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雲仙火山周辺域における相対応力場と 1990-1995 年噴火活動

河野 裕希
北海道大学大学院理学研究院附属地震火山研究観測センター

松本 聡・松島 健・植平 賢司・清水 洋
九州大学大学院理学研究院附属地震火山観測研究センター

馬越 孝道
長崎大学環境科学部

(2009 年 1 月 13 日受理)

��������	�
�		������
������������������	
������	���

�����������������
�����

Yuhki KOHNO
Institute of Seismology and Volcanology,

Faculty of Science, Hokkaido University

Satoshi MATSUMOTO, Takeshi MATSUSHIMA, Kenji UEHIRA, Hiroshi SHIMIZU
Institute of Seismology and Volcanology,

Faculty of Science, Kyushu University

and

Kodo UMAKOSHI
Faculty of Environmental studies, Nagasaki University

(Received January 13, 2009)

We investigated a stress field around the magma chamber beneath Unzen
Volcano, Kyushu, Japan, which erupted from 1990 until 1995, by using a
stress-tensor inversion method. We used P wave polarity data of seismograms
by earthquakes occurred during 1985-1999 for analysis. Our result clearly indi-
cated that there were no changes in stress field during the period except for dur-
ing 1986-1988. This suggested that the magma intrusion into shallower depths
did not affect the stress field in this region. Clear change in stress field was ob-
served during 1986-1988. This might be explained by applying the mesh-
texture crack model proposed by Hill (1977).
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Ⅰ. はじめに

雲仙火山は九州北西部島原半島に位置する火山であり, その西側には千々石湾, 東側には有明

海が存在する (Fig. 1). 島原半島は九州を横断する別府島原地溝帯の西端に位置し (松本, 1979),

地震メカニズム解 (例えば, 山科・三浪, 1977) や長期間の水平ひずみを詳細に調べた結果

(多田, 1985) から強い南北方向の伸長場にあるとされている. 雲仙岳の平成の噴火活動 (1990-

1995) は 1990 年 11 月の地獄跡火口からの水蒸気爆発から始まった. その数か月後から溶岩ドー

ムが同火口に出現し始め, それがローブ状に成長し, 崩落を起こして火砕流を数多く発生させ多

くの人命を奪ったことはまだ記憶に新しいところである.

島原半島周辺の地震活動が活発になってきたのは 1965 年以降である. 山頂火口からの噴火開

始に先行して 1989 年 11 月から千々石湾深部で群発地震が発生し始めた. その後, 地震活動は

徐々に東に移動し, 約 1 年かけて山頂火口に近づいていった. しかし, 1991 年 5 月に溶岩ドー

ムが山頂火口から出現すると地震の発生数は圧倒的に少なくなった (Umakoshi et al., 2001).

地殻変動観測からは 4 つの点力源が推定されているが, それらはこれら震源域の下限に求めら

れており (Kohno et al., 2008), この地震域の移動は深部から浅部へのマグマの移動と関連が

あることが指摘されている.

マグマ供給システムを理解するためにはマグマ溜り周辺の応力場を知ることが非常に重要であ

る. 一般に, 地震はその媒質の特性と, そこにかかる応力との関係がある条件を満たした場合に

発生する. 例えば, もしある場所に球状のマグマ溜りが存在し, そこへマグマが貫入することに

よって圧力が増加すると, 周辺地殻の応力状態も同時に変化し, その結果マグマ溜まり周辺で発

河野 裕希 他364

������(Right): Location map of the Shimabara peninsula in Kyushu Island. Dashed
lines indicated boundaries of Beppu-Shimabara Graben structure. (Left): Edifice of
Unzen Volcano is indicated by dashed rectangular. Solid triangle shows the loca-
tion of the lava dome of the latest eruption.



生する地震の主圧縮軸方向がマグマ溜りの方を向くようになることが期待される.

地殻内の応力場を議論する際, 震源メカニズム解を用いることが多い. Umakoshi et al.

