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雲仙火山のマグマ溜まり再考
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Review on the Magma Supply Systenl at Unzen Volcano
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多様な観測がなされ,多数の貴重な観測データ
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たのであろうか。今回の観測成果とともに,過
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図 3.雲仙火山の火山性温泉群生成系列 (太田"1975)

システムについて総括し,問題点や今後の課題

について述べてみたい。

1.今回の噴火以前のマグマ溜まり諸説

雲仙火山のマグマ溜まりの位置に関する最初

の提唱は,太田 (1972)に よるもので,そ の後

若干補強したのが大田 (1973)で ,両者には本

質的に変わりはない。これらでは,島原半島中

央部に,東西に配列する各種泉質の火山性温泉

群 (図 1)の生成機構を統一的に解釈するため
,

西側の橘湾 (千々石湾)を カルデラとし,そ の

約10km地下深部にマグマ溜まりの潜在を想定し

た。

温泉群の生成機構 としては,その根源となる

マグマ発散物が,橘湾地下深部のマグマ溜まり

から供給されていて,東側に向かって斜めに上

昇する過程で地下水に遭遇し,温度低下に対応

して溶けやすい成分から溶け去ったり (分別溶

解),あ るいは減圧沸騰により気液分離がなさ

れて,順次その成分の分化を来たし,その結果 ,

マグマ溜まりに最も近い西側海岸の小浜温泉に

高温相の食塩泉が,中央山岳地帯の雲仙温泉に

は通気帯特有の硫酸酸性の硫黄泉が,そ して末

端にあたる東側山麓の島原温泉には,低温相の

重曹泉～重炭酸土類泉あるいは炭酸鉄泉が湧出

しているとの見解を示した (図 203)。

その理論的背景には,雲仙火山の大局的な火

山性地質構造としての雲仙地溝や橘湾が示すカ

ルデラ様地形,さ らには,1968年から数年間に

わたる群発地震でみられた,橘湾地下深部から

島原半島東側浅部に向けての波状的震源移動な

どがあった。

しかし,その後,地熱系に関する諸火山での

新知見や,雲仙火山地域での新たな技術を用い

た地下構造探査や地震波の3次元速度構造解析

結果にもとづいて提唱された多 くの見解は,こ

の太田モデル (1973)に対しては極めて否定的

で,マグマ溜まりは,雲仙火山の直下や東側深

部に位置するとするものが圧倒的であった。

例えば,茂野・阿部 (1986)は ,大田モデル

(1973)に おいて, 1)橘湾を中心とした大規

熱水系

          急傾斜開□性断裂系
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図 4.雲仙火山の熱水系モデル (茂野・阿部
"

