回 ,学術

探検交流および学術交流のため中国にご出張し

ておられます。

つぎに,1992年度までの研究実績として学術

論文184編 ,調査報告書 9編 ,研究報告・論集

など13編 ,編著書12冊 ,普及単行本・一般書26

冊,な ど多数にのぼります。

先生は,若い頃から,環境問題には,大変厳

しいお方で,私 どもがフィールドにゴミやタバ

コの吸い殻を捨てたり,高山植物などに触った

りするとすぐにご注意・指導をされました。今

日の空 0海 ・大地などの荒廃を見るときに先生

は,半世紀も前にこのような事態になることを

予見しておられたのだなあ―と感服いたしてお

ります。

先生のお宅の中庭では,ネ ギ・ナス・キュウ

リなどの家庭菜園を続けていらっしゃいます。

そのためでしょうか,先生は,ご身体が大変ご

丈夫で,大 きな病気をされたことがありません。

奥様のお話では,最近でも『酒斗なお辞せず』

で毎日のようにアルコール類はちゃんと摂取し

ていらっしゃるようです。では,先生よろしく

お願いいたします。

(紹介者 :田島 俊彦)
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