(2001) は噴火 1 年前から発生した群発地震の震源メカニズム解を詳細に調べ, 圧縮軸・伸長軸

の向きから応力場と火道の関連性を議論している. すなわち, メカニズム解から求められた圧縮

軸の向きはマグマの通過を反映したものであるというものであった. しかし震源メカニズム解は

地震発生領域の局所的な構造の影響を大きく受ける可能性を持ち, それから求められる圧縮軸は

必ずしも周辺地殻内の最大主応力軸とは一致しない場合がある. 数キロ以内の範囲でメカニズム

解が変わることが実際に観測されているものの, 果たして本当にその領域内で応力場が変わって

いるのかは議論のあるところである (Zoback and Healy, 1992). これは震源メカニズム解が

｢既存の断層ですべりを起こした際に開放した応力の方向｣ を反映している場合があることに起

因している. この問題を解決する方法としてストレステンソルインバージョン法が提案されてい

る (例えば, Gephart and Forsyth, 1984: Horiuchi et al., 1995). 本研究では, 島原半島の地

殻内応力場をストレステンソルインバージョン法で詳細に調べ, 雲仙火山のマグマ供給系との関

連性について調査を行った.

Ⅱ. 1985-1999 年における雲仙火山周辺での地震活動

本研究では 1985-1999 年に島原半島周辺で発生した地震について相対応力場を調べた. これ

らの地震は当時の九州大学島原地震火山観測所のルーチン処理によって震源決定された. 観測点

分布図を Fig. 2 に示す. 1985 年当初は 4 点であった観測点数は 1999 年には 40 点になった.

地震の使用条件として P波の読み取り誤差は 0.1 秒以下であり, マグニチュードが 1.0 以上,
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������Seismic stations used in
this study. They are denoted
by different symbols indicat-
ing the start of observations.
Installation year of each sta-
tion is also indicated.



水平決定精度が 1.0km以下のものとした. ただし, 鉛直方向の決定精度は 3km程度までとなっ

ている. また深さが 1kmよりも浅い地震に関しては解析には使用しなかった. この結果選別さ

れた地震の総数は 3668 個となった. これら上記の地震の震源分布を 9 つの期間に分けて Fig. 3

(a) ～ (i) に示した.

1984 年には千々石湾北部で群発地震が発生し (清水・高橋, 1988), その活動期間は 1985

年まで及んでいる. 震源分布は千々石湾中央の浅部から島原半島西海岸深部にかけて伸びている

のが Fig. 3 (a) で確認できる. 1986 年から 1988 年にかけて地震活動レベルは一度落ちるが,

1989 年の 11 月から千々石湾の深さ 10km付近で再度群発地震が発生し, 徐々にその震源域が

東の方に伸びていった. 1 年後の 1990 年 11 月には地獄跡火口から噴火が開始し, 溶岩ドーム

が噴出され始める 1991 年 5 月までの地震は主に島原半島内で発生した. しかし, この後地震

活動レベルは一気に低下し, 島原半島内での目立った活動はなくなった.
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������Hypocenter distribution of each epoch determined by Shimabara Earthquake and
Volcano Observatory, Kyushu University, with magnitude larger than 1.0.



Ⅲ. データ解析方法

本研究ではHoriuchi et al. (1995) のストレステンソルインバージョン法を用いて雲仙火山

周辺における応力場を詳細に調べた. この方法では次の仮定を用いている； (1) 解析範囲では

応力場は一定である. (2) 地震は既存の断層を用いて滑るものとし, 滑る方向は最大剪断応力

が最大になる方向と平行である. (3) σ1 + σ2 + σ3 = 0 (ただし σ1 >σ2 >σ3) として静水

圧の項を考えない.