1986)
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雲仙火山のマグマ溜まり再考

模火山噴出堆積物が欠如していることから,橘
湾をカルデラとするには根拠に乏しい, 2)微
小地震の震源域をマグマ発散物の上昇通路とし

ているが,それと無関係な場所にも地震は発生

しており,明確な根拠にはならない, 3)雲仙

火山での有史後の噴火は,最 も新 しい山体であ

る中心部の普賢岳に限られていることなどを指

摘し,雲仙火山の温泉群は,マグマ溜まりを雲

仙火山直下に存在するとした熱水系モデル (垂

直火道を通じた熱流体吹き込み型加熱機構)が ,

現実により近いと断定した (図 4)。

また,末広ほか (1988)・ 末広 (1988)は ,

島原半島を縦断するエアガンによる人工地震波

速度構造調査の結果,島原半島直下約 8～ 16.5

km間 に低速度層があり,高温・低地震活動域で

あることから,マグマ溜まりである可能性を指

摘した。さらに,大見・清水 (1988)は ,自然

地震のP波 3次元速度構造を調べ,島原半島南

東沖に顕著な低速度域が存在することを指摘 し,

地震活動も低調であることから,高温で部分的

な溶融体が存在する可能性があるとした。

中田・田中 (1991:噴火開始直前投稿)は ,

これらの地球物理学的観測データを加味すると

ともに,主 に岩石学的見地から,中部地殻 (深

さ約20km)に マントルから供給された苦鉄質の

扁平で巨大なマグマ溜まりがあり,そ こから上

昇したマグマは,雲仙火山直下の深さ約 8 km付

近に,鉛直 0東西性のマグマプレート (上端部

が珪長質のレンズ状バッチ)群 として存在して

いて,過熱された低速度層を構成している可能

‐N      
に

Dacite lavas

性が高いと考えた (図 5)。

2.1990年普賢岳噴火開始後に提唱されたマグ

マ供給システム

このようなマグマ溜まりに関する諸説が紛々

する中で,雲仙火山が198年振 りに噴火 した。

噴火に 1年先行 した1989年 11月 に橘湾地下深部

で地震群発を開始,やがて震源は波状的に東進

震源分布 (Nov'89-Dec'91)
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(中 田・田中,1991)

雲仙 岳噴火 開始前後 (Nov.1989-Apr.
1991)に おける震源分布

(M≧ 3;九大島原地震火山観測所資料 )
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するとともに浅 くなり,火口が位置している普

賢岳に接近 し (図 607),つ いに1990年 11月

17日 に噴火を開始するに至った (大 田,1993)。

このような前駆地震群の挙動は予想通りで,太
田モデル (1973)に調和 したものであった。

馬越ほか (1992)は ,前駆地震も含めて,溶

岩噴出前後に捕捉された多数の地震観測データ

について精密震源決定を行うとともに,波動解

析をおこなった。その結果は図 8に示すとおり

で,千々石カルデラ南東縁の輪郭とともに,普

賢岳に向かう平行 した 2列 の震源配列が明瞭に

認められている。しかも,その間は Low―Qsで

S波が減衰することから,高温で相対的に柔ら

かと推定している。

また,東西断面では,橘湾地下13km付近以深

より普賢岳直下浅部に向かって,震源が浅 く

なっている。これらのことから,マグマ溜まり

は橘湾の震源域の下位に位置していて,マ グマ

は東倶1の 2つ の震源列の間隙を,普賢岳に向

かって斜めに上昇したと推定した。

火山観測や調査と,内外の最新の解析技術や知

見を導入した多角的な検討がなされ,様々な新

たなマグマ供給システムが提案された。これら

は,研究分野や観測手法の相違によつて必ずし

も一致していないが,橘湾地下深部にマグマ溜

まりを想定している大田モデル (1973)に対 し

て,再び積極的な否定的見解が多 く示された。

新たに提唱されたマグマ溜まりの位置で,最

も客観的で説得力があるのが,日立大学合同観

測班測地グループ (199201994)の 繰 り返し水

準測量結果によりえられたものであり,厳然た

る事実として否定することは出来ない。その初

図 9.地盤変動からえられた噴火中の圧力源

A～ C:水準測量結果 (国立大学測地グループリ

199201994)

C':GPS測 量結果 (西 ほかり1995)

深 さ :A=1.5km"B=5 km"C=1 0kmり Cり =11.5
km

N

北山麓路線

西海岸路線

1 5km 」

図10.北山麓路線および西海岸路線の水準演1量結

果から推定される期間別圧力源の位置 (国

立大学測地グループ11994)
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給システム (馬越ほか,1992)

他方,こ の間の関係観測機関や国立大学合同

観測班による最新の計測技術を駆使 した総合的
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雲仙火山のマグマ溜まり再考