この方法は各観測点で得られた P波極性をそのまま入力データとして使用し, 断層のすべり

面を特定する. これは, メカニズム解をデータとして使用する他のストレステンソルインバージョ

ンとは異なり, メカニズム解そのものに含まれうる誤差を考慮することなく, 地震発生域におけ

る相対的な応力場を見ることができる手法である. 具体的には, 複数の観測点で得られた複数の

地震による P波極性と, ある応力場に対して与えた断層による理論極性とのmisfit を計算し,

両者のmisfit が最も小さい応力場が最終的な解となる. 理論極性の計算はすべての組み合わせ

について計算されるので,“インバージョン”となっているが, 実際にプログラムがおこなって

いる計算はグリッドサーチである. この方法では地震発生領域における主応力軸の向きとそれぞ

れの大きさの比を推定することができるが, 本研究では主応力軸の向きに着目する.

得られた解に対する信頼限界はブートストラップ法 (Efron, 1979) によって求めた. これは

同じデータの集まりから重複可で無作為抽出を複数回おこない, そのデータによるストレステン

ソルを計算するというものである. これを A回おこなうことで, A 個のストレステンソル解を

得ることができる. 例えば, 200 個の P 波極性データからベスト解を求めた場合には, その中

から重複可でランダムに極性データを抽出し, 取り出した 200 個のデータに対する解を得る.

それを 1000 回おこなえば, 1000 個の解を得ることができるということである. ベスト解に近

い 900 個の解を採用して, そのばらつきを見ようとすれば, それは 90％信頼限界を示す. ここ

ではブートストラップの計算を 2000 回おこない, そのうちの 1950 個の解を選んで 95％信頼

限界を求めた.

Ⅳ. ストレステンソルインバージョンによる応力場

Fig. 3 で示された期間ごとのインバージョンによる最適解と, その 95％信頼限界を Fig. 4 (a)

～ (i) に示す. σ1 は最大主応力, σ3 は最小主応力, σ2 は中間主応力を示す. 全体の傾向と

して島原半島のテクトニクスを特徴付ける南北水平伸張が卓越していることが挙げられる. 圧縮

軸は鉛直方向から東傾斜のものまで若干バラつきはあるが, 基本的に東傾斜の傾向が強いことが

言える. 噴火活動が始まったのは 1990 年であるが, それ以降の起震応力もそれ以前に見られて

いたものと同じであった. これは噴火前後でストレステンソルに変化がなかったことを示してい

る.

一方, 1986-1988 年の期間では, 他の期間での起震応力場とはほぼ反転しているような結果
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が得られた. つまり, これ以外の期間では伸張軸は南北水平を示しているが, この期間のみ鉛直

下向きから東に傾斜した方向を向き, 鉛直下向きから東傾斜を示していた圧縮軸はほぼ南北水平

方向であった.
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������Estimated best solutions of P-axis (open square), T-axis (grey circle) and B-axis (solid
triangle) with the 95 % confidence limit by boot strap method for each period. The dia-
grams are shown on lower hemi-spheres by equal area projection. (a)-(i): Same period cor-
responding to (a)-(i) in Fig. 3.



Ⅴ. 考 察

応力軸の向きは 1986-1988 年を除いて, この地域の定常的な応力場と考えられる方向からほ

とんど変化しなかった. つまり, マグマが地表に向けて上昇していると考えられる噴火直前や,

実際に溶岩の噴出が行われていた噴火中でさえも応力軸の向きに変化は見られなかった. このこ

とから, 噴火に伴うマグマの移動はこの地域での広域応力場にほとんど影響を与えていなかった

か, もしくは, 広域応力場に沿った形でのマグマの貫入であった可能性が考えられる.

Nakamura (1977) は, マグマの貫入が広域応力場に対して最もエネルギーが少ない形をもっ

て行われる可能性を指摘した. 今回の雲仙のマグマも, 広域応力場に与える影響を最小限にする

ジオメトリでマグマが貫入したために, ストレステンソルで表現される広域応力場に変化が見ら

れなかった可能性も考えられる. 今後は変化が見

られなかった要因について, より定量的に考察を

行う必要がある.