期の1991-1992年 間の観測結果によると,噴火

活動の進行に対応して,普賢岳直下付近から西

に向かい次第に深さと規模を増す 3圧力源 (マ

グマの噴出による収縮源)A,Bお よびC(球
源を仮定)を検出していて,こ れらを連ねた火

道とマグマ溜まりあるいはマグマポケットの存

在を推定 している (図 9)。 これらのうち最 も

顕著な最西端のCは ,山頂西方約4。 5km,深 さ

7 kmの 位置にあり,噴火を開始した1990年 11月

を基準とした1993年 8月 までの 5回 にわたる西

海岸路線での繰 り返し観測結果では,その都度 ,

圧力源の位置は変化しているものの,ほぼ東西

方向に並んでいるのは,火道を示唆していて興

味深い (図 10)。

Cは最終段階 (1992-1994年)では,水平位

置は以前とほぼ同じであるが,深 さが約10kmと

深くなった。これらはいずれも島原半島内にと

どまっていて,橘湾には達していない。

GPS観測 によって も,西 ほか (1995)は ,

繰り返し水準測量によるCと ほぼ同じ平面位置

で,深 さ約11。 5kmにマグマ溜まりに対応する圧

力源C'を 求めている (図 9019)。

竹田ほか (1996)は ,唯一,千々石カルデラ

をまたぐ測線を含めた光波辺長測量で,水平地

殻変動観測を実施し,噴火直前の1987年 2月 か

ら1990年 11月 の期間のデータからのものは,国
立大学合同観測班測地グループ (1994)の Cや ,

鵠出t墜堅品
Dilatalon(ppm)    

｀
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i策黒m △

BASE LINE186187188189190191 (km)
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図11.光渡辺長測量による雲仙火山のマグマ溜 まりの位置と主歪 (竹田ほかり1996)

左 :測量基線網り中 :測線別線歪変動1右上 :期 間別主歪実測値9右下 :期間別主歪理論計算値
P:Feb.1987-Nov.1990期 間圧力源 (深 さ5 km),Q:Sep日 1991~Jan.1994期 間圧力源 (深 さ10km)

西ほか (1994)の C'と は大きくずれているが

(図11,P),溶岩噴出中の1991年 9月 から1994

年 1月 の期間では,C近傍に圧力源を特定した

(図 11,Q)。 なお,推定されている千々石カ

ルデラ深部のマグマ溜まりに起因する地殻変動

は認められないと断定した。

鍵山ほか (1995)や上嶋ほか (1995)の電磁

気学的手法からの推定は,地下水や熱水の影響

が大きく,かつ,こ れらが水平構造を取 りやす

いこともあってか,必ずしも,水準測量結果と

は一致しない。しかし,マグマ溜まりの深さに

関しては約10kmと 推定した。また,大局的には
,

普賢岳周辺から東部にかけての深部に低比抵抗

島原温泉
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領域の存在が認められたことから,今回の噴火

に限定せずに長期的にみた場合,西部よりも東

部により多 くのマグマが存在 している可能性が

昌いとしている。

その他,マ グマ溜まりの潜在を東側に推定す

るのに有利なデータとして,新たに浮上してき

たものに,温泉ガスの3He/4Hc比 と眉山の生成

年代,さ らには再検討された地震波速度構造と

がある。

温泉ガス中の3Heは マントルに由来する始原

的なもので,4Heは地殻中の放射性鉱物の壊変

でも生成されている (兼 岡,1989)。 したがっ

て,3He/4Hc比 は大きいほどマグマ性が高い。

一般 に3He/4Hc比 は,大 気 の3He/4He比
(Ratm

=1。 40× 106)を 基準にして表示されているが,

上部マントルで8 Ratm前 後,地殻では0.lRatm

以下である (野津,1996)。 雲仙火山での測定

結果は,西側の小浜温泉が 4± ,中央の雲仙温

泉が 5± ,東側の島原温泉が 7± と次第に高く

なっていて,泉質とは逆に東側のものがよリマ

グマ性が高い (野津,1996・ 図12)。 このよう

な事実を最初に指摘 したのは,Marty,B.et al.

(1989)で ある。

一方,30数万年前に成長を始めた複成複式火

山雲仙岳の溶岩 ドーム群は,概 して西側で古 く

東側で新 しい。最東端で,島原市街地の背後に

位置している眉山の生成年代は,以前は 7～ 9

万年前 (Fission ttack法 :Sugiyama,H.et al。 ,

1986;宮地・太田,1985)と されていたが,こ

れらは基底部を対象としていたもので,最近の

調査では,そ の上部は約 2万年前 (K―Ar法 :

Watanabe,K.et ale,1993),約 5千年前 (Fission

廿ack法 :檀原ほか,1993),約 3千年前 (熱 ル

不ッセンス法 :Takashima,Io and Watanabe,K。 ,

1994)と ,測定技術の進歩とともに若返って来

ている。

島原半島一帯の地震波速度構造は,図 13に示

されるとおりで,大見・清水 (1992),大見

(1992)は ,従来のP波到達時刻を用いた解析

を発展させ, S波 も併用して解析精度の向上を

試み,島原半島を中心に,北西から南西に延び
,

次第に深 くなる帯状の低速度領域の存在を指摘

した。

図14.島原半島の重力異常分布 (久保寺ほか,

1975).格子模様は基盤の輝石安山岩

0           10km

太 田 一 也

やや古い
マグマだまり

やヽ亨鉄質マグマ
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図13.島原半島周辺の地震波速度構造 (大見リ

1992の カラーグラビアからのスケッチ)
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図15.雲仙火山の地下モデル (中 田"1995)



西部地域(橘 湾倶」)
②南北方向への引張応力ご多多η

千々石湾
(橘湾)

雲仙火山のマグマ溜まり再考

〆

鵠
①東側からの圧縮応力

↓
島原半島全体の曲げ変形

東部地域 (島原市lnl)

②南北方向への圧縮応力

図16.島原カルデラとその直下のマグマ溜まり (寺井11995)

さらに,普賢岳直下から東側の有明海にかけ

ては,よ り顕著な低重力異常域が存在していて

(図 14),地震活動も低調である。これらの事

実も,地質グループが主マグマ溜まりの位置に

ついて,普賢岳直下～東側説を有力視する背景

になっている。

そこで,雲仙火山岩類の特徴として,苦鉄質

マグマと珪長質マグマの混合の事実は古 くから

指摘されていたが,中 田 (1995)の岩石学的分

野からの研究成果では,噴火にともなった新 し

い観測成果も考慮し,従来の考えを発展させて,

珪長質マグマ溜まりが島原半島内西側 (測地学

的圧力源C)と東側 (眉 山直下付近)の深さ10

丘程度の位置の 2箇所にあり,さ らに深部から

苦鉄質マグマが長期にわたり繰 り返し上昇して

.ヽ て,こ れらの浅部珪長質マグマ溜まりを次第

|二 成長させ,その過剰圧が限界に達した時に噴

ゲ(す るとした (図 15)。

今回のような普賢岳での噴火は,西側のマグ

マ溜まりCに 由来するという。なお,噴火前の

嘔湾 |こ おける地震群発は,深部からの苦鉄質マ

グマの供給が,地下圧力を高めたために誘発さ

れたもので,東側で誘発されなかったのは,眉

山直下のマグマ溜まりがまだ高温であり,脆性

破壊をしないからだとした。

寺井 (1995)は ,周辺海底域も含めた地形と

断層の解析結果と,こ れまでに報告されている

諸観測データから,普賢岳を含めた火山体東部

に二重式「島原カルデラ」の存在を提唱すると

ともに,その直下にマグマ溜まりの潜在を推定

した (図 16)。

諸観測データとしては,当該領域が,低重力

異常域,地震波低速度域,電気低比抵抗域,地
震空白域,高マグマ性ヘリウム噴出域,そ して

東端の眉山の一部の生成年代が,極めて若いこ

と等を挙げている。また,橘湾地下深部にマグ

マ溜まりが潜在する (大田,1973)と した場合 ,

普賢岳地下を通過しての眉山への溶岩供給は不

自然とした。なお,今回の噴火に先行した前駆

地震群が,橘湾で群発したことについては,東
西圧縮応力で,西傾1の橘湾では引張 り応力が働

き正断層群が活動,東側でのマグマの上昇にと

1989.11-1991.5(N=804)
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もない震源も次第に浅 くなったとした。なお,