解析期間のうち, 1986-1988 年でのみ応力場

に変化が見られた. この時期は, 地震活動は他期

間に比べて低調な時期にあたる. この現象を説明

するために千々石湾深部に Hill のメッシュモデ

ル (Hill, 1977) を適用することを考えた. この

モデルは Fig. 5 のようなジオメトリにより, 群

発地震の発生を定性的に説明する. 定常状態では

Fig. 5 (上図) で示したように最大主応力軸と平

行に長軸をもつクラックが無数にあり, それらを

断層が連結しているとする. クラックに間欠的に

マグマが貫入するとクラック先端部に応力が集中

するために, それぞれのクラックを連結している

断層がすべって地震が発生する. これが群発地震

のメカニズムとされた.

千々石湾にこのモデルを適用すると, 同じく

Fig. 5 のようなジオメトリをもつクラック群と

応力状態を考えることができる. 1985 年の時点

では千々石湾周辺に地殻変動が生じていたことが

験潮データより明らかになっており, すでにマグ

マ供給が始まっていたと考えられる. したがって,

応力場の変化がみられない時期の地震は Fig. 5

(上図) で示したHill のモデル同様のメカニズム

を考えることができる. ところが, 深部からのマ
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������A model which can explain the tem-
poral stress change between 1986 and
1988 in Unzen area by applying Hill's
model (1977). (Top): Stress field
around Chijiwa bay in ordinary situa-
tion. (Bottom): Earthquake occurrence
model by crack opening due to continu-
ous magma intrusion.



グマ供給率が急激に増加し, マグマの注入が連続的に起こると, マグマがクラック先端の断層を

開いて連続的に移流するため, クラック先端部の断層すべりによる地震は発生しなくなる. その

一方でクラック増圧による圧縮場が Fig. 5 下図中の領域 Aに生じる. このとき, この領域の剛

性率が比較的小さい状態でも応力が急激にかかれば地震が発生しうる状態になる. ただし, 地震

を起こすにはより大きな応力変化率を要するため地震発生数は低下する. このようなメカニズム

を仮定すると, それによる応力場は 1986-1988 年に検出されたものと同様の方向を示すことに

なる. ここでは, 応力場逆転を引き起こす可能性の一つとしてこのモデルを提唱したい.

Ⅵ. ま と め

島原半島周辺で発生した地震について, P波極性を用いたストレステンソルインバージョン法

を適用し 1990 年から始まった雲仙普賢岳噴火をはさむ 1985 年から 1999 年にかけての相対応

力場を詳細に調べた. その結果, 1986-1988 年を除いて噴火直前や噴火中といったマグマ供給

が活発であったとされる時期にも応力場に顕著な変化がなかったことが明らかになった. これは,

噴火直前および噴火中という確実にマグマが地表に向けて移動していた時期においても, 広域応

力場にはその影響が及んでいなかった可能性を示唆する. その要因のひとつとしては, 島原半島

での地震活動がまったくマグマの上昇の影響を受けずに発生していたと考えることも可能であろ

う. しかし, ダイクは広域応力場に沿った形で貫入することが知られており, ダイクが広域応力

場に強く影響されてそれを最小限にしか乱さない形で貫入したとする考えも可能である. 今後,

より定量的にこれらの問題を明らかにする必要がある.

1986-1988 年の, 噴火活動に入る前の地震活動が静穏な時期に千々石湾下での応力場の変化

が検出された. これは, 千々石湾に無数のクラックからなるマグマ溜りがあり, そこに地殻深部

からマグマが供給されたため, クラック間の連結と, それに伴う各クラックの過剰圧によって引

き起こされたというモデルを提唱した. この時期に深部で実際に何が起きていたのかはいまだ定

性的な推測の域を出ないが, 噴火の数年前に確実に検出されたシグナルであり, 雲仙火山のマグ

マ供給系を考えるうえで, 多くのことを示唆する結果であると考えられる.
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