橘湾南東部に見られたカルデラ縁を示唆する半

円形の震源分布の有意性についてはふれていな

い。また,東側有明海は圧縮応力場であるため,

地震活動は低調であるとした。そして噴火終息

後は,マ グマ溜まりの圧力低下が,島原カルデ

ラの沈下活動を誘発するため,地表付近では地

震活動が活発化し,地下水異常,地割れ,眉 山

の山体崩壊が考えられると予測 した。

大見 (1996)は ,地質グループのこれらの見

解を踏まえ,東側の島原湾直下深部に巨大なマ

グマ溜まりの潜在を想定,そ してそこから西側

へ分岐する第 2マ グマ溜まりを橘湾浅部 (直下

約 7 km)の低速度域 (震源群より上位)に設定

し,さ らに反転させて,圧力源Cを経由し東側

の普賢岳に達する複雑なマグマ供給モデルを提

唱した (図 17)。 地震波速度構造については
,

八木原・清水 (1995)も ,遠地地震を使って解

析 し,深 さ12-17kmで は,島原半島東部が,低

速であることを指摘 している。

このような中で,多田 (1996)は ,島原半島

沿岸や対岸での長期にわたる潮位観測データか

ら,島原半島北東域でM5.9の 地震が発生 した

1984年 頃より,橘湾 (千々石カルデラ)を 中心

に広範囲で隆起が始まり,日之津港で 3 cm(三

角港基準)を記録,溶岩噴出開始と同時に沈降

に転じたことを幸艮告している。そこでその圧力

源を橘湾直下18kmで , 3億 ポの膨張と仮定した

数値実験結果が実測値と一致し,地表面の最大

隆起量は,橘湾中心部で約20cm,島原半島西岸

小浜町で13～ 16cmと 算定 した (図 18)。 このよ

うなことから,マグマ溜まりは橘湾のほぼ中央

に位置するとした。なお,水準測量結果 (松島

ほか,2003)に よると,1995年の噴火停止時に

は,B M4271(愛 野小学校裏旧道)を基準に
,

西岸は最大約 8 cm沈降しているが,こ の潮位変

動に基づく理論計算では,B M4271そ のものが
,

噴火活動極 く初期には約10cm隆起していた可能

性があり,こ れを加算すると18cmの沈降となり,

両者はほぼ一致している。

2222222

図17.地震波速度構造から推定 した雲仙火山のマ

グマ供給モデル (大見,1996)

これらのほか,高橋 (1997)は ,マ グマは西

側橘湾直下の苦鉄質マグマ溜まりと,東倶1眉 山

直下の珪長質マグマ溜まりとから供給されてい

て,こ れらの異質のマグマは,普賢岳西側地下

6 km以深 (測地学的圧力源C付近)のマグマポ

ケットで混合されていると推定した。また,佐

藤ほか (1994)は ,一般的に,地溝幅とリソス

フェアの厚さが正の相関を示すとして,雲仙地

溝で最も狭除な普賢岳西方約 2 kmの直下にマグ

マ溜まりの存在を想定している。

茂木モデルによる計算結果
圧力源深度=18km

図18口 験潮結果と橘湾直下にマグマ溜まり (☆印9

深さ1 8km, 3億 ボ膨張)を 想定した地殻の

上下変動モデル計算値"単位 :cm(多 田
"

1996)

3.こ れらの問題点と今後の課題

今回の噴火を通 じてえられた観測結果にもと

づいて,最近提唱されている雲仙火山のマグマ

溜まりの位置やマグマ供給システムに関する諸

説を列挙 した。

太田モデル (1972・ 1973)提唱後,久保寺ほ

か (1975)に より,島原半島一帯の重力異常図

ii::IK鼻噺穫

922.33「 8319_』 り222
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雲仙火山のマグマ溜まり再考

が示され,橘湾には負の中心をもったクレータ

レーク型重力異常 (図14)が認められたことは

すでに述べた。この図では同時に,中央南寄 り

の高岩山および島原東南東沖にも,負 の重力異

常が認められている。また,1792年の普賢岳噴

火に関する古記録を吟味した片山 (1974)は ,

噴火の前後に,西側から東側への震源移動が読

み取れることを明らかにした。さらに,1968年
から1974年 にかけての群発地震では,噴火には

至らなかったが,震源域は橘湾から繰 り返し普

賢岳や,さ らには東側の眉山一帯におよび,最
終的には普賢岳東山腹の板底での突発的な火山

ガス噴出で終息 した (太 田,1984)。 これらは

いずれも,橘湾地下深部にマグマ溜まりが潜在

するとした太田モデル (1972・ 1973)に 調和 し

た現象で,マ グマか通常より大量のマグマ発散

物が普賢岳方向へ移動したことを示唆している。

しかし,今回の雲仙岳噴火の観測に関与した

多 くの研究者は,馬越ほか (1992)を 除き,こ
の大田モデル (1972・ 1973)に 否定的であるこ

とはすでに述べたとおりである。そこで,こ れ

らの諸説のいくつかについて,問題点を指摘 し

てみたい。

まず,地殻変動観測結果に基づ く国立大学合

同観測班測地グループ (1992・ 1994)に よるマ

グマ溜まりと思われる圧力源Cの算定結果に,

一義的には問題はないとしても,観測点を島原

半島内にとどめていて,主マグマ溜まりの潜在

が想定されている橘湾 (千々石カルデラ)周辺

(太 田,1973),こ とにその西側についての観

測データが皆無であることは,無視できない。

また,西 ほか (1994)の GPSに よる地殻水

平変動ベクトル観測値 (図 19)で注目されるこ

とは,溶岩噴出によりすべてが大局的には1又縮

源C'方向を指 しているものの,橘湾周辺の観

測点 AINや KITで のそれが,理論計算値 より

顕著に西側 (橘湾側)に偏向していることであ

る3こ のような事実は,単 に地殻の不均質性や

舜造の複雑性に由来する誤差の範囲を越えてい

て,千々石カルデラ地下深部に潜在が予想され

る主マグマ溜まりの収縮の影響を反映している

可能性を示唆している。

1991.10～ 1994.2

饒

hhibana B響  でや°T

○ :PЮ ssuЮ souЮ e

(d=11.5km)

図19.GPS観測でえられた力源収縮による地殻
水平変動ベクトル 実線=観測値り破線=
理論計算値 (西ほかり1994);棒線=橘湾
にいたる紡錘状収縮源想定による理論計算
値 (清水ほかり1996)

これらに関し,清水ほか (1996)は ,震源分

布 と地殻変動 とから求められているマグマ溜ま

りの位置が大 きく異なっていることから,両手

法に整合性を求めるために,山頂部から橘湾に

およぶ紡錘形の圧力源を想定,線状圧力源で近

似・単純化 して地殻変動量を理論計算 した結果 ,

西ほか (1994)が示 しているC'点 を球状収縮

源とする水平地殻変動の理論計算値 より観測値

に近いことを指摘 している (図 19)。

また,西ほか (1995)も ,主マグマ溜まりが

橘湾地下に潜在するとすればさらに深 く,仮に

20～30km深部であれば,その収縮による地表面

の変形量は,島原半島でこれまで測定された値

の 1/4～ 1/10程度に過 ぎないと推測,橘湾直

下にマグマ溜 まりが潜在 したとしても,検出困

難であることを指摘 している。

竹田ほか (1996)の光波測距による地殻変動

観測は,唯一橘湾をまたぐ測線を含めた貴重な

ものである。この観測結果でも注 目されること

は,噴火開始直後の段階 (1990年 11月 )で ,マ
グマの上昇にともなった猿葉山 (sRB)以東の

島 原 半 島 西 部 の 測 線 BKJ― IICNG,BKJ一 SRBお よ

び KNG― SRBの 顕著な膨張に対 して,橘湾 (千々

石カルデラ)の一部をまたぐ西側の測線 KRK
一BOお よび KRK―SRBが収縮 していることで

-9-
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図20.雲仙火山のマグマ供給モデル (太 田り

1973)の ヘ リウム同位体比か らの解釈

(Notsu,K.et al.,2001)

ある (図 11中 )。 また,溶岩噴出に ともなって ,

猿葉山 (SRB)東側が収縮す る とともに,千々

石 カルデラをまた ぐ KRK―KTGも ,1991年 5月

か ら1993年 2月 にかけて,全側線中最大の 9 cm

も縮んでいるという (竹 田ほか,1996)。 さら

に,こ こでは地殻変動を単純に単一の圧力源に

起因させて計算しているため,橘湾を含む IcRK

―BKJ― SRBお よび KRK…SRB―KTGブ ロツクの
,

噴火開始直前の主1又縮歪みはほぼ東西方向で
,

その観測値は理論計算値よりはるかに大きく,

算定された圧力源 Pの位置も,水準測量グルー

プが求めているCか ら大 きく南にずれている

(図 11右 )。

そこで,こ れらの諸説での圧力源の計算では,

何れも単純に 1点球状を前提にしているが,橘

湾直下10数kmの 位置に主マグマ溜まりの存在も

提唱されていることから,島原半島西部の圧力

源Cを 第 2マ グマ溜まりと考えて, 2点球状圧

力源での再検討を望みたい。

温泉ガスの3He/4Hc比 が,西側の小浜温泉で,

東側の島原温泉より相対的に低いことは,以前

から知られていてその解釈に困窮していた。と

ころが,野津 (1996)O Notsu,K.et d。 (2001)は ,

橘湾地下深部にマグマ溜まりが潜在 し,マ グマ

発散物が主通路を通じて東側へ斜めに上昇して

いて,そ れぞれの温泉地直下で分岐して,断層

破砕帯などを通じて鉛直に上昇して地上に達し

ている (太田モデル,1973)と すれば,そ の鉛

直上昇過程で最も地殻物質起源の4Hcの 混入を

受けやすいことから,鉛直上昇経路の最も長い

小浜温泉で3He/4Hc比 が低 く,最 も短い島原温

泉で高い値を示していると解釈すれば矛盾しな

いとしている (図20)。

なお,3He/4Hcは ,噴火直後には,最初に測

定された1983年 に比べて各温泉群の測定値は可

なり上昇しているが,こ とに島原温泉のそれは

顕著で, しかも,噴火開始 2年半後の1992年 7

月をピークに上昇から下降へ転じる変動が見ら

れている (図 12;野津,1996)。 このことは
,

島原温泉を生成しているマグマ発散物が,今回

の噴火に関与しているマグマに直結しているこ

とを反映している。

寺井 (1995)の 島原カルデラ説に類似 したこ

とは,地形的には古 くから指摘されていた (本

問,19360松 本,1979)。 太 田 (1984)も ,雲

仙岳東部に放射状断層群の存在を指摘 し,島原

市北部海岸で,南側へ向けて30mか ら80mの段

階的落ち込みの存在を認めている。しかし,島

原市中部から布津町北部にかけては,幅約 8 km

にわたつてさらに約200mの 落ち込みがあり,

しかも東西性の千々石断層と弧状で雁行配列す

る布津断層で限られていることから,西部域も

含めてこの区域を雲仙地溝と定義した。なお,

島原市北部の段階的落ち込みは,千々石断層の

派生断層群によるものと考えている。また,島

原東南東が低重力異常域であることも,久保寺

(1975,図 14)に よつて明らかにされているが,

寺井 (1995)が提唱している島原カルデラより,

やや南側にずれている。さらに,寺井 (1995)

が噴火終息後に予測していた,当該区域でのマ

グマ噴出に伴った著しい沈降や地震の発生は,

10年経過した現在も認められていない。これら

の事実は,少なくとも,今回の噴火をもたらし

たマグマや橘湾での群発地震は,新たに提唱さ

れている島原カルデラ地下深部のマグマ溜まり

とは無関係であり,その潜在は実証されていな

い 。

なお,水準測量の結果 (国立大学合同観測班

測地グループ,1994)では,噴火中の沈降量は,

西側小浜町北村で約 8 cm(松島ほか,2003)に

対 して,東傾1島 原海岸沿いでは,2.6cm(多 田,

1995)に 過ぎず, しかも,こ のうちの約 2 cmは ,

一-10-一
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図21.雲仙火山のマグマ供給系モデル

(Umakoshi,Kt et al.,2001)

過去約100年 間の実績である年間約 211mの平常

的な沈降量である。 したがって,島原直下にマ

グマ溜まりがあったとしても,今回の噴火には

かかわっていないことになる。また,噴火終息

後の地震活動は,いわゆる島原カルデラ地域で

は極めて低調で,地割れも眉山崩壊 も発生 して

いない。

さらに,約3000年 前に活動 した眉山の直下に

マグマ溜まりが潜在するならば,島原温泉は高

温相の食塩泉でなければならないが,地温は
,

深度1000mで 52℃ に過 ぎない。冷却が進んでい

たとしても,低温相の炭酸水素塩泉 (重曹泉～

重炭酸土類泉)に著 しい cl~の 混入は避けられ

ないが,現在 の含有量 は30～40mg/1前後 に と

どまっていて, しかもそれは海水 に由来 してい

る可能性が高い。

このような議論を経た 5年後の2000年 代 に

ア、つて,Umakoshi,K.et」。(2001)や ,松島ほ

■ 12003)に より,橘湾地下深部のマグマ溜ま
.潜在説 (太田,1972e1973)に調和的な見解

やデーターが公表された。

Umakoshi,K.et al。 (2001)は ,噴火当時の地

霊現象を,発震機構の視点から再検討し,震源

詳D下方域では,マ グマを圧力源とする圧縮応

tが電いていたことを突き止め,マグマは,島
百半島西岸付近のほぼ13kmの深さから,東に向

■‐って仰角40～ 50° で上昇 したと想定 した従来

.~考 え 馬越ほか,1996)を 補強 した (図21)。

また。松島ほか (2003)は ,噴火終息後の
,

lPI-2∞ 1年の水準測量結果にもとづくもので,

Fユ

図22自 1999~2001年の水準測量結果からえられた

地殻変動の圧力源 D"震源分布 は1989-
1991年のもの (松島ほか"2003)

図23.雲仙火山のマグマ溜まり位置諸説

1)太田 (1972)" 2)末広 (1988)1 3-5)国
立大学測地グループ (1994)1 6)多田 (1994)"

7-8)大 見ほか (1995), 9)西ほか (1995)"

10-11)馬越ほか (1996)り 12)寺井 (1995)913)

中田 (1995),14)松島ほか (2003)

千々石 カルデラの南寄 りではあるが,圧力源 D
(深 さ15km)の存在 を確認 し,膨張中であるこ

とをオ旨摘 している (図22)。

これらにより,マグマ溜まり橘湾説は,確定

的なものになったと考える。
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図24.雲仙火山の火山性温泉群へのマグマ発散物供給経路

(等地温線は海水面下500m深で,新 エネルギー総合開発機構 (1988)に よる)

4.再び橘湾説の提唱について

以上,こ れまでに提唱されている雲仙火山の

マグマ溜まりの位置やマグマ供給システムにつ

いての諸説について総括してみた。このように
,

マグマ溜まりの位置は,多 くが千々石カルデラ

や雲仙地溝の中に納まっているが,域外に指摘

されているものもある (図 23)。

これらのうち,火山体直下から東側に潜在を

主張する最大の根拠は,地震波速度構造に見ら

れる低速度域の存在 (大見・清水,1992)であ

る。しかし,低速度領域として指摘される区域

は,深 さにより異なるが,雲仙火山地域外の北

東側諫早湾にも達し,ま た,南東側は有明海を

越え天草諸島から不知火海に至っていて,雲仙

火山直下と南東部のみをマグマ溜まりとする根

拠に乏しい (図 13)。 その解析に当たった大見・

清水 (1992)が指摘 しているように,マ グマ溜

まりの存在を特定するためには,速度構造のみ

ならず,地震波の減衰やマグマ溜まり表面によ

る反射・屈折現象を検出することが不可欠であ

ろう。

このように,雲仙火山直下や東部にかけてマ

グマ溜まりが潜在する可能性は決定的なもので

はなく,む しろ,橘湾地下深部にマグマ溜まり

が潜在するとした馬越ほか (1996)や Umakoshi,

Ko ct al.,(2001),松 島ほか (2003)の解析結果

がはるかに合理的である。

そこで,「主マグマ溜まりは橘湾直下10数 km

の地下深部にあり,今回の測地学的観測で確認

された第 2マ グマ溜まり (マ グマポケットC)

をへて,普賢岳に達する」マグマ供給システム

を改めて提唱したい。なお,小浜温泉へのマグ

マ発散物は,橘湾直下の主マグマ溜まりに直接

由来し,雲仙温泉は,第 2マ グマ溜まりより南

東側に供給されているマグマ発散物に由来して

いる可能性が高い (図 24)。

さらに,島原温泉の生成には,普賢岳直下か

らさらに眉山直下に達するマグマ発散物の上昇
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通路の存在が想定される。

また,一つの活火山に,独立した主マグマ溜

まりが二つ存在することには違和感があり,中
田 (1995)が提唱する苦鉄質マグマ溜まりは橘

湾直下にあり,深 さ7～ 10kmに位置する珪長質

マグマポケット (ま たは第 2マ グマ溜まり)を
経て,噴火に至ったと解する方が無難である。
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